
1
4
.4
V TD137DRMX

バッテリ×2本・充電器・ケース付

4.0Ah ： BL1440

TD137DRFX
バッテリ×2本・充電器・ケース付

3.0Ah ： BL1430

TD137DZ
バッテリ・充電器・ケース別売

本体のみ

1
8
V

TD148DRMX
バッテリ×2本・充電器・ケース付

4.0Ah ： BL1840

TD148DRTX
バッテリ×2本・充電器・ケース付

5.0Ah ： BL1850

TD148DRFX
バッテリ×2本・充電器・ケース付

3.0Ah ： BL1830

TD148DZ
バッテリ・充電器・ケース別売

本体のみ

最大締付け
トルク（N・m）

締付け能力（mm）
標準付属品モデルNo. 全 長

（mm）小ネジ 普通ボルト コーススレッド 高力ボルト
質量（kg）
（バッテリ含む）

119

回転数
(min-1)［回転/分］

打撃
モード

打撃数
(min-1)［回/分］

○ビット2-65
フック
＋

M4～M8 M5～M16 22～125 M5～M14175TD148D

0～3,8000～3,600強
0～2,6000～2,100中
0～1,1000～1,100弱
0～2,6000～3,600テクス用

＜DRTX＞
約460本
＜DRMX＞
約370本
＜DRFX＞
約250本

＜DRTX＞
約800本
＜DRMX＞
約640本
＜DRFX＞
約430本

＜DRTX＞
約4,400本
＜DRMX＞
約3,530本
＜DRFX＞
約2,380本

M4～M8 M5～M16 22～125 M5～M14170TD137D （  　　　　）
1.3
BL1430
装着時

（  　　　　）
1.4
BL1830
装着時

0～3,6000～3,400強
0～2,6000～2,100中
0～1,1000～1,100弱
0～2,6000～3,400テクス用

＜DRMX＞
約290本
＜DRFX＞
約200本

＜DRMX＞
約490本
＜DRFX＞
約340本

＜DRMX＞
約2,800本
＜DRFX＞
約1,900本

1充電あたりの作業量（目安）/ネジ締め ※1
木ネジφ5.4×90mm 木ネジφ4.3×65mm 小ネジM8×16mm

※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

●充電器

DC18RC

充電完了
メロディ付

部品番号 JPADC18RC  16,000円

機能はそのままに、コンパクト&軽量なボディを実現。

TD148DRFX：青 TD148DRFXL：ライム TD148DRFXP：ピンクTD148DRFXW：白

TD137DRFXW：白

TD148DRFXB：黒

TD148DZ：青 TD148DZL：ライム TD148DZP：ピンク

TD137DZ：青 TD137DZL：ライム TD137DZP：ピンク

TD148DZW：白

TD137DZW：白

TD148DZB：黒

TD137DZB：黒

TD137DRFXB：黒TD137DRFX：青 TD137DRFXL：ライム TD137DRFXP：ピンク

TD137DRMXW：白TD137DRMXB：黒TD137DRMX：青 TD137DRMXL：ライム TD137DRMXP：ピンク

TD148DRMXW：白TD148DRMXB：黒TD148DRMX：青 TD148DRMXL：ライム TD148DRMXP：ピンク

TD148DRTX：青

BL1440
部品番号 
A-56574  
17,400円

［14.4V-4.0Ah］ BL1840
部品番号 
A-56596  
19,400円

［18V-4.0Ah］ BL1850
部品番号 
A-57196  
21,900円

［18V-5.0Ah］

●リチウムイオンバッテリ

主要機能

※写真はDRMX（4.0Ah）です。

※Li-ion4.0/5.0Ahバッテリは「LXTマーク」の刻印、または印刷されてる
　製品のみで使用できます。但しHP454D・DF454D・JN160D/161Dは除く。

Li-ion 14.4/18V Li-ion 18V優れた作業量 圧倒的
スタミナ

高速フル充電
同寸法・同質量で、1充電
あたりの作業量がアップ。 しっかりと高速フル充電。

Li-ion

14.4V／18V 14.4V／18V

Li-ion

18Vのみ

最

短

最

強
P O W E R F U L

最

速
H I G H  S P E E D

S H O R T  B O D Y

175N・m

約40％アップ

119mm全　長

（TD137Dは170N・m）

最大締付けトルク

（TD148Dは約35％アップ）［当社従来機比］

最大締付けスピード

※

※

※

※14.4V/18V（3.0/4.0/5.0Ah）充電式インパクトドライバにおいて。2014年1月現在、当社調べ。

３つの世界記録、更新！
革命的ショートボディに、究極のパワー・スピード

Li-ion

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

注  意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」を
　ご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがあります
　のでご了承ください。
■このカタログの内容は2014年2月現在のものです。

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711（代表）  FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。 カタログNo.Z14480A1 ECA4-201402

●お求めは当店まで－●お求めは当店まで－

充電式インパクトドライバ
TD137D14.4V TD148D18V



世界最短 世界最強 世界最速

全　　長

14.4V

TD137DRFX
標準小売価格 56,900円（税別）

バッテリBL1430×2本
充電器DC18RC・ケース付

約22分充電

TD137DZ
標準小売価格 20,900円（税別）

バッテリ・充電器・ケース別売

本体のみ

TD137DRMX
標準小売価格 59,000円（税別）

バッテリBL1440×2本
充電器DC18RC・ケース付

約36分充電Li-ion

TD148DRFX
標準小売価格 61,000円（税別）

バッテリBL1830×2本
充電器DC18RC・ケース付

約22分充電

TD148DZ
標準小売価格 22,200円（税別）

バッテリ・充電器・ケース別売

本体のみ

TD148DRMX
標準小売価格 63,100円（税別）

標準小売価格 66,800円（税別）

バッテリBL1840×2本
充電器DC18RC・ケース付

約36分充電Li-ion

TD148DRTX

バッテリBL1850×2本
充電器DC18RC・ケース付

約45分充電Li-ion

充電式インパクトドライバ

18V

「軽さとパワー、最高のバランス」で選ぶなら…

「パワーとスピード、最強のパフォーマンス」で選ぶなら…

作業にあわせて、選べるバッテリラインナップ！

より作業量を求めるなら…
▼

さらにビスを多用する現場に対応するなら…
▼

過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜くテクノロジー。

写真はイメージです。本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されて
いますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。

※　注意：

防滴•防じん
「アプト」

■ビットブ レ 低 減「防滴」 「防じん」

※　1：この様な環境下での作業は行わないでください。

※　1 ※　2 打撃力表示 バッテリ
残容量表示

ニードルベアリングを採用し、アンビル
周辺のクリアランスを見直すことで、
長いビットでも回転精度が向上。

■打 撃 力 3 段 切 替＆
　バッテリ残 容 量 表 示

■LEDライト（回転前点灯＆残照機能付＋ON/OFFスイッチ） ■蓄光バンパ ■ワンタッチビット装着

用途に応じた最適な打撃力に切替え。
ネジ締めの失敗を軽減。

締付けに最適な回転数・打撃数にコントロール。
［テクス用ネジ締付け専用］

テクス用アシストモード
高速回転
（打撃前：高速）

穴あけ
中速回転
（打撃後：中速）

締付け

※　2：この様な環境下での作業を推奨するものではありません。

無 駄を削ぎ 落とし、抜 群の取り回し

最大締付け
トルク

最大締付け
スピード

小型ボディから、涌き上がる屈強なパワー 目を見張るスピードで、高速締め付け

■締付けスピード比較（当社従来機を100とした場合）TD131D▶145mm
TD136D/147D▶129mm

◀TD137/148D

170N・m
（TD137D）

119mm

※4.0Ah使用、90mmコーススレッド締付け時

100

140TD137D

当社従来機

３つの世界記録、更新！
革命的ショートボディに、究極のパワー・スピード

約35％アップ
（TD148D）

mm N・m ％アップ約

黒青 白 ライム ピンク

黒青 白 ライム ピンク

青

黒青 白 ライム ピンク

黒青 白 ライム ピンク

黒青 白 ライム ピンク

黒青 白 ライム ピンク

※ ※ ※

※14.4V/18V（3.0/4.0/5.0Ah）充電式インパクトドライバにおいて。2014年1月現在、当社調べ。

※写真の先端工具は別販売品です。※写真の先端工具は別販売品です。

「さらに高 出 力 」
ブラシレスモ ータ搭 載
BLモータと電子部品を高性能化。回転数・
打撃数がアップし、ハイパワーを遺憾なく発揮。

Li-ion

Li-ion

充実の作業量 1充電あたりの
作業量（目安）／
木ネジφ4.3×65mm

TD137DRFX（14.4V）

約340本
TD148DRFX（18V）

約430本

14.4V/18V

優れた作業量 しっかり
高 速
フル充電

1充電あたりの作業量（目安）／木ネジφ4.3×65mm
TD137DRMX（14.4V）

約490本
TD148DRMX（18V）

約640本

14.4V/18V

青のみ

さらなる高容量化により同寸法・
同質量で、作業量が大幅にアップ。

圧倒的なスタミナ 1充電あたりの作業量（目安）
／木ネジφ4.3×65mm
TD148DRTX（18V）

約800本

18V
［当社従来機比］
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