
ネギの皮むき・色彩選別機に最適！３９L大容量タンク！ 静音オイルレス！

ホースの片付け・収納に！

注文
番号100520 ３馬力オイルレスエアコンプレッサセット

（税別） （税別）

（税込価格）\４９,６８０

（税込価格）\２６,７８４

（税込価格）\１２,９６０
（税別）

\\

\\

（税込価格）\７３,４４０

\\（税別）\\

（税別）

AG-1030SOL AG-２０３９SOL
（税込価格）\２１６,０００

AG-4578NTF

（税別） （税別）（税込価格）\１０,５８４\\

タンク容量

７８Ｌ

安心！      修理
サービス券付

安心！      修理
サービス券付

安心！      修理
サービス券付

安心！      修理
サービス券付

（税別）

吐出流量

50Hz：１０５L/min
６0Hz：１２０L/min

オイルレス

ＡＣ１００Ｖ

静　音

最高
使用圧力 ０．８MＰａ

タンク容量

30Ｌ

吐出流量

50Hz：１６０L/min
６0Hz：１８０L/min

オイルレス

ＡＣ１００Ｖ

静　音

最高
使用圧力 ０．８MＰａ

タンク容量

3９Ｌ

AG-AR-2448PA

・使用圧力範囲：０．５～０．７ＭＰａ
・適用リベットサイズ（フランジ）：
　２．４ｍｍ・３．２ｍｍ・４．０ｍｍ・４．８ｍｍ
・質量：約１．５ｋｇ

<セット内容>
・シャフトケース
・ノーズピース各1個
 （２．４ｍｍ・３．２ｍｍ・４．０ｍｍ・４．８ｍｍ）
・スパナ2種（各1個）
・交換用ジョー（3個1セット）

乾燥機・選別機・籾摺機作業後の清掃に

便利な集塵機のセット

乾燥機・選別機・籾摺機作業後の清掃に

便利な集塵機のセット

本数の多いリベット打ちに最適
●力いらずで作業が楽

内装、床材の仕上釘打ち、
ステープル打ちに
●1台でタッカと
　 仕上釘が打てます

※価格は、チラシ有効期間のみの特別価格です。

（税込価格）

\１７２,８００

\\ （税別）

注文
番号100519 静音オイルレスエアコンプレッサ３点セット

限定
セット
価格コンプレッサとネギの皮むき機の

お買得セット！

コンプレッサとネギの皮むき機の

お買得セット！

\\ （税別）

４．５馬力オイルレス
エアコンプレッサ
AG-４５７８NTF

ネギの皮むき機
パ～ッと名人
GOP-4NE

サブタンク ７８Ｌ
AG-78ST

＋＋

＋＋

メンテナンス不要！ 静音オイルレス！

注文
番号100002 静音オイルレスエアコンプレッサ 注文

番号100506 4.5馬力オイルレスエアコンプレッサ注文
番号100003 静音オイルレスエアコンプレッサ

注文
番号100511 エアリベッタ

注文
番号100518 回転台付ホースリール

（税別）（税込価格）\１３,８２４\\

AG-AIM-400LPA

・ボディ全長：１２０ｍｍ
・ソケット差込角：１２．７ｍｍ
・最大トルク：４００Ｎ・ｍ
・推奨使用圧力：０．６２ＭＰａ
・質量：約１．６ｋｇ

小型･軽量だから
長時間の作業も疲れにくい！
●コンパクト設計で狭い

 場所での作業に最適

●正逆転・トルクの切替
 が簡単なレバー式タイプ

注文
番号100029 軽量エアインパクトレンチ

<セット内容>
・ディープインパクトソケット：
１７、１９、２１ｍｍ

・六角棒レンチ５ｍｍ
・カプラプラグＲ１/４
・シールテープ

（税別）\\

狭い場所でのボルト・ナットの
着脱が素早く、簡単に！
●ハイパワー　　●供回りしづらい

（税別）

狭い場所でのボルト脱着作業に！
●農機具の保守・点検に

注文
番号100036 エアラチェットレンチセット

（税込価格）\１０,５８４ \\

AG-ARW-66.2PA

（税別）

注文
番号102022 プラスチックタンクバキュームクリーナ

注文
番号100030 耕運爪交換用エアインパクトレンチ

注文
番号102023 プラスチックタンクバキュームクリーナ 注文

番号102024 ステンレスタンクバキュームクリーナ

注文
番号100512 2in1タッカ&仕上釘打ち機

（税込価格）\４２,９８４

（税込価格）\８,４２４\\

営業渡辺

おすすめ！
（税込価格）

\５９４,０００

限定
セット
価格

安心！      修理
サービス券付

タンク容量

3９Ｌ

取り回しの良いソフトホースと
回転台で作業性向上！

注文
番号100144 ソフトエアホースリール回転台付

耐久性抜群で快適作業！

注文
番号100507 エアコンプレッサ

\\ （税別）

AG-SPHR-6520PA

AG-RC-1530PA

（税込価格）\８，６４０\\
AG-KHR-1

AG-ATF-3204PA

（税込価格）\８,４２４\\

（税込価格）

\１５,９８４ \\

・使用空気圧：０．４８～０．６９ＭＰａ
・装填数：１００本
・使用可能ステープル：
 Ｊ型（肩幅４ｍｍ、脚長１６～２５ｍｍ）
・使用可能ネイル：
 Ｆ型（頭径１．９ｍｍ、脚長１５～３２ｍｍ）

<セット内容>
・六角棒レンチ（３ｍｍ・４ｍｍ）
・オイルポット
・Ｊ型ステープル（脚長２５ｍｍ）
・Ｆ型ネイル（脚長３２ｍｍ）

（税別）

注文
番号100075100075 エアグリースガン

AG-AGC-400PA

（税込価格）\６,４８０\\

・使用空気圧力：０．４０～０．６０ＭＰａ
・グリース容量：  手詰め…約６００ｍＬ
  　　　　　　　　 カートリッジ式…４００ｍＬ
・カプラプラグＲ１/４（本体取付済）

素早く・簡単にグリース
注入ができる！
●フレキシブルノズルが狭い隙間で威力を発揮

市販のポリ袋も取り付け可能

環境に合わせて運転音を抑えられる吸込力調整機能付
●約７ｍの電源コードで作業効率ＵＰ！
●大型キャスタ採用で、取り回しが簡単！

安心！      修理
サービス券付

吐出流量

50Hz：４２０L/min
６0Hz：４５０L/min

オイルレス

三相2００Ｖ

静　音

最高
使用圧力 ０．８MＰａ

タンク容量

78Ｌ

吐出流量

50Hz：１１５L/min
６0Hz：１２５L/min

ＡＣ１００Ｖ
最高

使用圧力 ０．８MＰａ

タンク容量

３０Ｌ

・吐出ホース長：２０ｍ
・吐出ホースサイズ：
　内径６．５×外径１０．７ｍｍ
・回転台回転範囲：３６０°

●コンプレッサから離れた
　 場所での作業に

●ワンタッチカプラ

　 ソケット接続で、

　 ホースの脱着（交換）

　 が簡単に

ＮＥＷＮＥＷ

・巻き取り可能なエアホース長
　内径６．５×外径１０ｍｍ（最長３０ｍ）
　内径８．５×外径１２．５ｍｍ（最長２０ｍ）
・回転台回転範囲：３６０°

・ソケット差込角：１２．７ｍｍ
・最大トルク：約２４０Ｎ・ｍ
・最高使用圧力：０．６ＭＰａ

<セット内容>
・カプラプラグＲ１/４
・インパクトレンチ用
  ソケット：１７・１９ｍｍ

・ソケット差込角：９．５ｍｍ
・最大トルク：約６６．２Ｎ・ｍ
・最高使用圧力：０．５８ＭＰａ

AG-AIM-240PA

<セット内容>
・９．５ｍｍ（３／８ＤＲ）ソケット：
８、１０、１２、１３、１４、１７、１９ｍｍ

・９．５ｍｍ（３／８ＤＲ）エクステンションバー：７５ｍｍ
・９．５ｍｍ（３／８ＤＲ）ユニバーサルジョイント
・６．３５ｍｍ（１／４ＤＲ）ドライバビット：－５．５ｍｍ、＋２、＋３
・９．５ｍｍ（３／８ＤＲ）ドライバビットホルダ
・カプラプラグＲ１／４　・シールテ　
・オイルポット　・ブローケース

ＮＥＷＮＥＷ

プラ

スチックタンク

15L
AG-VCC-15PC

ステ
ンレスタンク

30L
AG-VCS-30RP

プラ

スチックタンク

20L
AG-VCP-20RP

●１台で砂も水も吸えて、ブロワ機能で吹き飛ばしにも使える！●

<セット内容>
・スパイラルホース
・延長パイプ
・乾湿両用微粒子フィルタ
　＋メッシュフィルタ
・微粒子フィルタ用
  固定キャップ
・フロアノズル
・ウェット＆ドライノズル
・ブラシノズルセット
・キャスタ
・収納ポケット

吸込力調整ダイヤル
時間帯や環境に応じて運転音を調整できる。

パワーを必要とする作業現場など音を気にする店舗や事務所

運転音（騒音）
運転音（騒音）

弱

強

吸込力調整ダイヤル
時間帯や環境に応じて運転音を調整できる。

パワーを必要とする作業現場など音を気にする店舗や事務所

運転音（騒音）
運転音（騒音）

弱

強

<セット内容>
スパイラルホース／フロアノズル／延長パイプ／
ウェット＆ドライノズル／ブラシノズルセット／
乾湿両用微粒子フィルタ＋メッシュフィルタ／
微粒子フィルタ用固定キャップ／キャスタ

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ

（
税
別
）

（税込価格）

\１２,７４４ \\
（
税
別
）

ＮＥＷＮＥＷ

通常価格 

\５７８,０００（税別）のところ

通常価格 

\１６７,８００（税別）のところ

ＮＥＷＮＥＷ

３馬力オイルレス
エアコンプレッサ
AG-３０３９NF

プラスチックタンク
バキュームクリーナー
AG-VCC-15PC

＋＋

ネギの皮むき機パ～ッと名人
の動画をご覧頂けます！

このマークのある商品は、
修理・メンテナンスを１回分無償サービス！

安心！      修理
サービス券付

お買い上げ特典お買い上げ特典お買い上げ特典お買い上げ特典期間限定期間限定期間限定期間限定

5万円（税別）以上お買い上げ
の方にもれなくプレゼント!

良寛の里 手まりうどん
200g×20入 

ＱＲコードの読み取り方法

①ＱＲコード
読み取りア
プリを開く

②ＱＲコード
をカメラで
読み取る

③表示される
ＵＲＬを選ぶ

ピッ URL://www

農業向け道具・作業用品で農家支援！農業向け道具・作業用品で農家支援！

祭祭祭祭

アグリカルチャー営業渡辺です！

新商品・お得品満載の

春一番祭で本格的な

シーズンの準備を！　
● チラシ有効期間 ●

平成31年 2／1㊎ ▼ ３／３１㊐

※プレゼントはチラシ期間
　終了後の発送となります。

※写真はイメージです。

「つるつるもちもちの早やゆでうどん」
たっぷりと熟成に時間をかけて乾燥させ
たコシの強い多加水熟成麺です。

■販売店

ホームページアドレス　http://www.hokuetsu.jp

本 社
北海道営業所
青 森 営 業 所
秋 田 営 業 所
山 形 営 業 所
岩 手 営 業 所
宮 城 営 業 所
福 島 営 業 所
関 東 営 業 所
北陸甲信営業所
新 潟 営 業 所
東 海 事 務 所

／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／

新潟県燕市物流センター2-29
北海道三笠市岡山 1 7 8 - 1 8
青 森 県 青 森 市 浪 岡 字 山 本
秋 田 県 潟 上 市 昭 和 大 久 保
山形県東田川郡三川町横山
岩手県紫波郡紫波町上平沢
宮城県黒川郡大衡村尾西43-1
福島県郡山市喜久田町卸1-39-1
栃木県小山市横倉新田310-8
石川県金沢市森戸2丁目201番3
新潟県燕市物流センター2-29
岐阜県羽島市堀津町横手3-29

TEL（0256）63－9155㈹
TEL（01267）2－4884㈹
TEL（017）262－1551㈹
TEL（018）877－4371㈹
TEL（0235）66－4551㈹
TEL（019）673－6677㈹
TEL（022）345－4546㈹
TEL（024）959－5577㈹
TEL（0285）31－3440㈹
TEL（076）269－2612㈹
TEL（0256）63－9155㈹
TEL（058）398－7213㈹

FAX（0256）64－2088
FAX（01267）2－3858
FAX（017）262－1023
FAX（018）877－4372
FAX（0235）66－4552
FAX（019）673－6675
FAX（022）345－5507
FAX（024）959－5070
FAX（0285）31－3441
FAX（076）269－2613
FAX（0256）64－2088
FAX（058）398－7214

■代理店■発売元

本チラシはホームページでもご覧いただけ、プリントアウトして使用できます。※寸法・質量は概略です。　
※外観、仕様などは製品改良のため、予告
なしに変更することがありますのでご了承
ください。

※印刷物と実物では多少色味が異なる場合
があります。

№190115000PA



コンセント式乾電池式

ダ
ス
トリ

ムー
バがゴミを

除
去

吸い込み
AG-1L AG-４L AG-２０L

注文
番号 208013 AG-HC-80L

注文
番号 208012 AG-HC-60L

品　番

\3,024

\3,132

（税込価格）

\2,800

\2,900
注文
番号 208014 AG-HC-100L \3,456 \3,200

価格（税別）

（税別）

注文
番号102001 高圧洗浄機

注文
番号103970 丸のこ専用ワークテーブル 注文

番号103971 3WAYワークテーブル

（税別）（税込価格）\３,０２４\\

AG-HL-LED

・レンズ種類：アクリル
・倍率：１．２倍、１．８倍、
　　　　２．５倍、３．５倍
・電源：単４形乾電池×
　　　　３本（テスト用）

注文
番号105173 ＬＥＤヘッドルーペ

家具の組立に！
軽量コンパクト・簡単切替操作

注文
番号 ラク巻 快段目盛

AG-HPW-1400

こびりついた頑固な汚れを
高圧の水で楽々洗浄！
●ノズルやモードの切り替えで
　様々な洗浄が可能

・定格消費電力：１，４００Ｗ
・吐出圧力：７．５ＭＰａ
・吐出水量：４．５Ｌ／ｍｉｎ

部品などの組み立て、検査に
高寿命、省電力なＬＥＤを採用！
●作業に合わせて交換できる、
　 4種類の倍率レンズ付

小型で収納スペースを取らない！
吸い込み･吹き飛ばしができる!
●手の届きにくい高所や階段などに！
●隅などの掃除がしづらい場所の砂やホコリに！

AG-VCB-600PA

注文
番号

※各サイズ別 農機具万能洗浄剤 農匠

注文
番号 202029 AG-4L

注文
番号 202028 AG-1L

品　番

\2,700

\6,480

（税込価格）

\2,500

\6,000
注文
番号 202030 AG-20L \21,600

１L

4L

容　量

20L \20,000

価格（税別）

（税別）

お手持ちの電気丸のこを取り付けて
●小さい木材も安全に切断可能

お手持ちの電動工具を取り付けて
●１台３役、電気丸のこ、ジグソー、トリマが
　 卓上タイプにできます

カートの上に座ったままで簡単移動
●カートの中に収納できる

マルチやビニールの穴あけ作業に
●手を汚さないワンタッチ開閉式

●錆びにくいステンレス製

マルチやビニールの穴あけ作業に
●立ったまま楽に作業できるロングサイズ

●錆びにくいステンレス製

（税込価格）\５,１８４\\

・テーブルサイズ：
  Ｗ２９５×Ｄ３４５ｍｍ
・テーブル面高さ：２３５ｍｍ

AG-WT-CS

（税別）（税込価格）\１０５,８４０（税別）（税込価格）\２１,３８４ \\ \\\\

（税別）（税込価格）\５,３７８\\ （税別）（税込価格）\２,１６０\\

・定格消費電力：１，０５０Ｗ
・回転速度：５，０００ｍｉｎ-1

<セット内容>
・チップソー（本体取付済）
  外径１９０ｍｍ×穴径２０ｍｍ
  ×刃厚２．０ｍｍ×刃数７２Ｐ
・サイドバー（左右各１個）
・バイス
・バイス支柱
・集じん袋

・テーブルサイズ：Ｗ４４０×Ｄ３５０ｍｍ
・テーブル面高さ：２４０ｍｍ
・取付可能電動工具：丸のこ、ジグソー、トリマ
  ※取り付けには条件があります

大きな木材の切断作業を素早く、
簡単に切断できます
●チップソー傾斜調整範囲 ０～４５°

木材の平面削りに！
二枚刃方式でキレイな仕上がりです
●現場で使えるコンパクトサイズ

●セフティーロック機構で安全確保

注文
番号103967 スライド丸ノコ 注文

番号103968 自動カンナ

（税込価格）\１９,２２４\\（税別）

注文
番号102025 バキュームブロワ

（税込価格）

\８,４２４\\

（税別）（税込価格）\８,４２４\\

・定格消費電力：７００W
・回転速度：約４，５００min-１

・チップソー取付径：約２０ｍｍ

大きな板を短時間で何枚も
切断できます！
●チップソー０～４５°傾斜切断可能

●軽くてさびにくいアルミベース

●モータブレーキ付

注文
番号103013 木工用電気丸のこ

（税別）

注文
番号107483 家庭菜園鍬 ステンレス鍛造鋼付 大注文

番号107482 家庭菜園鍬 極 ステンレス鍛造鋼付 大

切れ味長持ちの鍛造鋼が付いた
家庭鍬サイズの平鍬
●錆に強いステンレス地に切れ味が
　 長持ちする鍛造鋼付けの刃

●砂土壌での耕作作業が
　 はかどる磨き仕上げ

注文
番号

※各アイテム別 ステンレスホールカッター

注文
番号

※各アイテム別 ミニドライバ

注文
番号

※各アイテム別 ステンレスロングホールカッター

お客様の声から生まれた
オリジナルの平鍬
●錆に強いステンレス地に切れ味が
　 長持ちする鍛造鋼付けの刃

●作業効率の良い幅広形状と
　 側面に土を寄せやすくする
　 耳折り加工付

農機具の汚れ、丸ごと強力洗浄！
●農機具に付着する頑固なシブの汚れに

●メンテナンス時の油・グリスを強力に脱脂洗浄
　できるクリーナーです

\\（税別）（税込価格）\６,２６４ （税込価格）\６,２６４ （税込価格）\６,２６４\\

（
税
別
）

（税込価格）\１０,５８４\\
（
税
別
）

（税込価格）\１１,６６４\\
（
税
別
）

（税込価格）\１３,８２４\\

（
税
別
）

（税込価格）\１５,９８４\\
（
税
別
）

（税込価格）\１２,７４４\\
（
税
別
）

（税込価格）\２８,９４４\\

（税別）\\

切れ味長持ちの鍛造鋼が付いた
団地鍬サイズの軽量平鍬
●錆に強いステンレス地に切れ味が
　 長持ちする鍛造鋼付けの刃

●砂土壌での耕作作業が
　 はかどる磨き仕上げ

注文
番号107484 家庭菜園鍬 ステンレス鍛造鋼付 角

注文
番号208015 らくらくカート

注文
番号209217 灯油式草焼バーナーPro

注文
番号209212

注文
番号209213

注文
番号209214

注文
番号209215

注文
番号209216

<セット内容>
・チップソー（本体取付済）
  外径１４７ｍｍ×穴径２０ｍｍ
  ×刃厚１．６ｍｍ×刃数４０Ｐ
・平行ガイド
・六角棒レンチ６ｍｍ

・目盛種類：片面ｃｍ目盛

ダストリムーバがテープに付いた
ゴミを除去し、巻き込みを防ぎます
●３倍速テープ巻き取り機構

●引き出した時の空転による
　 テープの出過ぎを防ぐ
　 ＨＢＳ機構

AG-WT-TJC

AG-SMS-190T

・定格消費電力：１，６００Ｗ
・回転速度：９，７００ｍｉｎ-1

・本体サイズ：
  Ｗ５８０×Ｈ４９０×Ｄ３６０ｍｍ
・質量：３５ｋｇ

AG-
PP-330

除草 殺虫 殺菌

・定格消費電力：６８０Ｗ

<セット内容>
・各種ノズル×３個・延長パイプ
・ブロワ用ホース・収納袋
・肩掛けベルト
・ダストカップ掃除用ブラシ

吹き飛ばし

トラクターに付いた
頑固な泥汚れにも

直噴
モード

洗浄前

洗浄後

田植機に付着した汚れ

ＮＥＷＮＥＷ

ＮＥＷＮＥＷ

ＮＥＷＮＥＷ

ＮＥＷＮＥＷ

（税別）（税込価格）\８４,２４０

・定格消費電力：５５０W
・回転速度：
  ５０Ｈｚ･･･３００～２，５００ｍｉｎ-1

  ６０Ｈｚ･･･３５０～３，０００ｍｉｎ-1

・穴あけ能力：
  鉄工･･･φ１６ｍｍ
  木工･･･φ２０ｍｍ
・テーブルサイズ：約２００×２００ｍｍ

軟金属や木材、プラスチックや
アクリル等の垂直穴あけ作業に！
●回転速度を無段階で調節可能

●回転速度が一目でわかる
　 デジタル表示

注文
番号103972 デジタルボール盤

AG-DP-550SDI

ＮＥＷＮＥＷ

ＮＥＷＮＥＷ ＮＥＷＮＥＷ

AG-AD-193 AG-AD-０２８ AG-AD-０２９

AG-MDD-CL AG-MDD-AC

注文
番号 103008 AG-MDD-AC

注文
番号 103007 AG-MDD-CL

品　番

\1,382

\2,462

（税込価格）

\1,280

\2,280

価格（税別）

注文
番号 105191 AG-GFM-50KD

注文
番号 105190 AG-GFM-30KD

品　番

\6,264

\8,424

（税込価格）

30m

50m

最大測定長

\5,800

\7,800

価格（税別）

・電源：単３乾電池
　　　　４本（別売）

・電源：ＡＣ１００Ｖ

※各アイテム別

AG-CS-147PA

ＮＥＷＮＥＷ

AG-DX
・耐荷重：８０ｋｇ
・本体サイズ：
  幅５１０×奥行３１０×高さ２８０ｍｍ

・全長：７３０ｍｍ

注文
番号 208010 AG-HC-80S

注文
番号 208009 AG-HC-60S

品　番 ホールサイズ

\1,620φ60mm

\1,728φ80mm

（税込価格）

\1,500

\1,600
注文
番号 208011 AG-HC-100S \1,944φ100mm \1,800

価格（税別） ホールサイズ

φ60mm

φ80mm

φ100mm

AG-HC-60S
AG-HC-８0S

AG-HC-１００S AG-HC-60L AG-HC-８0L AG-HC-１００L

灯油式 草焼バーナー
草焼きにはいろいろな効果があります

●雑草の焼却 ●乾燥作業 ●解凍作業 ●害虫退治 ●土壌の殺菌

・完全気化方式
・予熱材内蔵
・タンク一体型
・火口径×炎長さ：
  φ５０×３００ｍｍ
・全長：９３０ｍｍ
・重量：約２．０ｋｇ
・燃料容量：０．８５Ｌ
・連続使用可能時間：  ２５～３５分
・発熱量：１７，０００ｋｃａｌ／ｈ

・完全気化方式
・予熱材内蔵
・タンク一体型
・火口径×炎長さ：
  φ５０×３００ｍｍ
・全長：１，２８５ｍｍ
・重量：約２．４ｋｇ
・燃料容量：１．５Ｌ
・連続使用可能時間：  ５０～６０分
・発熱量：１７，０００ｋｃａｌ／ｈ

AG-KB-200
AG-KB-200L

・完全気化方式
・予熱材内蔵
・タンク一体型
・火口径×炎長さ：
  φ６０×４００ｍｍ
・全長：９６０ｍｍ
・重量：約２．１ｋｇ
・燃料容量：１．４Ｌ
・連続使用可能時間：
  ３５～４５分
・発熱量：３０，０００ｋｃａｌ／ｈ

・完全気化方式
・予熱材内蔵
・タンク一体型
・火口径×炎長さ：
  φ６０×４００ｍｍ
・全長：１，３２５ｍｍ
・重量：約２．７ｋｇ
・燃料容量：１．５Ｌ
・連続使用可能時間：
  ４０～５０分
・発熱量：３０，０００ｋｃａｌ／ｈ

・完全気化方式
・予熱材内蔵
・タンク一体型
・火口径×炎長さ：
  φ８０×６００ｍｍ
・全長：１，３３０ｍｍ
・重量：約３．０５ｋｇ
・燃料容量：２．０Ｌ
・連続使用可能時間：
  ２０～３０分
・発熱量：４７，０００ｋｃａｌ／ｈ

・完全気化方式
・予熱材内蔵
・タンク分離型
・火口径×炎長さ：
  φ８０×６００ｍｍ
・重量：約３．８ｋｇ
・全長：１，１７０ｍｍ
・燃料容量：３．２Ｌ
・連続使用可能時間：
  ２５～５０分
・発熱量：６１，０００ｋｃａｌ／ｈ

AG-KB-2１０

AG-KB-２１０Ｌ AG-KB-２２０

AG-KB-３００

ショート＆スリムな
スタンダードタイプ

細く長くしたボディにより取り回し
の良さと強火力の両立モデル

ロング＆スリムな
スタンダードタイプ

ＤＩＹからプロユースまで、
本格派草焼バーナー！

タンク分離型で長時間の
使用が可能なプロモデル！

取り回しの良いサイズで、
作業性抜群！

ＮＥＷＮＥＷ

・柄の長さ：１０５ｃｍ
・接合部：引き込み式

・柄の長さ：１０５ｃｍ
・接合部：引き込み式

・柄の長さ：１０５ｃｍ
・接合部：引き込み式

ＮＥＷＮＥＷ


