新 方 式 ！
お手持ちのインパクトドライバーが

ケーブル切断工具に！

即、

動画もご覧ください

お手軽

コンパクト

インパクトドライバー用

電気配線専用カッターアタッチメント

品番

MC-CA100

断

軽量 (1.01kg）
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でも

電気配線専用カッターアタッチメント

インパクトドライバー用

品番

インパクトドライバーに取り付け、
簡単に切断作業が行えます！

MC-CA100

寸法・各部名称
236
本体

可動刃 固定刃

シャンクを充電ドライバーチャック部の
奥まで差し込み、

フック

アームグリップ

130

171

六角シャンク(6.35ｍｍ)

重量：1.01kg

固定ねじ

連結アーム

278

合体!

仕

様

●六角軸シャンク径：6.35mm
●適合充電ドライバ―：
【推奨】18V充電式インパクトドライバー※14.4Vも使えます。
(ご注意) ・100V工具、振動ドリルには使用できません。

刃交換の目安
●CV100ｍｍ2の場合、約700回

付属品

アームグリップを回転、連結アームのフックを
充電ドライバーのグリップに引っ掛け、ガッチリ固定

●六角レンチ(2ｍｍ)(3ｍｍ)×各1

■本体

太いケーブルでも
スパッ！と切断

品

番

適

用

入

数

標準価格

●18V充電式インパクトドライバー
※14.4Vも使えます。

切り
口

MC-CA100

キリ！
スッ

●CV100ｍｍ2までの単心ケーブル
●ⅠV100ｍｍ2までの単心ケーブル
※Ｆケーブルも切断可能です。
※光ケーブルは切断できません。

■替刃(固定刃・可動刃×各1枚入)
品

番

MC-CAH

入

数

1組

1

固定刃

57,000

可動刃

標準価格
14,900

JIS認証取得

※このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記が
あるものについては、その単位での価格となります。
※このカタログは、H29年12月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれて
おりません。ご購入の際には、消費税が付加されます。(このカタログからの無断転載はかたくお断りします｡)

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。 チ̲MC-CA100(1-28000)

本 社：岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201
支 店：仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232
東 京：TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814
福 岡：TEL (092) 937-2216(代) FAX (092) 937-2223

TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234
名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (052) 957-2764
中四国：TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023
住設部：TEL (0584) 68-0028(代) FAX (0584) 69-5602

営業所：札 幌：TEL (011) 663-3233(代) FAX (011) 663-3288
盛 岡：TEL (019) 637-7097(代) FAX (019) 637-7099
郡 山：TEL (024) 991-8898(代) FAX (024) 991-8897
松 本：TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0263) 97-3142
水 戸：TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0295) 53-0087
東 京：TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870
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高 松：TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023
広 島：TEL (082) 829-0985(代) FAX (082) 829-0680
大 分：TEL (097) 586-5545(代) FAX (097) 586-5546
熊 本：TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0968) 38-2963
沖 縄：TEL (098) 860-7919(代) FAX (098) 860-7929

旭 川：TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0166) 26-6673
仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232
新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234
北 陸：TEL (076) 292-3611(代) FAX (076) 292-2151
さいたま：TEL (048) 652-9221(代) FAX (048) 666-9344
千 葉：TEL (043) 227-1605(代) FAX (043) 227-3358
静 岡：TEL (054) 236-1505(代) FAX (054) 236-1506
大 垣：TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 69-3900
神 戸：TEL (078) 574-0468(代) FAX (078) 574-0556
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長 崎：TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0957) 43-6730
鹿児島：TEL (099) 250-6311(代) FAX (099) 284-1326

工 場：札 幌、山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2

