
FAW 110SBFAW 110FAW 105FAW 95 自吸機能付

らくらく洗浄!

ノズルやホースを本体
に収

納でき
る縦形タイプ

家まわりをパワフルに

HITACHI HIGH-PRESSURE WASHER  
FAW 95 / FAW 105 / FAW 110 / FAW 110SB

※バリアブルノズル取付時

ACCESSORIES

好評発売中

小形軽量で持ち運びやすい !
選べる3タイプ !

FAW 80SA形 FAW 80SB形

溜め水からも吸水できる
自吸機能付!

希望小売価格 (税別)¥21,200
FAW 85SA形 
希望小売価格 (税別)¥25,600 オープン価格

高圧
ホース 10m

質 量 4.5kg

最大
吐出圧力7.5

※自吸作業時には、別売の
ストレーナホースセットが必要です。

バリアブルノズル、ターボノズル、付 圧力調整バリアブルノズル、ターボノズル付圧力調整バリアブルノズル、ターボノズル付 バリアブルノズル、ターボノズル、洗浄ブラシ付

※

※

FAW 75SA形
希望小売価格 (税別)¥14,500

高圧
ホース 5 m

質 量 4.4kg

最大
吐出圧力7.0

バリアブルノズル付

※バリアブルノズル取付時

高圧
ホース 12m

質 量 4.5kg

最大
吐出圧力7.5MPaMPaMPa

※

高圧
ホース 10m

質 量 6.5kg

最大
吐出圧力8.0MPa

● 回転ブラシ

● アングルノズル

水圧により、中央のブラシ
が回転し、窓や広い面積
のブラシ洗浄を行います。

車の下や、雨どいなどの
手の届きにくい所の洗
浄に便利です。

● トリガガン

コードNo.334278
¥4,400
(JANコード 49-66375-589370)

● 高圧ホース

コードNo.334275
¥3,900
(JANコード 49-66375-893349)

コードNo.0033-1935
¥4,600 (JANコード 49-66375-834458)

コードNo.0033-1938
¥3,000 (JANコード 49-66375-834489)

● 延長高圧ホース(10m)

コードNo.0033-0114
¥8,800
(JANコード 49-66375-694311)

標準付属品

● パイプクリーニングキット(7.5m)
ホース先端から水を高圧噴射、
詰まったパイプの中を進み洗浄します。

コードNo.0033-1937
¥6,800 (JANコード 49-66375-834472)

● ストレーナホースセット (3m)

コードNo.0032-7049
¥5,800 (JANコード 49-66375-656494)

※自吸作業時に必要です。

FAW 110SBのみ対応

別売部品

(5m) FAW 95標準付属

FAW 105(S) / FAW 110(S)標準付属

● バリアブルノズル

コードNo.332077
¥2,800
(JANコード 49-66375-845867)

FAW 95 / FAW 105標準付属
● 水道ホース (3m)

● 洗剤ボトルノズル

コードNo.332076
¥380 (JANコード 49-66375-844938)

FAW 95 / FAW 105標準付属

※FAW 110 / FAW 110SBの洗剤
　ボトルは本体に収納されています。

● 洗浄ブラシ

コードNo.0033-1936
¥2,100
(JANコード 49-66375-834465)

FAW 95 / FAW 105(S) / FAW 110(S) 標準付属

● ターボノズル
コードNo.332116
¥4,800
(JANコード 49-66375-846147)

● バリアブルノズル(圧力調整付)

コードNo.332118
¥6,800
(JANコード 49-66375-846161)

FAW 110 / FAW 110SB標準付属
● ワンタッチジョイント（青）

コードNo.332080
¥340
(JANコード 49-66375-844945)

● ワンタッチジョイント（黒）（ストレーナホース用）

コードNo.335666
¥240
(JANコード 45-49115-032316)

FAW 110SB標準付属

● ホースバンド

● ノズルクリーナピン

コードNo.332104
¥80
(JANコード 49-66375-846055)

コードNo.334276
¥6,500
(JANコード 49-66375-893356)

(10m) FAW 105 / FAW 110 / FAW 110SB標準付属

親切と真心サービスの

13-03 SD-1339  Printed in Japan TM-ZM（M）

国内営業本部
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）
東京（03）5783-0626（代表）〒108-6020
支　　店
北海道（011）896-1740 ・ 北　陸（076）263-4311 ・ 中　国（082）504-8282
東　北（022）288-8676 ・ 中　部（052）533-0231 ・ 四　国（087）863-6761
関　東（03）5783-0608 ・ 関　西（0798）37-2665 ・ 九　州（092）621-5772

（携帯電話からはご利用になれません。）
携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS
および一部IP電話からはご利用になれません。※通話料は有料

0120-20-8822
●フリーダイヤル

0570-20-0511
●ナビダイヤル

［電動工具ホームページ］
http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

お客様相談センター（土・日・祝日を除く9：00～17：00）

FAW 95形 / FAW 105形 / FAW 110形 
FAW 110SB形

日立家庭用高圧洗浄機
水道接続式
自吸機能付


