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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。

〒143-0006 東京都大田区平和島五丁目3番2号（株式会社日立物流 京浜物流センター3階）
1973年4月創刊（旧称：コーキトピックス）

販促管理部

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

＊2

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）
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黒鯱＋Bluetooth®機能付電池
標準付属※(新仕様)で軽快切断！

※  黒鯱とBluetooth®機能付電池（BSL 36A18B）両方が標準付属なのは、（K）（XPS）仕様のみです。

コードレス卓上スライド丸のこ

C 3607DRA
（税別）

希望小売価格

¥123,000チップソー（黒鯱）付、蓄電池・充電器別売

C 3607DRA
（税別）

希望小売価格

¥157,500マルチボルト蓄電池（BSL 36A18B）・急速充電器（UC 18YDL2）・チップソー（黒鯱）付

KC 3606DRA
（税別）

希望小売価格

¥93,000チップソー（黒鯱）付、蓄電池・充電器別売

KC 3606DRA
（税別）

希望小売価格

¥127,500マルチボルト蓄電池（BSL 36A18B）・急速充電器（UC 18YDL2）・チップソー（黒鯱）付

KC 3606DRB
（税別）

希望小売価格

¥110,000チップソー（黒鯱）付、蓄電池・充電器別売
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XPSC 3606DRB
（税別）

希望小売価格

¥144,500マルチボルト蓄電池（BSL 36A18B）・急速充電器（UC 18YDL2）・チップソー（黒鯱）付

＊2
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コードレスの取り回しやすさ
× エア工具の使用感

※ 2022年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（コードレスフロア用タッカ）

コードレスフロア用タッカ

N 3604DM
（税別）

希望小売価格

¥61,800ケース付、蓄電池・充電器別売

N 3604DM
（税別）

希望小売価格

¥89,000マルチボルト蓄電池（BSL 36A18）・急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付

▶ 取り回し抜群&現場をキレイに
▶ 2Fでの作業やマンション内装、リフォームに最適
▶ 38mm長さまで対応するパワフルな打込み力
▶ 巾木で隠れる隅打ち５mmが可能で壁際の施工もラクラク
▶ 防振ハンドル構造で柔らかな打ち心地

軽く、バランスが良くて振りやすい！ 

コードレス刈払機 ▶ 従来製品（CG 36DB）よりも約500g軽く、 軽快な作業を実現
▶ モーターを後方に配置し、 重心バランスがよく、エンジン刈払機に
 　近い操作感

黒鯱 標準付属(新仕様)で軽快切断！

卓上スライド丸のこ

C 7RSHD
（税別）

希望小売価格

¥123,000チップソー（黒鯱）付

C 6RSHD
（税別）

希望小売価格

¥110,000チップソー（黒鯱）付
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クラストップ※1の「低騒音」「低振動」
「吐出し空気量※2」

釘打機用エアコンプレッサ

EC 1245H3
（税別）

希望小売価格

¥168,000一般圧専用

EC 1245H3
（税別）

希望小売価格

¥170,000高圧専用

CTNEC 1245H3
（税別）

希望小売価格

¥168,000高圧/一般圧

▶ クラストップ※1の低騒音59dB（オートモード時）、低振動（振動約70％減）※2、
　 吐出し空気量約20％UP※2
▶ 新吸気構造採用でフィルタを簡単にメンテナンス可能

XP

さらなる耐久性向上へ
使いやすさそのまま

※ 2021年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（5kgクラスハンマ）

ハンマ

KC 36DA
（税別）

希望小売価格

¥53,000セット内容：コードレスクリーナR 36DA（XP）、コードレスブロワRB 36DB（NNB）、収納バッグ
H 41SA4

（税別）

希望小売価格

¥50,000本体のみ、サイドハンドル・ケース別売、スイッチストッパなし

H 41SA4
（税別）

希望小売価格

¥56,100サイドハンドル・ケース付、スイッチストッパあり

▶ 耐久性向上
▶ 軽量コンパクトボディ
▶ トップクラス※のハツリ性能 このセットひとつで

お掃除が快適に！

コードレス
お掃除コンボセット
マルチボルト（36V）

新製品のご紹介　2021年12月以降発売
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大光量で快適な明るさ

コードレスワークライト

UB 18DD
（税別）

希望小売価格

¥27,000ACコード付、蓄電池・充電器別売

UB 18DC
（税別）

希望小売価格

¥17,000蓄電池・充電器別売

NN 近日発売

近日発売

UB 18DB
（税別）

希望小売価格

¥12,500蓄電池・充電器別売

NN

JC

CG 18DA(L)
（税別）

希望小売価格

¥27,700蓄電池・充電器別売

CG 18DA(L)
（税別）

希望小売価格

¥41,700リチウムイオン電池（BSL 1850C）・急速充電器（UC 18YSL3）付

NN

JC

CG 18DA
（税別）

希望小売価格

¥27,700蓄電池・充電器別売

CG 18DA
（税別）

希望小売価格

¥41,700リチウムイオン電池（BSL 1850C）・急速充電器（UC 18YSL3）付

▶ 明るさを調節できる用途に合わせた３タイプ

＊ 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。

マルチボルト（36V）
＊

CG 18DA(L)

ループ
ハンドル

最大
10,000lm

最大
4,000lm

最大
2,000lm

CG 18DA

両手
ハンドル

●ヒロミCCO就任
●トレーニングセンタ新設
●NEW PRODUCTS
　 （新製品のご紹介～2021年12月以降発売）

六角軸
17mm

UB 18DB UB 18DC UB 18DD

XP

18V

18V

＊1 保証期間中に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。詳しくは製品に同梱の保証書をご確認ください。
＊2 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。

※1 2021年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（高圧エアコンプレッサ 空気タンク容量7～
   8Lクラス）　 ※2 パワーモード時、当社従来製品EC 1245H3との比較　

C 3606DRB（K）C 3606DRA（K）

C 6RSHD（K） C 7RSHD（K）

C 3607DRA（K）

EC 1245H3（CTN） EC 1245H3（CS） EC 1245H3（CN）

高圧専用 一般圧専用高圧 一般圧

（六角シャンクタイプ）

         （六角シャンクタイプ）

2021年11月
ヒロミCCO就任

Chief Communication Officer

業界初
※

コードレス
フロア用タッカ



タレントのヒロミさんをCCOに起用！
『選ぶなら、HiKOKI』をキーメッセージにした
コミュニケーション活動を推進しています。
より多くのお客様に「HiKOKI」を知っていただくため、2021年11月
より、タレントのヒロミさんをCCO（Chief Communication 
Officer）に起用したコミュニケーション活動を推進中です。ヒロミ
さんは、工務店のご家庭に生まれ、幼少の頃より工具に慣れ
親しんでおり、ご自身も大工仕事に精通しています。さらにエン
ターテインメントのプロとして長く芸能界の第一線でご活躍
されており、プロの職人からDIYerまで幅広い層の方から高い
人気を誇ります。こうした点から、HiKOKIのコミュニケーション

ヒロミCCOスペシャルインタビュー動画
https://youtu.be/pG6he8BhzaM

ブランドサイト
https://hikoki1.jp

活動を統括する立場に適任と考え、今回CCOに就任していた
だきました。ヒロミさんとともに日本におけるHiKOKIのコミュ
ニケーション活動を強化し、さらなる認知度拡大やブランド力の
浸透を推進してまいります。すでに多くの販売店様で、ヒロミ
さんのパネルやPOP、ポスターなどを展示・ご活用いただき
まして大変感謝しております。これら販促物に対する反響も
大きく、うれしく感じている次第です。今後も継続していく予定
ですので、引き続きご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

工機ホールディングスジャパンは、2022年1月、東京都大田区平和島に
トレーニングセンタを新設しました。製品の特長をわかりやすく伝える
トレーニングや試作機に対するお客様へのヒアリング、使用事例・販売事例
の共有、実演など、さまざまなコンテンツをご提供していく予定です。

主な提供コンテンツ（予定含む）
販売店様に製品の魅力をわかりやすく伝えるため
セールスエンジニアのスキル向上/
ショールームとして製品の魅力を発信

商　談

他社製品との差異を伝達/
実際の製品を試用できる環境を用意販売準備

使用事例・販売事例を共有/
販売に役立つトークスクリプトを用意

販　売

製品の構造・分解・組立て研修アフターサービス

工具が苦手な方でもわかりやすい初級者向け研修その他全般

トレーニングセンタの主な役割

試作機に対する
お客様へのヒアリング

製品理解、わかりやすく伝える
スキルの育成

既存製品に対する
お客様のフィードバック獲得

〒143-0006
東京都大田区平和島五丁目3番2号
（㈱日立物流 京浜物流センター 3階）

お客様にHiKOKIブランドを選んでいただくためには、製品の
魅力を知ってもらうことが何よりも重要だと考えます。これまで
にも販売店様から「自信を持ってお客様におすすめするために、
製品のメリット・デメリットをしっかり伝えて欲しい」「他社製品と
比較をしたい」「セールストークを教えて欲しい」という声があり
ました。こうしたご要望にお応えし、平和島にトレーニングセンタ
を新設。販売事例やセールストークの共有、他社製品との比較
体験などを通して、販売店様の売上につながる施策を実施
します。また、販売店様の新入社員や女性社員など、これまで
電動工具に馴染みがなかった方にも理解していただけるような
研修、簡単な故障診断ができるようになる研修など、多様な
研修ニーズにも対応。さらにショールーム的な役割を持たせ、
これまで展示会でしか電動工具を触る機会がなかったという
販売店様も、実際の製品と部材を使って試用が行えます。

販売店様の販促活動を支援

当社のセールスエンジニアに製品の知識や魅力をわかりやすく
伝えるトレーニングを実施。販売店様への支援や開発力の向上
のみならず、全体のスキル強化に努めます。

セールスエンジニアの
スキルを強化

製品自体をより良いものとするために、お客様のフィードバック
を設計・開発に反映できる環境を構築。定期的なフィードバック
を得るとともに、製品開発、改良へとつなげていきます。また、
開発部門のサテライトオフィスとしても利用し、開発段階の試作機
をお客様に試していただき、使い勝手についてのヒアリングを
実施予定です。実際に利用されたお客様一人ひとりの声を
しっかりと吸い上げ、製品開発へと活かしていきます。

お客様の声を製品開発に反映

この度、１月１１日付にて修理の品質標準化や修理
スピードの均質化を図るため、関西地方の工機電動
工具センター（KDC）を弊社の関西リペアセンタ
に集約いたしました。今後ともカスタマーサービス
の向上に尽力いたしますので、より一層のご愛顧
のほどよろしくお願い申し上げます。

〒577-0066
大阪府東大阪市高井田本通3-7-1
電話番号 ：06-7175-1669
FAX番号 ：050-3852-0167

大阪府東大阪市に関西リペアセンタを開設。

工機ホールディングスジャパンは、これからもより良い製品開発とサービス向上に努め、
販売店様やお客様の信頼にお応えしてまいります。

製品の体験・理解促進、販売事例の共有のため、
都内にトレーニングセンタを新設。

トレーニングセンタ メンバー

テクニカルインストラクタ
打越 武尊
HiKOKI製品の魅力をお客様にわかりやすく伝える
ために、実際に製品を使用体験できるエリアをご
用意しております。私たちも皆様からのお声をもと
にカスタマーサービスの向上に努めてまいります。

チーフセールスインストラクタ
山口 隆司
営業・修理・デザインなどの部門より集結。多様な
６名で構成されたチームです。一つひとつの製品
に、さまざまな個性とアプローチで、販売のバック
アップを担ってまいります。

企画
植田 修
皆様と一緒になり日頃の「なぜ？」が「スッキリ！」に
なるお手伝いができればと思います。多くの皆様
のご来場をお待ちしています。

企画
石田 英樹
電動工具の基礎知識から「HiKOKI製品を使え
ば、こんないいことがある！」といったことまで、
さまざまなコンテンツをご用意し、ご紹介して
いきたいと思います。

チーフテクニカルインストラクタ
松永 敦
電動工具は便利な道具です。基本的で安全な
使用法や動作の仕組みなどを知り、実際に手に
取って扱うことが実感のある説明につながるもの
と考えています。これからも皆様とともに学んで
考えて、私自身もさらに進化してまいります。

トレーニングセンタ長
高橋 勉
トレーニングセンタでは、「カスタマーサービスの
向上」を第一に、皆様に寄り添ったコンテンツを
提供してまいります。技術習得・販売促進などの
研修に関し、お気軽にご相談ください。
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