
バッテリーシリーズ

機種別バッテリー使用時間目安表

Q&A

バッテリー刈払機に、市販のナイロンカッタは装着
できますか？

Q1

トリマーヘッドはバッテリー刈払機用として専用仕様
です。T25B（579 29 40-01）をご使用ください。

A

標準で付属しているナイロンカッタには、何mmの
ナイロンコードまで使用できますか？

Q2

標準でウィスパーライン Φ2.0mm x 6mです。
Φ2.4mm 太さまで使用可能です。

A

バッテリー刈払機はエンジン刈払機の排気量では
何cc相当ですか？

Q3

約26ccです。A

何故、チップソーをつけた場合、時計回り(右回り) 
しないのですか？

Q4

重さを感知して、誤った回転方向で稼動しないよう
にしています。意図的に、絡みついた草を除去する
使い方が可能です。

A

無負荷でなく、実作業での稼動時間は何分くらい
ですか？

Q5

作業環境により変わりますがチップソー装着で、
畦畔の草刈りをSavEモードで実施し、1時間30分
できました。

A
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26ccエンジン並のパワー

プロも納得!
POINT

01 全天候に対応できる

防水性能 国際規格「IPX4」
POINT

02 アクティブクーリング機能搭載

バッテリーの寿命や、性能の劣化を招く原因になる温度
上昇を他社製よりも抑えることができ、バッテリーを使い
きることができます！

26ccエンジンに相当するパワーなので、丈の長い草でも
ラクラク刈り取れます。

いかなる方向からの水の飛沫にも影響を受けないので、
雨の日の作業にも問題なく対応できます！

連続作業でも大丈夫!
POINT

03 バッテリーの充電可能回数／1,500回

〈1,500回充電した時のコスト比較〉

POINT

04

防水仕様は

ゼノアだけ！

容量：5.2Ah
電圧：36V
質量：1.3kg
967685801
￥24,800（税抜）

Li-ionバッテリー
BLi200ZR

主電源電圧：100-240V
パワー：330W
967686201
￥16,200（税抜）
※バッテリーは付属していません。

急速充電器
QC330ZR

QC330ZR使用時

充電時間目安

充電時間目安表

30分 50分

ラクラク使えて、
プロも納得の使い心地!
充電式なのに、エンジン式にも匹敵するパワーがボタンひとつで簡単始動。

低騒音・低振動だから長時間作業でも疲れにくく、ニオイも排気ガスも発生しません。

また、エンジン式に比べ、ランニングコストも圧倒的にお得です！

ご近所にやさしい
静音設計！！

1,200ℓ

1バッテリー

※イメージ

※バッテリーは、-10℃～40℃の温度環境で使用してください。
※IPXの「IP」とは、IEC（国際電気標準会議）によって定められている防水・防塵の保護規格です。
※「IPS4」マークは順次表示されます。

※2018年4月　1kwh＝約19円　混合燃料1ℓ＝約150円　1充電＝約0.8ℓ分
※当社比較による

1充電あたり、約0.8ℓ×充電可能回数1,500回＝約1,200ℓ分

※1充電あたり約7円×
　1,500回＝約10,500円

※約150円×1,200ℓ＝約180,000円

50分で充電完了の 
急速充電器！



通常（フルスロットル） 5500 rpm E/G回転 8000 5471 rpm
SavE 4000 rpm E/G回転 6000 4104 rpm
Dynamic SavE 0～5500 rpm

実回転速度エンジン刈払機

両肩バンドで

長時間の作業もラクラク！

『ハイトルクモーター×トルクコントロール機能』

負荷が軽くても重くても、好きな回転数を保ちます！

POINT

高性能で
パワフルなのに軽い！
バッテリー（BLi200ZR）付きで、
ループ型は4.2kg（BTR250PL）、
両手型4.7kg（BBC250PW）の
軽量設計！ なんとエンジン式刈払機
（BCZ265-DC）よりも軽い！※

※BCZ265-DC は燃料無しで 4.4kg と 4.7kg

とても便利な
正逆回転機能！
①チップソー装着時に逆回転で運転すると、
自動で正回転に戻ります。  ②チップソー
使用時、草がからまったら正逆ボタンを押す
と逆回転になり、巻き付いた草を取り除くの
に便利です。 ③ナイロンカッタ使用時には、
逆回転を使用すると自分の方へ石が飛ぶの
を抑制できます。

Dynamic SavE機能で
連続作業時間がアップ！

Dynamic SavE機能では、スロットルを任意の
回転数に設定し固定できるので、バッテリーの
節約にもなります。

プロユーザーも納得！

10インチ チップソーと、
ナイロンカッタを標準装備。刈払機

バッテリー

BBC250PW ／ BTR250PL

ハンドル：ループ
モータータイプ：
BLDC（ブラシレス）36V
質量（チップソー、ナイロンカッタ、
バッテリー除く）：2.9kg
刈刃： 10"チップソー（255×40P）＆
 ナイロンカッタ（タップ式太さ2mm）

967685201 BTR250PL ￥47,500

967685801 バッテリー BLi200ZR ￥24,800

967686201 急速充電器 QC330ZR ￥16,200

 初回購入価格 ￥88,500

       （税抜）

BTR250PL
ハンドル：両手
モータータイプ：
BLDC（ブラシレス）36V
質量（チップソー、ナイロンカッタ、
バッテリー除く）：3.4kg
刈刃： 10"チップソー（255×40P）＆
 ナイロンカッタ（タップ式太さ2mm）

967685101 BBC250PW ￥47,500

967685801 バッテリー BLi200ZR ￥24,800

967686201 急速充電器 QC330ZR ￥16,200

 初回購入価格 ￥88,500

       （税抜）

BBC250PW

高さ：118cm（シート部：40）
幅：75cm
質量：270g
網目：0.7mm
メッシュ材質：
ポリ塩化ビニル（PVC）
584294701　￥2,000（税抜）

584264401

シート付エプロンPro

ゼノアブランドチップソー（日本工業規格適合品）

刈払機純正アクセサリー

高さ：30cm
幅：14cm
質量：448g
ガード材質：耐衝撃ポリプロピレン（PP）
バンド材質：スチレン・ブタジエンゴム（SBR）
584294801　￥1,500（税抜）

レガースPro

Φ2.0mm×5m

579294002　￥4,000（税抜）

ナイロンカッタ T25B

Φ2.0mm x 15m
578435701　￥1,350（税抜）

Φ2.0mm x 130m
578435801　￥5,590（税抜）

ナイロンコード
ウィスパーライン

バッテリー刈払機で

10インチ チップソーが

標準装備なのはゼノアだけ！

ナイロンカッタも入っているから

場所によってチップソーと

使いわけできる！

高さ：200cm
幅：200cm
質量：2.5kg
網目：0.7mm
ネット・パイプ材質：
ポリ塩化ビニル（PVC）
584294601　￥9,500（税抜）

飛散防止ネットPro

￥4,000

両方入っているのは
ゼノアだけ！

ガード10インチ チップソー ナイロンカッタ ガード



軽量でハイパワー&静音設計で
屋内外の清掃を効率的に。ブロワ

BHB250P

POINT

モータータイプ：BLDC（ブラシレス）36V
質量（バッテリー除く）：2.4kg
風量：11.6 m³/min
風速　標準 ：49 m/s
ブースト時 ：50 m/s

967684901 BHB250P ￥45,000

967685801 バッテリー BLi200ZR ￥24,800

967686201 急速充電器 QC330ZR ￥16,200

 初回購入価格 ￥86,000

       （税抜）

切れ味爽快！ 両刃でも
片刃でも使える“二刀流”！ヘッジトリマ

BHT250PD60

POINT

モータータイプ：PMDC（ブラシ×4）36V
質量（バッテリー除く）：3.8kg
ブレード：両刃600mm
ブレードスピード 標準 ：4,000カット／min
 SavEオン状態 ：3,200カット／min

967684701 BHT250PD60 ￥55,000

967685801 バッテリー BLi200ZR ￥24,800

967686201 急速充電器 QC330ZR ￥16,200

 初回購入価格 ￥96,000

       （税抜）

ブレードのスピードと
快感な切れ味で作業が
爽快に進みます！

プロ仕様の3面研磨ブレード、エンジン並みの
毎分4,000cutのブレードスピードで作業が
スムーズ！

回転式ハンドル
（5段階調整）だから
自然な姿勢で作業可能！

作業する位置に合わせて、最適なハンドル角度
に調整することで、疲労を大幅に低減し、
素早く、キレイに仕上げることが可能です。

パワートリガー
ロックで誤作動の
防止対策！

両手で持たないと動かない安全設計！

ブースト機能で
最大13㎥/minの
大風量を使用可能！

ボタンを押しっぱなしでブーストモード！

クルーズコントロール機能で
スロットルを握らず
作業ができる！

任意の風量に設定可能です。

異物の侵入を
防ぐ構造のため、
風量が落ちません！

エアインテーク (空気の取り入れ口) が左右
にあるので、片方が塞がっても、反対側から
十分に空気を取り入れることができます。

BHT250PD60BHB250P

エンジン式と比較しても、

トップレベルの圧倒的パワー。

さらに静音設計で病院敷地内や

住宅街でも使えます。

バッテリーだから排ガス0！

屋内での使用もOK!! プロ仕様両刃ヘッジトリマ。

葉受板が同梱されているので、

片刃のようにも使用できます！

バッテリー バッテリー

葉受板

「葉受板」も
入っています！


