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直流インバータ溶接機

さまざまなノイズに影響されません。
静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感受して誤作動や機能低下、
故障から本体を保護します。
＊アース線は、必ず設置して下さい。

EMS （電磁気妨害感受）対策商品 プロ用 業界最軽量 !
― 保 証 期 間 ―

お買上げから 20 カ月！
※ 補償対象外の場合もありますので、詳しくは
 取扱説明書をご覧ください。

出力デジタルメーター採用で、
出力電流を確認できる！

電撃防止装置
ON/OFF切替可能。

OFF

VRD電撃防止スイッチ

ON

サンリツ（ひっかけ）タイプ ナカジマ（ねじ込み）タイプ

ジョイントコードはサービスで付きますので、お選びください。

1

型　　式 KXY-200i KXY-16/12i
定格入力電圧 単相200V 単相100V 単相200V
定格周波数 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz

定格入力電流 200A時：39A
170A時：30A 33A 30A

定格入力 7.8KVA（6.2Kw） 3.3KVA（2.6Kw） 6KVA（4.8Kw）
定格出力電流 200A 130A 160A
無負荷電圧 57V 54V 56V
負荷電圧 28V 21V 26V
電撃防止装置 内蔵30V以下（ON/OFF切替スイッチ付） 内蔵30V以下（ON/OFF切替スイッチ付）
定格使用率 70% 70%
重　量 5.0kg 4.0kg
寸　法 W138×H206×D390（mm） W116×H232×D405（mm）

定価（税抜） ¥110,000 ¥120,000
入力電源コード3ｍ付き、付属品：差込プラグ2個、肩かけベルト

100V 2.6 Фまで　200V 3.2 Фまで

溶 接 機 プロ専用溶接機
KXY-200i/KXY-16/12i

200V 専用 4.0 Фまで

電撃防止
ON/OFF
切替可能

電撃防止
ON/OFF
切替可能

出力デジタルメーター
　 使用率 70％
　 重　量 4.0ｋｇ

出力デジタルメーター
　 使用率 70％
　 重　量 5.0ｋｇ

※�使用率は、使用環境により�
変動します。

※�使用率は、使用環境により�
変動します。

HPで
紹介動画を
見る！

http://www.kishiden.co.jp/
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プロ専用溶接機
REDLEW

グレード レドリュウ

型式・性能

型　式 BW-155BXR
出力調整 電子制御式無段階調整
定格出力 150A
定格使用率 20～ 40%
使用溶接棒 2.6、3.2mm
入力周波数 50/60Hz
入力電圧 100V
定格入力 1.5KVA
充電方式 定電流定電圧充電方式
冷却方式 強制空冷

動力用主電池
（バッテリー）

型　式 TYPE-Z
個　数 1
接続方式 直列
容　量 36V�20Ah

寸法・重量

W 340mm
H 530mm
D 240mm

本体重量 上部22kg、下部35kg
総重量 57kg

定価（税抜） ¥286,000

■使用率
	 時間	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10

2.6mm40% 72本 充電 72本 充電 48本

3.2mm20% 充 充 充 充 充

ホルダ、アース各50m時

■能力表
使用棒径 溶接電流 使用率 持続時間 加工板厚 ケーブル最大長

2.6mm 90～120A 40% 3時間 3～6mm 22mm2×100m

3.2mm 120～155A 20% 1.5時間 5～7mm 22mm2×100m

18本 18本 18本 18本 18本

バッテリ1 本で 36V に !

小型で軽量の強力機

10年以上にわたり
愛され続けている

ベストセラー商品！！

従来は12Vバッテリ3本使用、溶接には3本の36Vが必要です。そこ
でキシデンは1本で36Vのバッテリ溶接機を作りました。
1本36Vにした事でいろいろな利点が生まれました。
もちろんメンテナンスフリーの高性能密閉型（シールド）バッテリです。

奥行きは従来機の半分以下の大きさになりました。
重量は57kgしか有りません。
一人で楽には運べる大きさと重さになりました。
ゴムグリップの採用により手持ち移動も楽になりました。

後面右横面

BW-155BXR 用バッテリー

TYPE-Z（完全密閉型）
1台に1本使用です。

1本定価	¥85,000
期待するバッテリー寿命 1年半～ 2年半
※ただし、使用頻度や保管状態により短くなることがあります。
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プロ専用溶接機
REDLEW-Ⅳ

REDLEW-3, 4　4 大特長！

ハイブリッド
100Vコンセントとバッテリーを
独自のハイブリッド方式でコント
ロールし、バッテリーへの負担を
軽減します。

急  速  充  電
定電流、定電圧の方式により、業
界一の急速充電を誇り、作業現場
の電圧低下にも耐え得る安定した
充電を実現。

軽くても高性能
高性能・軽さに定評があり持ち運
びに配慮し、コンパクトな筐体を
新たにデザイン、軽いだけの溶接
機とは違います。

 出力ボリューム 
微調整機能

用途に応じてアークの強さを微調
整が出来る為、仕事の効率UPや
仕上がりがきれいに出来ます。

グレード レドリュウ -	4

型式・性能

型　式 BW-170ZR4
出力調整 電子制御式無段階調整
定格出力 170A
定格使用率 20%
使用溶接棒 1.6mm～ 3.2mm
入力周波数 50/60Hz
入力電圧 100V
定格入力 1.5KVA
充電方式 定電流定電圧充電方式
冷却方式 強制空冷

動力用主電池
（バッテリー）

型　式 P1220J/TYPE-L
個　数 4
接続方式 直列
容　量 20Ah

寸法・重量

W 390mm
H 385mm
D 255mm

本体重量 上部7.7kg、下部29.3kg
総重量 37.8kg

定価（税抜） ¥360,000

OFF

無段階出力レベル調整ツマミ
用途に応じてアークの強さを無段階で調整できます

ブレーカースイッチ
溶接時、充電時は ON にします

本体スイッチ
溶接、充電、電源切を切り替えます

100V 入力表示ランプ
現在の入力電流を確認できます 電力端子

この端子にキャブタイヤを接続します

異常ランプ
安全の為の保護回路作動時 点灯します

バッテリー容量ランプ
バッテリーの電圧状態を表示します

（最上部点灯時は満充電完了のサインです）

ON

超 軽 量  37.8kg
ZR4 用バッテリー

P1220J/TYPE-L（完全密閉型）
1本定価	¥18,000	+税×4本
期待するバッテリー寿命 1年～ 2年
※ただし、使用頻度や保管状態により短くなることがあります。

 業界初の高性能　ハイブリッド式
 バッテリー +100V で　パワフルかつ超小型を実現
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ON

無段階出力レベル調整ツマミ
注意：通常ダイヤルの位置は 80％以下でご使用ください。
MAX で使用しますとパワーは出ますが、バッテリー新品時や溶接棒の種類によって設定値より
高い出力電流が出ることにより、保護回路が働きブレーカーが落ちることがあります

ブレーカースイッチ
溶接時、充電時は ON にします

本体スイッチ
溶接、充電、電源切を切り替えます
注意：持ち運んだりする場合は、必ず【OFF】
の位置にしてから移動して下さい！

100V 入力表示ランプ
現在の入力電流を確認できます

※通常はこの位置でご使用ください！

※パワーは出ますが寿命は半分以下に落ちます！

電力端子
この端子にキャブタイヤを接続します

異常ランプ
安全の為の保護回路作動時 点灯します

バッテリー容量ランプ
バッテリーの電圧状態を表示します

（最上部点灯時は満充電完了のサインです）

使い易さと安心機能
現場の電源でも
使い安く
現場の電源事情を考慮
し充電効率をUP !
電源電圧が低下した現
場でも使用率以内の使
用であれば楽々充電 !
（充電時間は電圧低下の
場合、最長時に比べ時
間がかかります。）

AV100V 抜けを
お知らせ
AV100V（一次側）入
力がない場合ブザーで
お知らせいたします。
バッテリーだけで使用
するとブザーが鳴り続
けます。

電源状態をチェック
電源状態を3色の LED
で把握でき、尚かつ不
意な電源抜けも確認で
きます。
（一次側電源が最良な場
所を確認できます。）

出力電流を無段階調整
ボリューム中性で「最
小～最大」まで無段階
で調整可能 !
板厚や溶接方向で効果
的に合わせ出力を無段
階に調節できることで
無駄なくキレイに仕上
がります。

ZR3 用バッテリー

XY1214（完全密閉型）
1本定価	¥13,000	+税×4本
期待するバッテリー寿命 1年～ 2年
※ただし、使用頻度や保管状態により短くなることがあります。

グレード レドリュウ -	3

型式・性能

型　式 BW-145ZR3
出力調整 電子制御式無段階調整
定格出力 150A
定格使用率 20%
使用溶接棒 1.6 ～ 2.6（3.2点付）
入力周波数 50/60Hz
入力電圧 100V
定格入力 1.5KVA
充電方式 定電流定電圧充電方式
冷却方式 強制空冷

動力用主電池
（バッテリー）

型　式 XY1214
個　数 4
接続方式 直列
容　量 14Ah

寸法・重量

W 390mm
H 385mm
D 255mm

本体重量 上部7.7kg、下部23.3kg
総重量 約31kg

定価（税抜） ¥300,000

超 軽 量  約 31kg

プロ専用溶接機
REDLEW-Ⅲ

 業界初の高性能　ハイブリッド式
 バッテリー +100V で　パワフルかつ超小型を実現
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ハイボルスター
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15kg

変 圧 器 絶縁型変圧器/普及型変圧器/
リングトランス/昇圧器

商品名 ボルマスター リングボルマスター ハイボルスター
型　式 KWG-50D HD-50 HD-3000W HD-2000W Y-50 KR-6000D K-201A

分　類 絶縁型（複巻） 絶縁型（複巻） 絶縁型（複巻） 絶縁型（複巻） 普及型（単巻） WBトランス WBトランス
降圧 昇圧・降圧 昇圧・降圧 昇圧・降圧 昇圧・降圧 降圧 昇圧

入力一次
電圧・電流 200V 200V

85V
200V15A
85V�35.2A

200V10A
85V�23.5A

200V
85V 200V30A 70V ～ 100V

出力二次
電圧・電流
と

コンセント
の形状

100V50A
115V43.5A
連続定格50A

×8

100V50A
1時間定格50A
連続40A

×8

100V30A
1時間定格30A
連続定格22.5A

×4

100V20A
1時間定格20A
連続定格15A

×4

100V50A
連続定格50A

×8

100V60A
（15A×4）
連続定格60A

×8

91V ～ 115V
連続20A

×2

定格容量 5KVA 5KVA 3KVA 2KVA 5KVA 6KVA 2KVA
周波数 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
寸法*（mm）W390×H390×D410 W243×H340×D334 W230×H245×D250 W185×H280×D230 W245×H335×D300 W220×H180×D340 W180×H170×D355
重量（約） 60kg 39kg 29kg 17kg 27kg 15kg 9kg

備　考
一括50A出力可
漏電ブレーカー付

単相
単相 単相 単相 単相 単相 単相

電源コード なし 2m付 2m付 2m付 2m付 2m付 2m付
ポツキンプラグ付

定価（税抜） ¥243,000 ¥132,000 ¥89,100 ¥63,800 ¥103,000 ¥95,000 ¥56,800
*寸法の高さは取っ手を含んだ高さになります。

絶縁変圧器
屋外《防滴》型変圧器

ダウントランス屋外《防滴》型
KWG-50D

●効率の良いWBトランス採用
●小型・最軽量（約50%減）。性能さらにアップ。
● 高品質、省エネルギータイプトランス
● 無負荷状態

磁気特性に無駄がない

6KVAなのに

Y-50

HD-3000W
HD-2000W

KR-6000D
漏電ブレーカー付きのKR-6000D-Cもあります。

HD-50

HDシリーズ & KWG
二重コイル巻方式の採用で感電の心配
がなくなりました。

工具の保護に役立つ
切換スイッチとメーター付!
●15%UP/30%UP 
 　現場の状況に合わせて選んで昇圧!
● 切換スイッチと出力Vメーター・

Aメーターがついていて安心し
て使えます。

普及型変圧器

安全性重視

軽い!

降
圧

200V

100V
115V

降
圧

200V

100V
60A

降
圧

200V

100V

昇
圧

100V

85V

降
圧

200V

100V30A

昇
圧

100V30A

85V

HD-3000W

降
圧

200V

100V50A

昇
圧

100V50A

85V

降
圧

200V

100V20A

昇
圧

100V20A

85V

HD-2000W

WBトランスはその形状によって
生じる磁気特性の無駄がなく、そ
の相乗効果により性能はさらに向
上し、発熱が少なく、約半分のサ
イズと重量を実現しました。従来
のようにトランスは重いモノと言
う常識をくつがえしました。

×8
×8

×8×8

×4

K-201A

昇
圧

91～115V

70～100V
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変圧器

現場作業灯 P8に掲載あります。発電機チェッカー

LEDラウンドバー LEDスーパームーン EXIN　LIGHT
（イクシンライト）
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商品名 変圧器 昇圧器
型　式 HD-2000W-R HD-3000W-R HD-5000W-R K-201A
定格容量 連続2KVA 連続3KVA 連続5KVA 連続2KVA
相　数 単相（複巻） 単相（複巻） 単相（複巻） 単相（単巻）
周波数 50/60HZ 50/60HZ 50/60HZ 50/60HZ
入力電圧 85V/200V 85V/200V 85V/200V 70V ～ 100V
出力電圧 100V 100V 100V（50A）/200V（15A） 91V～ 115V
重　量 21kg 33kg 54kg 9kg

寸法（mm） W183×H276×D260 W230×H245×D280 W240×H330×D340 W180×H170×D355
定価（税抜） �¥77,400 ¥109,000 ¥196,800 ¥56,800

商品名 変圧器
型　式 KWG-3000D-N KWG-5000D-N KWG-10KD-N KWG-50D
定格容量 連続3KVA 連続5KVA 連続10KVA 連続5KVA
相　数 単相（複巻） 単相（複巻） 単相（複巻） 単相（複巻）
周波数 50/60HZ 50/60HZ 50/60HZ 50/60HZ
入力電圧 180V/200V/220V 180V/200V/220V 180V/200V/220V 200V

出力電圧 105V 105V 105V 100V
115V

重　量 約38kg 約50kg 約100kg 60kg
寸法（mm） W265×H340×D500 W290×H380×D530 W475×H520×D715 W390×H390×D410
定価（税抜） ¥233,600 ¥353,000 �¥715,000 ¥243,000

商品名 発電機チェッカー
品　名 KGC-3000-N KGC-5000-N
対応負荷 0.9～3.3KW（45秒）1～5KW（30秒）
寸法（mm） W573×H552×D342 W520×H408×D250
重　量 16kg 15kg
定価（税抜） ¥327,800 ¥357,800

HD-2000W-R（20A）
HD-3000W-R（30A）
HD-5000W-R（50A）

KWG-5000D-NKWG-3000D-N

KGC-3000-N

KR-6000D（60A）
P5に掲載あります。

漏電ブレーカー付きの
KR-6000D-Cもあります。

レンタル商材 変圧器/発電機チェッカー /
現場作業灯
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エアーリフト リフトマン/
リフトマン用オプション

エアーによるリフトアップ

少ない人手、
少ない時間で 大きな仕事

どこでも大活躍 !

すばやい働きが 好評です。

商品名 リフトマン
型　式 LM-300 LM-400-Ⅱ
最大積載量 100kg 150kg
最大作業台高 3.0m 4.0m（100kgは3.0mまで）
最低作業台高 83cm 90cm

荷揚げ天板寸法（mm） W720×H450×D15 W720×H450×D15
リモコンスイッチホース 付（3.0m付） 付（4.0m付）
伸長止チェーン 付 付

組立時本体寸法（mm） W1000×H830×D1000 W1200×H900×D1200
本体重量（天板は別） 19kg 33kg
定価（税抜） ¥235,000 ¥361,200

※荷揚げ天板とリモコンスイッチホース、伸長止チェーンは付属しています。
※�作業前点検を必ず行ってください!�各部の緩み、エア漏れ、パイプが引っかかる様な動きを確認したら、使用せずにオーバーホー
ルなどの点検に出してください。�

商品名 荷揚げ天板 ボードアップ リモコン
スイッチホース

炭酸ガス用
レギュレータ

型　式 OP-L1 OP-L4 OP-L5 RE-11-D
使用できる
リフトマン

LM-250、300、
350、400、560

LM-300、LM-350、
LM-400、LM-560 全機種 全機種

荷上げ
最大重量

LM-250、300:100kg
LM-350、400、560:150kg 全機種100kgまで ― ―

本体寸法
（mm） W720×H450×D15 本体:1400×400ボード受台:140×580 2.5m～4.0m ―

重量 6kg 10kg ― ―
定価（税抜） ¥19,200 ¥75,000 オープン ¥27,600

LM-400-Ⅱ

OP-L4

OP-L1

OP-L5 RE-11-D

LM-400-Ⅱ LM-300

● エアーによるリフトアップなのでどこ
でも作業できます。

● 全機種肉厚3mmのアルミシリンダー
で頑丈、耐久性抜群で軽量。

● リモコン操作、1人で作業出来ます。
● 最低作業台高は日本人が荷物を載せや

すい高さに設計しました。

● ボード約10枚・100kgまで。
● 組立が簡単、すばやく設置。
● 荷台はワンタッチ接続。
● 伸長維持チェーンで安全。

リフトマン用オプション

リフトトップからの
寸法高720mm

最
大
伸
長
3.0～
4.0m

コンプレッサーは
別売（ ）



※掲載商品の仕様・構成・外観等は、改良の為に予告無く変更する場合があります。　ホームページ キシデン 検 索

ラウンドバースーパームーン

イクシンライト
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LED投光器 イクシンライト/
スーパームーン/ラウンドバー

商品名 スーパームーン
型　式 LEDスーパームーン
電　源 100-240Volt�/�60-50Hz
消費電力 240Watt（40W×6）
LEDs COB（集積型）LED×6
光色温度 6000-6700K（ケルビン）
防　水 IP44

バルーン直径 φ1.3m
高　さ 1.2m～ 2m（三脚の高さ）
明るさ 24000LM（ルーメン）
照射角度 100°～ 120°

使用環境（温度） -25℃～ +60℃
定価（税抜） ¥234,000

商品名 ラウンドバー

型　式 HSK-L120B
（充電式・リチウムバッテリー小）

HSK-L120LB
（充電式・リチウムバッテリー大）

HSK-L120F
（100V仕様）

電　源 100-240Volt、50/60Hz�充電式 100-240Volt、50/60Hz
消費電力 36Watt 100Watt
防水・防塵 IP54
ライト部直径 φ7.5cm
LEDライト部サイズ 高さ120cm
寸法（mm） D200×W200×H1600
重　量 約5kg 約7kg 約5kg
明るさ 1500/3000LM（ルーメン） 9000LM（ルーメン）
カバー部 ポリカーボネイト防眩タイプ
三脚部 アルミ合金/高さ:1.25m～ 1.4m
ケーブル 3m 5m
バッテリー リチウムバッテリー ー
駆動時間 3～ 6時間 8～ 18時間 ー
定価（税抜） ¥60,000 ¥91,700 ¥60,000

商品名 イクシンライト
型　式 IN1600LB IN3500LB EX90L T4DS
電　源 AC100V-240V充電式 AC100-240V、DC12V
モデル 大容量バッテリータイプ 大容量バッテリータイプ 防爆タイプ

タイプ 両面／シールドタイプ 片面／シールドタイプ シールド両面タイプ
※片面タイプもあります

寸法（mm） W335×H580 ～ 1120×D220 W340×H575～875×D220
重　量 約11.0kg 約13.0kg 約7.7kg

明るさ（片面） 1600Lm（ルーメン） 3500Lm（ルーメン） 720Lm～ 1440Lm（ルーメン）

駆働時間 （両面）5～ 6時間
（片面）10～ 12時間

（ハイ3500Lm）5～ 6時間
（ロー 1750Lm）10～ 24時間

（両面）8～ 10時間
（片面）16～ 18時間

充電時間 約12～ 14時間 7～ 8時間
定価（税抜） オープン オープン オープン

● LEDバルーンライトです。
● 長期間交換無しで使用可能です。
● 消費電力も少なくてすみます。
● 明るさは24000ルーメンと高輝

度です。

● 消費電力も少なくてすみます。
● 簡単に設置出来、 

誰でもすぐに使用可能です。
● 明るさは、 

3000ルーメンと高輝度です。
● 電源を気にせず使用可能です。
● 三脚を調整することでライトの

高さを変えられます。

<IN1600LB・3500LBの特徴>
●本体は頑丈なABS樹脂製
● バッテリー、収納BOX が一体型で持ち運びやすい
● ヘッド部（ライト部）は60°傾ける事が可能
● UV耐候性、塩耐性あり、防水IPｘ65（水没不可）
●2段可変高式
● セッティングや使用方法も簡単、片付けもラクラク
● 低バッテリー容量を知らせる、警報・ランプ付き
● 充電式シールドバッテリー搭載

<EX90L T4DSの特徴>
● 防爆仕様TIIS取得
● ノンスリップベース
● ヘッド部（ライト部）は60度傾け

ることが可能
●  UV耐光性、塩耐性があり、IP65

防水（但し水没不可）
● 低バッテリー容量を知らせる警報

付き

● 消費電力も少なくてすみます。
● 簡単に設置出来、 

誰でもすぐに使用可能です。
● 明るさは、 

9000 ルーメンと高輝度です。
● 三脚を調整することでライトの

高さを変えられます。

長期間使用可能なLEDライトです。

屋内外問わず、
持ち運びが便利な
LEDライト
投光器です。

簡単に短時間で
設置可能です。

HSK-L120B HSK-L120F



※掲載商品の仕様・構成・外観等は、改良の為に予告無く変更する場合があります。　ホームページ キシデン 検 索

軽天ホルダー

ハサミ/カッター
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内装関係小物 軽天ホルダー /火花カバー /のり付けローラー /
常圧ホース/フォームガン/ハサミ/カッター

<磁石式の特長>
● 【新機能】8/5インチネジをワンタッ

チで止める機構を採用、効率が上が
り取付ネジの紛失を防ぎます。

● 7個の強力な磁石で2kgまでのレー
ザー墨出し機をしっかり固定。さら
に落下防止のベルト付き。

● 上下高さ100mmまでの微調整も可能。
● 下地に直接ビス止めする事が可能。

昇降調整機能付きの軽天ホルダー

商品名 軽天ホルダー（磁石式） 軽天ホルダー（スライド式）
本体寸法（mm） W95×H135×D190 W165×H175×D120

重　量 約450g 約780g
定価（税別） ¥17,200 ¥17,000

MCM-500

MXC-500

MDC-125 MXS-238MDC-50

火花カバー

商品名 火花カバー（アルミ製） 火花カバー（鋼板製）
本体寸法
（mm）

W500×H400×
D収納時:30、展開時:390

W500×H400×
D収納時:30、展開時:390

重　量 約2.0kg 約4.6kg
耐震・耐熱ゴム寸法 W400mm×D350mm W400mm×D350mm
定価（税抜） ¥18,600 ¥13,200

鋼板製アルミ製

磁石式

スライド式

持ち運びに便利な
折り畳み式

のり付けローラー PP
壊れにくく中身が
見えるPP採用 !
● 片手で使えるスリム設計。
● 波型ローラー採用、のりの消

費を抑え効率的に使う事が出
来ます。

商品名 のり付けローラーPP　
本体寸法（mm） W280×H150×D130

重　量 約850g
定価（税抜） ¥15,200

*�さらに頑丈なアルミののり付けローラーの取扱もございます。

商品名 Mバーカッター C チャンカッター ダウンライトM バーカッター ザ・ハサミ
型　式 MCM-500 MXC-500 MDC-50 MDC-125 MXS-238

サイズ（全長） 500mm 500mm 500mm 650mm 238mm
重　量 1,810g 1,690g 1,100g 2,545g 380g

定価（税抜） ¥34,000 ¥28,000 ¥29,000 ¥41,000 ¥9,800

常圧ホース
● やわらかい材質使用、 

ねじれ防止機能付き!
商品名 常圧ホース
サイズ 10m 15m 20m
定価（税抜） ¥4,000 ¥5,200 ¥5,800
*30mもあります。

フォームガン
● 建築用の発泡ウレタン

充填専用フォームガン! 商品名 フォームガン
寸法（mm） 全長:335
重　量 370g

定価（税抜） ¥18,800
*整泡ストロー1�本と先細形状のチップ1つ付き。

新タイプ　取り付け簡単なスライド方式採用
<スライド式の特長>
●アルミ製なので、軽くて丈夫。
●上下微調整幅は45ｍｍ
●クランプ使用有効範囲は20ｍｍ～ 95ｍｍ
● 耳にネジがあるのでボードの上からで

も使用することができる
● 取付ネジ（5/8サイズ）は市販のほぼ

全てのレーザー墨出し器を取付可能。



※掲載商品の仕様・構成・外観等は、改良の為に予告無く変更する場合があります。　ホームページ キシデン 検 索

プレミアムタイガー 105/355

無溶接ビス
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砥石 /
軽天ビス

プレミアムタイガー /
無溶接ビス/軽天ビス/ビス各種

● 新開発グリーン砥粒が切れ味・耐久性をアップ。 
両面補強入り。

● 余計な湿気を吸わない業界初の品質保持パック。
● 切断用途 

薄鉄板、波トタン、鉄パイプ、丸棒、鋼、 
サッシ、ALC等 
SS型鋼 

（丸棒、アングル、チャンネル、H型鋼、I型鋼） 
STK管 

（一般構造用鋼管）、平鋼（薄鋼板、圧延鋼板） 
SGP管 

（ガス管、水道管、配管パイプ） 
SUS管 

（ステンレス製の丸パイプ、角パイプ、丸棒） 
STK 

（配管パイプ、構造パイプ、足場パイプ）

商品名 プレミアムタイガー105 プレミアムタイガー355
サイズ（mm） 外形105×内径15×厚み1.0 外形355×内径25.4×厚み2.8
入　数 20枚（缶入） 10枚（缶入）

定価（税抜） ¥4,000 ¥12,500

業界初 ! 缶入りパック。砥石を守り、保管にも便利 !

プレミアムタイガー 105

プレミアムタイガー 355

レッドスクリュウ

無溶接用イモムシビス
3.9mm（ねじ径）

0.7mm（ピッチ）

1.6mm（頭高さ）

6.0mm
（頭径） 14.0mm（全長）

S（ねじ部長さ）

商品名 無溶接用イモムシビス
サイズ 4×14mm

入数（大箱） 1000本×20箱
適用板厚合計 1.4mm以下
定価（税抜） ¥27,600

無溶接用SDS薄なべ型ドリルビス
4.2mm（ねじ径）

1.4mm（ピッチ）

3.4mm
（ドリル幅）

5.5mm
（ドリル長さ）1.6mm

（頭高さ）
8.0mm
（頭径）

13.0mm（全長）

4.0mm（働き長さ）
S（ねじ部長さ）

商品名 無溶接用SDS薄なべ型
ドリルビス

サイズ 4.2 × 13mm
入数（大箱） 1000本×20箱
適用板厚合計 1.2 ～ 2.3mm
定価（税抜） ¥39,600

無溶接用 SDS サラドリルビス（ネジ山細目）

1.6mm（頭高さ）

6.0mm
（頭径）

4.2mm（ねじ径）
0.7mm（ピッチ）

3.4mm
（ドリル幅）

4.0mm
（ドリル長さ）

13.0mm（全長）

5.0mm （働き長さ）
S（ねじ部長さ）

商品名 無溶接用	SDS	サラドリルビス
（ネジ山細目）

サイズ 4.2×13mm
入数（大箱） 1000本×20箱
適用板厚合計 1.2 ～ 2.3mm
定価（税抜） ¥37,600

● 従来のサラドリルビスよりネジ山が細目になっていて入りが良くなっています、JIS材にも良く入ります。

●ラッパユニクロ
●ラッパカラー
●フレキユニクロ
●フレキカラー
●ラッパステンレス
●フレキステンレス
● スタッドビス 

ユニクロ

● サラドリルビス 
ユニクロ

● ラッパドリルビス 
ユニクロ

●ボードボードビス
● ナベドリルビス 

ユニクロ
● タッピング 

スクリュー
　　　　　　　　など

ビス 各種あります。
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JITOOL J422JB/J425JB JITOOL J1022/J1025

1850A（フィニッシュネイラ）

AP35RN

高強度コンクリピン打機640S（ピンネイラ）

JITOOL J1013
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商品名 J422JB（タッカー） J425JB（タッカー）
ステープル幅（J線） 4mm 4mm

重　量 約1.2kg 約1.2kg
寸法（mm） W60×H179×L242 W60×H179×L242
ステープル装鎮数 100本 100本
定価（税抜） ¥15,600 ¥15,600

商品名 1850A	
（フィニッシュネイラ）

重　量 約1.39kg
寸法（mm） W62×H244×L244
ステープル装鎮数 100本
定価（税抜） ¥28,000

商品名 AP35（釘抜機）
重　量 約1.83kg

寸法（mm） W60×H215×L214
定価（税抜） ¥36,000

商品名 2940
重　量 2.78kg

寸法（mm） W317×H342×D104
コンクリートピン装鎮数 30本（3連×10本）
コンクリートピン長さ 15～ 40mm
定価（税抜） ¥53,500

商品名 640S（ピンネイラ）
重　量 約1.2kg

寸法（mm） W47×H191×L255
ステープル装鎮数 200本
定価（税抜） ¥27,000

商品名 J1013（タッカー）
重　量 約0.88kg

寸法（mm） W47×H145×L228
ステープル装鎮数 100本
定価（税抜） ¥19,400

商品名 J1022（タッカー） J1025（タッカー）
ステープル幅（J線） 10mm 10mm

重　量 約1.2kg 約1.2kg
寸法（mm） W60×H179×L242 W60×H179×L242
ステープル装鎮数 100本 100本
定価（税抜） ¥15,000 ¥18,700

エア工具
（常圧）

JITOOL J422JB/J425JB/J1022/
J1025/J1013/AP35RN/640S/
1850A/高強度コンクリピン打機

422JB 1022 1025425JB

～アフター &パーツ対応可能～

標準付属品
油さし
六角レンチ
防護メガネ
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ステープル

コンクリートピン ハンマタッカ用ステープル

J線4ｍm ステープル MA線4ｍm ステープル

（常圧高強度コンクリピン打機
専用ピン）

16ｍｍ

4ｍｍ

19ｍｍ

4ｍｍ

22ｍｍ

4ｍｍ

19ｍｍ

4ｍｍ

32ｍｍ

4ｍｍ

7mm

10mm

12mm

10mm
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消 耗 品 ステープル/コンクリートピン/
ハンマタッカ用ステープル

● 国内外メーカーの 
タッカーに対応。

商品名 J-416白 J-419白 J-422白
サイズ 16×4.0mm 19×4.0mm 22×4.0mm
線材幅 1.15mm 1.15mm 1.15mm
厚　み 0.58mm 0.58mm 0.58mm
入　数 5000本×20箱

定価（税抜） ¥17,200 ¥17,200 ¥18,200

商品名 鉄骨連結ピン
15mm

超硬連結ピン
17mm

超硬連結ピン
20mm

超硬連結ピン
25mm

サイズ 15mm 17mm 20mm 25mm
入　数 1000本 1000本 1000本 1000本

定価（税抜） ¥13,000 ¥8,000 ¥8,000 ¥8,000

商品名 10-7 10-12
入　数 25,000本×10箱 20,000本×10箱
幅 10mm 12mm
脚　長 7 10

定価（税抜） ¥16,000 ¥16,000

商品名 419MA 432MA
サイズ 19×4.0mm 32×4.0mm
線材幅 1.3mm 1.3mm
厚　み 1.1mm 1.1mm
入　数 5040本×10箱

定価（税抜） ¥16,000 ¥22,000

J-416白 J-419白

10-7

10-12

J-422白 419MA 432MA

溶接機メーカーがおすすめするステープル。国内外メーカーのタッカーに対応。

費用対効果抜群！
入りも良く、
納得のいく品です！

箱のデザインが
変わります。

箱のデザインが
変わります。
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受光器

グリンレーザー

エレベーター三脚

ファインレーザー
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レーザー 軽天職人向け
レーザー墨出し器/アクセサリー

LTK-G910P LST-RB910

LTK-G610P LST-RB610

LTK-G510P LST-RB510

LTK-G410P LST-RB410

LTK-G310P

LC-GL EL-GL EL-HLLC-RL

レッド（赤）色レーザー用

標準エレベーター
三脚

３ｍエレベーター
三脚グリーン（緑）色レーザー用

LST-RB310

素早いジンバル式自動整準！全方向7.5ｍ精度！高耐久モデル！
高精度！ 屋外対応！ 微調整！ 高耐久！ 防塵防滴！

4×
おおがね

120°
水 平

十字
鉛 直

地墨 4×
おおがね

120°
水 平

十字
鉛 直

地墨

3×
おおがね

120°
水 平

十字
鉛 直

地墨 3×
おおがね

120°
水 平

十字
鉛 直

地墨

2×
おおがね

120°
水 平

十字
鉛 直

地墨 2×
おおがね

120°
水 平

十字
鉛 直

地墨

1×
た ち

1×
た ち

120°
水 平

120°
水 平

地墨 地墨

商品名 LTK-G910P
定価

（税抜） ¥190,000

商品名 LST-RB910
定価

（税抜） ¥150,000

商品名 LTK-G610P
定価
（税抜） ¥155,000

商品名 LST-RB610
定価
（税抜） ¥115,000

商品名 LTK-G510P
定価
（税抜） ¥140,000

商品名 LST-RB510
定価
（税抜） ¥110,000

商品名 LTK-G410P
定価
（税抜） ¥125,000

商品名 LST-RB410
定価
（税抜） ¥90,000

商品名 LTK-G310P
定価
（税抜） ¥100,000

商品名 レーザーキャッチャーLC-GL レーザーキャッチャーLC-RL
定価（税抜） ¥25,000 ¥25,000
※付属品：乾電池・クランプ

商品名 EL-GL EL-HL
定価（税抜） ¥10,000 ¥28,000

商品名 LST-RB310
定価
（税抜） ¥70,000

リチウム
バッテリー
MLB-4

リチウム
バッテリー
MLB-3

リチウム
バッテリー
MLB-3

◦高輝度（２倍）	 ◦センターロック
◦水平精度：±1mm/7.5m	 ◦全周微調整
◦大矩精度：±1mm/7.5m

上部スイッチパネル 本体付属品

◦高輝度（２倍）	 ◦センターロック
◦水平精度：±1mm/7.5m	 ◦全周微調整
◦大矩精度：±1mm/7.5m

上部スイッチパネル 本体付属品

4×
おおがね

360°
水 平

十字
鉛 直

地墨

ラインの中心±１ｍｍを受光

適合機種
LTC-PG/GPD
LTK-GP
LST-GR111

可動ゴム石突
有効高：
600～ 1600mm
取付ネジ径：
5/8インチ

頭部脱着式
有効高：
900～ 3000mm
取付ネジ径：
5/8インチ

4×
おおがね

360°
水 平

十字
鉛 直

地墨
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バッテリー溶接機用バッテリー

オプション品
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消耗部品 バッテリー溶接機用バッテリー /
オプション品

●適合バッテリー一覧
型式 使用バッテリー 本数 バッテリー液 定価（税抜）/本
BW-50 生産終了 40B-19R 2

液入り

¥11,600
BW-180�(A) 生産終了 EB-100 3 ¥75,600
BW-200 生産終了 4 ¥75,600
BW-130A 生産終了 EB-25 3 ¥24,000
BW-70 生産終了

EB-35
3 ¥32,000

BW-150A�(B),�160Z�(B) 生産終了 3 ¥32,000
BW-100 生産終了 4 ¥32,000
BW-120 生産終了 EB-65 3 ¥53,200
BW-190Z 生産終了 3 ¥53,200
BW-150DBX 生産終了

P1220J/TYPE-L
3

液無し

¥18,000
IBW-1400 生産終了 3 ¥18,000
BW-170ZR4 現行品 4 ¥18,000

BW-150AN�(BN),160ZN�(BN) 生産終了 SEB-35 3 ¥38,000
BW-155BN 生産終了 TYPE-P 3 ¥57,000
IBW-1600 生産終了 TYPE-Z 1 ¥85,000
BW-155BXR 現行品 1 ¥85,000
BW-145ZR3 現行品 XY1214 4 ¥13,000

部品名 内容 特長 定価（税抜）
①差込プラグ 2個/セット 差込タイプの溶接機に使用 ¥2,800/セット
②差込プラグ�インバータKXY用 2個/セット KXY-200i・16/12iに使用 ¥2,400/セット

③脱着コネクター 2種類 2P/3Pを選択 バッテリー溶接機の本体とバッテリーを
接続するコネクター

2P：¥7,200/セット
3P：¥8,400/セット

④ジョイントコード サンリツ・ナカジマ/
プラグ・端子を選択

溶接機と溶接コードをつなげる取り出し
コード

端子タイプ：￥3,200/本
差込タイプ：￥4,400/本

⑤溶接ホルダー 溶接棒を挟むホルダー ￥2,400/個

⑥アースクリップ2種類 ハサミ型・シャコ万を選択 溶接時のアース接続用 ハサミ型：￥1,600/個
シャコ万型：￥2,800/個

⑦出力端子カバー赤黒 溶接機の端子出力口の絶縁カバー ￥340/赤・黒　各１個
⑧ケーブルジョイント�2種類 サンリツ・ナカジマ 溶接機と溶接コードをつなぐジョイント ￥3,200/オスメス１セット

⑨ゴールデンジョイント ジョイントコードを使わずに、サンリツ
ジョイントを接続できるジョイント ￥3,200/個

①差込プラグ

②差込プラグ インバータKXY用

③脱着
　コネクター

④ジョイントコード

ナカジマ

サンリツ

シャコ万

3P

2P ハサミ型
⑥アースクリップ

⑤溶接ホルダー ⑦出力端子カバー ⑨ゴールデンジョイント

TYPE-Z P1220J XY1214

各種バッテリーお取扱いあります。
お問い合わせください。

車、バイク、トラック、バス、船舶用はもちろん農機・トラクター、
ジェットスキー、スノーモビル、ゴルフカート、フォークリフト、重機、
建機などあらゆるバッテリーが見積り可能です。
バッテリーの型式をお知らせください。
高品質低価格のバッテリーをお見積りいたします。



〒121-0836 東京都足立区入谷 7-18-29

TEL 03-3899-4281  
FAX 03-3899-6882
HP http://www.kishiden.co.jp/
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