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高減速＆高トルクでしつこい雑草を根元から削り取る

フリーハンマー式で雑草を粉砕

エンジン刈払機アタッチメント



大容量58Vバッテリー ＆
　 ブラシレスモータ搭載
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スーパーカルマーとバッテリー刈払機のセット
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草削り‼草削り‼

発生抑制の効果抜群‼発生抑制の効果抜群‼

芝生削りやグラウンド整備

畑の畝間や株間 花壇や植え込み

３週間後　  持続‼

ロータリーウィーダーで実験

でも

3週間後     雑草が成長

手作業で除草実験

固い土壌だと根が残る

には

削り幅
３パターン

スタンダード

ショート

ロング

１００㎜
削り幅

２００㎜
削り幅

５０㎜
削り幅

作物も安心‼

株間除草カバー仕様

ロータリーウィーダー

お手持ちの刈払機に取付けＯＫ

雑草   根　食い込む！雑草   根　食い込む！縦回転カッターが   ににのの

・上記数値は参考値です10
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スペアローター
   MT-S1505

製品名 : 水草取りまー　型式 :AMA-AJ1505T
寸法 :D156×L152×H173mm 重量 :1.6kg
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質量 : 6.9kg 6.2kg( 両手 ) 

寸法 : D770 × L1880 × H370mm( 両手 ) 
         D330 × L1880 × H200mm( ループ )

6.6kg 5.9kg( ループ ) 

バッテリー : 電圧 58V/Li-ion/4.0Ah/2.0Ah
出力 :800W
モータ回転数 :～9,500rpm
充電時間 : 約 120分 (4.0Ah)/ 約 60分 (2.0Ah)
付属品 : バッテリー・充電器・カルマーヘッド

質量 : 6.4kg( 両手 )/ 6.2kg( ループ )
寸法 : D645 × L1880 × H420mm( 両手 ) 
         
エンジン型式 :２サイクルエンジン
排気量 :25.6cc
使用燃料 : 混合ガソリン (50:1)

D645 × L1880 × H240mm( ループ )





バッテリー式 回転ハサミ刈払機
エレックス

800W800W高出力モータ

草刈り中の

PRODUCT FEATURE

SPECIFICATION
BBH800CU-201/401

両手ハンドル
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58Vバッテリー58V大容量

質量 : 6.2kg(2.0Ah バッテリー仕様 )
　　  
寸法 : D770 × L1880 × H370mm

質量 : 5.9kg(2.0Ah バッテリー仕様 )
　　   6.6kg(4.0Ah バッテリー仕様 )
寸法 : D330 × L1770 × H200mm

住宅地での騒音対策に住宅地での騒音対策に 道路際での飛散対策に道路際での飛散対策に

BBH800CL-201/401
ループハンドル

大幅抑制！

 騒 音・飛び石
 キックバック
 騒 音・飛び石
 キックバック

充電器
��������

高性能Li-ionバッテリー

��������
�����バッテリー

軽量タイプ

��������
�����バッテリー
大容量タイプ

シリーズ
エレックスeleele シリーズ
エレックスeleeleバッテリー＆モータ

6.9kg(4.0Ah バッテリー仕様 )













BatteryBattery
シリーズ
エレックスeleele シリーズ
エレックスeleele

eleele
減速回転ハサミ式

この部分で
2,500rpmに減速

さらに
333rpmに減速

３０

減速　 回転ハサミ
駆動ギヤシステム

&

質量 : 6.2kg(2.0Ah バッテリー仕様 )
　　   6.9kg(4.0Ah バッテリー仕様 )
寸法 : D770 × L1880 × H370mm

BBH800CU-201
希望小売価格

( 税込 )\86,900

両手ハンドル

2.0Ah バッテリー仕様

BBH800CU-401
希望小売価格

\99,000( 税込 )

4.0Ah バッテリー仕様

質量 : 5.9kg(2.0Ah バッテリー仕様 )
　　   6.6kg(4.0Ah バッテリー仕様 )
寸法 : D330 × L1770 × H200mm

BBH800CL-201
希望小売価格

( 税込 )\86,900

ループハンドル

2.0Ah バッテリー仕様

BBH800CL-401
希望小売価格

\99,000( 税込 )

4.0Ah バッテリー仕様

エンジン騒音エンジン騒音
ストップ!!ストップ!!

  地面を滑らせ

ラクラク キワ刈り!

  地面を滑らせ

ラクラク キワ刈り!
石跳ね石跳ね
ストップ!!ストップ!!
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