
右記の二次元バーコードをスマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取るとWEBカタログにアクセスできます。

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟）
Tel: 03-6738-0856 1973年4月創刊（旧称：コーキトピックス）

事業企画部

https://www.hikoki-powertools.jp/catalog/powertools/https://www.hikoki-powertools.jp
HiKOKI ホームページ

＊

HiKOKI イベント情報 LINE@ × @hikoki
当社WEBサイトにてご販売店様での展示会や実演会と
いったイベント情報を公開しております。
http://event-org.hikoki-powertools.jp/

マルチボルト（36V）

2XP

NN

抜群の取り回しやすさとスピードで
軽快に穴あけ！

※ 2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（36Vコードレスロータリハンマドリル）

コードレスロータリハンマドリル

DH 36DPE
（税別）

希望小売価格

¥49,000蓄電池・充電器・ケース別売

DH 36DPE
（税別）

希望小売価格

¥93,800マルチボルト蓄電池（BSL 36A18）・急速充電器（UC 18YDL2）・ケース付

＊

18V

18V

14.4V

▶ 軽くてスリムなガンハンドル
▶ クラス最速※ 穴あけスピード
▶ 低振動で疲れにくい
▶ リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載
▶ サイクロン方式集じんシステム（別売）取り付け可能
▶ 回転数2段切替搭載　▶ オートストップ機能搭載

WMG

NMG

WM

NM

現場にレジャーに美味しい時間を。
業界初※！  ２部屋モードで冷蔵と冷凍が
同時にできる！

※ 2021年5月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（コードレス冷温庫）

コードレス冷温庫

UL 18DB
（税別）

希望小売価格

¥69,800蓄電池別売

UL 18DB
（税別）

希望小売価格

¥87,800マルチボルト蓄電池（BSL 36B18）付

UL 18DB
（税別）

希望小売価格

¥69,800蓄電池別売

UL 18DB
（税別）

希望小売価格

¥87,800マルチボルト蓄電池（BSL 36B18）付

＊

▶ ２部屋を個別に温度設定
▶ 17段階温度設定（-18～60°C）
▶ 大容量25L
▶ 大容量電池BSL 36B18を標準付属 （（WM）（WMG）仕様に1個標準付属）
▶ 大形キャスターとハンドルで移動もラクラク
▶ 3電源使用可能 　▶ 充電機能付

2XPS

NN

作業すばやく、パワフルに。

※ :2021年5月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（コードレスインパクトレンチ）

コードレスインパクトレンチ

WR 36DD
（税別）

希望小売価格

¥40,400蓄電池・充電器・ケース別売

WR 36DD
（税別）

希望小売価格

¥89,800マルチボルト蓄電池（BSL 36A18B）・急速充電器（UC 18YDL2）・ケース付

▶ クラス最速※の締め/緩めスピードで作業時間を短縮
▶ 強力トルク630N・mでパワフル
▶ 軽量コンパクトボディで取り回しがラク
▶ オートストップ機能で締め過ぎ防止
▶ スマホでカスタマイズ

マルチボルト（36V）

XPS

NN

クリーン&軽快
トップクラス※1の集じん効率と高速切断

※1 2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（のこ刃外径125mmコードレス集じん丸のこ）
※2 数値は参考値です。材料や条件により異なります。

コードレス集じん丸のこ

C 3605DYB
（税別）

希望小売価格

¥37,200蓄電池・充電器・ケース別売

C 3605DYB
（税別）

希望小売価格

¥72,900マルチボルト蓄電池（BSL 36A18B）・急速充電器（UC 18YDL2）・システムケース（No.4）付

＊

▶ 高速回転7,000min-1で切断スピードが速い
▶ コードレス集じん機RP 3608DB（別売）と無線連動でき、
    コードの無い快適な作業環境を実現
▶ 集じん機に接続しなくても約80%※2の集じんが可能（ダストボックス使用時）
▶ ワンタッチで簡単着脱。コレクトカバー（別売）に交換可能

マルチボルト（36V）

XP

NN

サクッと一発切断！
切りたい材料に刃が届く！

コードレスチップソー切断機

CD 3605DFA
（税別）

希望小売価格

¥50,700蓄電池・充電器別売

CD 3605DFA
（税別）

希望小売価格

¥77,000マルチボルト蓄電池（BSL 36A18）・急速充電器（UC 18YDL2）付

＊

マルチボルト（36V）
＊

▶ 高効率集じんを可能にするダストボックス装備
▶ ベース部のボルトをはずすと、ハンディタイプ（CD 3605DB形）としても使用可能
▶ バイス固定でパイプやアングルなどの様々な材料がキレイに切れる
▶ サイレントモード搭載で、低騒音化とモーター効率アップを両立
▶ キックバック軽減システム搭載

NN

上向きの天井開口を
ラクに、快適に

※ 2021年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（36Vコードレスブロワ）

コードレスボードカッタ

RB 36DB
（税別）

希望小売価格

¥13,000蓄電池・充電器別売

XP

NNCK 18DA
（税別）

希望小売価格

¥29,800蓄電池・充電器・ケース別売

CK 18DA
（税別）

希望小売価格

¥64,300マルチボルト蓄電池（BSL 36A18）・急速充電器（UC 18YDL2）・システムケース（No.3）付

▶ 集じん率70%以上のダストボックス装備
▶ 開口材を挟んで仮保持できる
▶ ダストキャップ付で移動時の粉落ちを抑制
▶ フック標準付属で作業中に一時的に置ける

究極の使いやすさ

コードレスブロワ

▶ クラス最小・最軽量※

▶ クラスNo.1※の低騒音・低振動
▶ モーターの出っ張りがないスリム形状
▶ 風量3段階切替可能
▶ 電動工具の掃除やアンカー施工時の
    掃除に最適

マルチボルト（36V）

＊ お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内（BSL 3660は1,000回以内）の電池を保証します。（ただし、いずれか先に到達するまでの期間）取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証
    いたします。詳しくは保証書をご確認ください。2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18、BSL 36A18B、BSL 36B18Bのみ対象です。

新製品のご紹介　2021年2月以降発売

NN

WP

誰でもラクに刈れる

※ 2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）
   （230mmチップソー搭載品/36Vコードレス刈払機） 

コードレス刈払機

CG 36DB(L)
（税別）

希望小売価格

¥41,600蓄電池・充電器別売

CG 36DB(L)
（税別）

希望小売価格

¥63,800マルチボルト蓄電池（BSL 36B18）・急速充電器（UC 18YDL2）付

NN

WP

CG 36DB
（税別）

希望小売価格

¥41,600蓄電池・充電器別売

CG 36DB

CG 36DB（L）

ループ
ハンドル

（アグレッシブグリーン） （フォレストグリーン）

（アグレッシブグリーン）

（アグレッシブグリーン）

  （フォレストグリーン）

  （フォレストグリーン）

（税別）

希望小売価格

¥63,800マルチボルト蓄電池（BSL 36B18）・急速充電器（UC 18YDL2）付

▶ モーター後方配置構造で振りやすく、刈りやすい
▶ 取り回しやすいトップクラス※の軽さ
   （CG 36DB：4.1kg、CG 36DB（L）：3.9kg）
▶ 作業に合わせて選べる回転数3段階切替
▶ 狭い場所や傾斜面での作業に便利なループハンドル
   （CG 36DB（L）のみ）

マルチボルト（36V）
＊

＊ お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内（BSL 3660は1,000回以内）の電池を保証します。（ただし、いずれか先に到達するまでの期間）取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載
    内容に基づき保証いたします。詳しくは保証書をご確認ください。2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18、BSL 36A18B、BSL 36B18Bのみ対象です。

SDSプラス

（ソケット別売）

（ソケット別売）

（ソケット別売）

（ビット別売）

（のこ刃別売）

（蓄電池別売）

（のこ刃別売）

（ビット別売）

CG 36DB

両手
ハンドル

● 新会社のご紹介
● NEW PRODUCTS
  （新製品のご紹介－2021年2月以降発売）
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皆様とともに市場を上回る成長を目指して

工機ホールディングスジャパンは「Customer Is Our Boss（お客様
こそが我々のボスである）」を念頭にエリア戦略の立案・実行、人財
育成、アフターサービスの強化とともに、主力製品のMVシリーズを
軸に他社からシェアを奪うべく、ユーザー様との直接コミュニケーショ
ンを重視した営業活動（デモカー・展示会等）を行ってまいります。

副社長執行役員  営業統括本部長  磯部 大輔

毎日の活動の中で必須となるサービス、物流のオペレーションの
質を高め、均質化することが、まさに弊社が実行しようとしている

「Customer Is Our Boss（お客様こそが我々のボスである）」の
実現に繋がると信じております。工機ホールディングスジャパンの
バックオフィスの統括として、必ずや高品質のオペレーションの実現
の達成を図ってまいります。

常務執行役員  事業推進本部長  小山  陽平

日本事業の強化と飛躍的な成長を目的に、工機ホールディングス日本事業統括本部と工機販売株式会社を
統合し、新たに日本事業を統括する事業会社として、工機ホールディングスジャパン株式会社を2021年4月
1日に設立しました。 これは世界各地域に戦略的ビジネスユニット（SBU）を配置し、各地域においてお客様
の声に迅速に対応するという工機ホールディングスの方向性に沿ったものです。 
工機ホールディングスジャパンは、「Customer Is Our Boss（お客様こそが我々のボスである）」を念頭に、
日本国内の事業戦略立案から販売・サービスまでを一貫して行うと同時に、販促企画やマーケティングを独自
に行うことで、今まで以上に国内市場に即した活動を迅速に行ってまいります。また、お客様の声に積極的に
耳を傾け、中長期のプロモーションや製品開発計画へ反映いたします。
工機ホールディングスジャパンは、これからの販売パートナーである代理店様とともに、お客様視点に立った
より良い製品の開発とサービスの向上に努め、販売店様およびお客様への信頼に応えてまいります。

製品の良さは触っていただければ、すぐ
にわかっていただけます。弊社では、デモ
カーで実際に現場に出向いてHiKOKI製
品を触っていただく機会（タッチ＆トライ）
を設けております。
実際に触っていただくことで製品の良さ
を理解していただけ、また、その際、ご意
見・ご要望があれば持ち帰り、今後の製
品開発の参考にさせていただくことがで
きます。この活動は今後も積極的に行って
まいります。

● 商号 ：工機ホールディングスジャパン株式会社 
● 本店所在地 ：東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティ A棟18階）
● 設立 ：2021年（令和3年）4月1日 
● 代表者 ：代表取締役　社長執行役員　吉田 智彦
● 資本金 ：4億5,000万円（2021年4月1日現在）
● 従業員数 ：662名（2021年4月1日現在） 
● 事業内容 ：HiKOKI 製品の商品企画・マーケティング・販売・アフターサービス

 及び工機ホールディングス製品に関する日本における業務全般

工機ホールディングスジャパンの代表取締役  社長執行役員を務め
させていただく吉田智彦と申します。今回、日本国内の事業戦略立
案から販売・サービスまでを一貫して行う、日本事業を統括する新会
社を設立いたしました。その背景としましては、いち早く市場の声を
聞き、国内市場の要望に対して、よりスピーディーに対応する体制に
するためです。販売からサービスまでを一貫して行い、日本事業の
飛躍的成長を目指してまいります。

製品開発の観点からも、現場の生の声を聞くことができ、これまで以
上にお客様の求める製品を開発できると考えております。日本では
昨年、50~60機種の新製品をリリースしており、今後もより多くの
新製品を発売していく所存です。また、当社の製品は、手に取って、
使ってもらって、初めてその良さが分かると考えております。代理
店や販売店の方々と協力し、展示会などを積極的に活用して、直接
手に取ってもらえる機会を設けてまいります。

2020年度の日本事業は好調でした。今後も日本市場は安定的に
伸びていく市場だと考えています。建築着工件数は減少傾向にあり
ますが、リフォームなどの件数は増える可能性が高く、一定の需要が
期待できます。さらに職人さん不足によって、今後は作業者一人当
たりの工具使用本数が増えていくとみています。これらの状況を踏
まえ、「Customer Is Our Boss（お客様こそが我々のボスである）」
というポリシーのもと、様々な取り組みを実施予定です。そして、
代理店、販売店の方々とともに市場を上回る成長を目指してまいり
ます。今後も、何とぞよろしくお願い申し上げます。

新会社工機ホールディングスジャパンの立ち上げにあたり、全社員
の思いを結集しネバーギブアップ！の精神で立ち向かっていきます。
コロナ禍で思うような活動の出来ない中で、各拠点・ルート毎に様々
な工夫を凝らし、MV 製品を中心とした拡販を展開しております。
今後は、対面販売の強化を更に加速させ、プロルートにおけるMV製品
の確立を徹底していきたいと思います。

執行役員  東日本ブロック長  倉数 洋一郎

MV製品の拡販が我々の使命であり、それこそが「シェア奪還＝国盗
り成功」へのカギと考えます。そのためにはMV製品を本気で惚れ
込み、「特長＝お客様へのメリット」が何であるかを明確に伝え拡販
することが必要です。同時に多種に渡る製品を揃え持つ強みも打ち
出し、あらゆるシーンで活躍する製品として1人でも多くのお客様を
増やし、トップラインを引き上げ業績拡大へと繋げてまいります。

執行役員  営業戦略推進部長  三田 和良

Message
ごあいさつ

お客様の良き相棒となれるよう
取組んでまいります

▶デモカー出動中！

“One Team”として
取組んでまいります

売上・シェアの拡大へ向け、「Customer Is Our Boss（お客様こそ
が我々のボスである）」を念頭に、市場の情報を素早くキャッチし、
エリア戦略の立案・実行、人財育成、アフターサービスの強化を行い
ます。また、デモカーの活用や対面営業によるTouch & Tryにて、
主にMV製品の拡販を、“One Team”として取組んでまいります。

執行役員  西日本ブロック長  山本 剛

我々は代理店様、販売店様と共にHiKOKI製品をお客様へ届けてまい
ります。お客様にとって電動工具は良き相棒です。その相棒に是非弊
社のMVシリーズを選んでいただき、毎日心地よく安心してご使用
いただければこんなに嬉しい事はありません。工機ホールディングス
ジャパンがお客様の良き相棒となれるよう取組んでまいります。

執行役員  東京・中日本ブロック長  林田 龍昇
代表取締役  社長執行役員 吉田 智彦

ユーザー様との
直接コミュニケーションを重視

サービス、物流の
オペレーションの質を高め、
均質化することが大事

全社員の思いを結集し、
ネバーギブアップ！の
精神で立ち向かう

MV製品の拡販が
「シェア奪還＝国盗り成功」へのカギ

新会社のご紹介

会社概要
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