
▼
小型・軽量・細径
握り方自在で、軽やかな取り回し

10.8VLi-ion
スライド

C o r d l e s s  M u l t i  T o o l

様々な部材、
多様な作業に対応

42種類の
先端工具

（別販売品）

スライド式バッテリ仕様スライド式バッテリ仕様

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。

充電式マルチツール
TM30DSH/DZ



集じんアタッチメント
集じん機に接続し、
クリーンなサンディングが可能
部品番号 A-60757
価格 2,200円

マジックサンディングペーパー
吸じん穴付
（木工用、砥粒WA）

[目詰まり防止加工]塗装はがし
寸法
96×96mm(10枚入) 価 格 950円1,000円

種 類
粒 度

仕　上中仕上粗仕上
18015010060 2401208040

A-53621A-16287A-16271A-16265A-16259 A-16293A-53615A-53609
白 A-52401A-52392A-52370A-52358A-52342 A-52417A-52386A-52364

部品
番号

茶色
▲

φ85 -

価 格刃幅
（mm）

刃長
（mm） 部品番号

A-56194

用 途

ラウンドソー 
TMA001 
BIM
チタンコーティング

部品名称 / 形状 価 格刃幅
（mm）

刃長
（mm） 部品番号

用 途
部品名称 / 形状 価 格刃幅

（mm）
刃長
（mm） 部品番号

用 途
部品名称 / 形状

4,500円

金属、エポキシ、グラスファイバー等の切断

φ65 - A-56203

ラウンドソー 
TMA002 
BIM
チタンコーティング 3,900円

金属、エポキシ、グラスファイバー等の切断

φ85 - A-56219

ラウンドソー 
TMA003 
BIM
チタンコーティング 3,900円

金属、エポキシ、グラスファイバー等の切断

φ65 - A-56225

ラウンドソー 
TMA004 
BIM
チタンコーティング 3,500円

金属、エポキシ、グラスファイバー
等の切断

φ100 - A-56231

ラウンドソー  
TMA005 
BIM

4,500円

木工、金工用きわ切り、深切り用

φ85 - A-56247

ラウンドソー 
TMA006 
BIM

4,000円

木工、非鉄金属きわ切り

φ85 - A-56253

ラウンドソー 
TMA007 

3,000円

木工専用きわ切り

65 40 A-56269

カットソー 
TMA008  BIM

3,000円

木工、プラスチックパネルなどの切断

28 50 A-56275

カットソー 
TMA009 BIM
[標準付属品] 3,000円

木工ポケット切断、非鉄金属用切断

32 40 A-56281

カットソー 
TMA010 BIM

3,000円

硬い木材用ポケット切断

32 40 A-56297

カットソー 
TMA012 

2,400円

木工、石こうボードのポケット切断

20 30 A-56306

カットソー 
TMA013

1,900円

木工、石こうボードのポケット切断

10 30 A-56312

カットソー 
TMA014 

1,700円

木工、石こうボードのポケット切断

32 30 A-56328

カットソー 
TMA015 BIM

3,000円

釘、銅管の面一切断

20 20 A-56334

カットソー 
TMA016 BIM

1,900円

釘、銅管の面一切断

10 20 A-56340

カットソー 
TMA017 BIM

1,900円

釘、銅管の面一切断

52 26 A-56356

スクレーパ 
TMA018
硬

1,900円

硬化したボンド等の剥がし

52 38 A-56362

スクレーパ 
TMA019
柔

1,900円

コーキング除去、塗料の剥がし

φ85 - A-56378
A-53372

ナイフ刃 
TMA020 
BIM 4,000円

4,000円

スタイロフォーム、ゴムの切断

28 50 A-56384

コーキング剥がし用 
TMA021 

2,700円

コーキングシール切断除去

70 - A-56390

目地：モルタル剥がし用
TMA022 

7,000円

陶器タイル、目地切断

φ85 - A-56409

ラウンドソー 
TMA023 
HM

5,900円

陶器タイル、目地切断

φ65 - A-56415

ラウンドソー 
TMA024 
HM

4,500円

陶器タイル、目地切断

78 - A-56421

荒削り用 
TMA025 
HM 5,900円

モルタル剥離用

φ85 - A-56437

カットソー 
TMA026 
ダイヤ

サンディングパッド　
マジック式
[標準付属品]

7,200円

FRP、陶器タイル、目地切断

94 - A-59405 1,900円32 30 A-57261 4,700円

20 30 A-57277 3,900円

φ100 - A-57283 4,700円

32 40 A-57299 5,000円

20 30 A-57308 4,200円

32 40 A-57314 2,700円

32 40 A-57320 3,500円

32 70 A-59667 3,900円

65 40 A-57342 3,700円

28 50 A-57358 3,200円
木材の研削
※マジックサンディングペーパー別売

カットソー 
TMA027 HM FRP切断、目地取り

カットソー 
TMA028 HM FRP切断、目地取り

ラウンドソー 
TMA029
BIM

Pタイル、カーペット、ゴムマットの切断

カットソー 
TMA030 HM

釘、ビス、ステンレス、グラスファイバー
N釘、CN釘も切断！

カットソー 
TMA031 HM

釘、ビス、ステンレス、グラスファイバー
N釘、CN釘も切断！

カットソー 
TMA032 HCS

木工、石こうボードのポケット切断
中抜き加工に最適!

カットソー 
TMA033 BIM

硬い木材用ポケット切断
中抜き加工に最適!

カットソー 
TMA037 BIM

硬質フローリング材、アルミ、
硬質樹脂の切断

カットソー 
TMA035  BIM 硬い木材用ポケット切断

コーキング剥がし用  
TMA036 HCS

スタイロフォーム切断、
コーキング除去、Pタイル切断

- - A-59710 3,200円

ナイフ刃 
TMA042 HCS ターフ・カーペットの切断

金
属

木
・
金
属

木

タ
イ
ル・モ
ル
タ
ル

剥
が
し

ゴ
ム

F
R
P

木
・
金
属

F
R
P

32 40 A-57336 3,500円

カットソー 
TMA034 BIM

硬質フローリング材、アルミ、硬質樹脂の
ポケット切断、中抜き加工に最適!

32 70 A-59673

カットソー 
TMA038 HCS

3,000円

木工、石こうボードのポケット切断

31 42 A-59689 2,700円

64 41 A-59695 2,900円

64 42 A-59704 2,900円

カットソー 
TMA039 HCS 木工ポケット切断

カットソー 
TMA040  HCS 木工ポケット・際切り切断

カットソー 
TMA041  HCS チップボードや合板の切断

■主要機能

■別販売品

振動数
(min-1)［回/分］

6,000～20,000

電源
（V）

直流10.8V

本機寸法
（長さ×幅×高さmm）

277×65×98

質量（kg）
（バッテリ含）

1.0

標 準 付 属 品 1充電あたりの
作業量（目安）

約12分

振動角度

左右1.6°
（計3.2°）

※ SPF（1×4）プランジカット(カットソーTMA009)。 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。

※

カットソーTMA009（A-56275）、サンディングパッド（A-59405）、六角棒レンチ
サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス

広い振角度 3.2°
最大振動数 20,000min-1

■再起動防止機能　■ソフトスタート

様々な切断・剥離・研削で、優れた取り回しの小型ボディ！

充電式マルチツール
Li-ion
1.5Ah TM30DSH
バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付

標準小売価格28,000円（税別）

本体のみ TM30DZ
バッテリ・充電器・ケース別売

標準小売価格17,600円（税別）

スライド式バッテリ仕様スライド式バッテリ仕様

■LEDライト

■工具取付け
　角度360°
　（30°毎）

■無段変速ダイヤル

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2016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.Z23602-1 EGA3-201602

●お求めは当店まで－
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