
●レーザースリットチップソー（集成材・一般木材用）

外径（mm） 刃 数 部品番号

55 A-55821

価 格

4,900円

ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。

ヤニ 接着剤ヤニ 接着剤 集成材の接着剤やヤニの付着
を防止。抵抗の少ない軽快な作
業を実現。

集成材等の硬い材質に最適。
抜群の耐磨耗性及び長寿命を
実現。

プレミアムタフコーティング

超硬質特殊チップ採用

寸 法（mm）
鋸身厚 刃先厚 内径

1.1 1.6 20

72 A-55809 5,700円1.0 1.5 20

165

52 A-49367 4,900円1.0 1.5 20
高
剛
性

●レーザーダブルスリットチップソー（一般木材用）

「樹脂充填＋特殊形状」の
ダブルスリット加工

平刃採用により直進性に
優れた軽い切れ味を実現！
（A-48533のみの特長）
▶5つのダブルスリットを採用。

外径（mm） 刃 数 部品番号

52 A-42765

価 格

4,000円

寸 法（mm）
鋸身厚 刃先厚 内径

1.0

1.1
1.6 20

55 A-48533 4,000円
165

72
A-42771 4,700円1.0

1.1
1.6 20

A-48549 4,700円

高
剛
性

スリット部を2重にする事で、
超静音・制振を実現！

高
剛
性

造
作
用

HS6300SP（青） HS6301（青） HS6301B（黒）

■電気マルノコ■電気マルノコノ

HS6402（青）

 ■電子造作用精密マルノコ

HS6302（青） HS6302B（黒）

■電子マルノコ

HS6301B（黒）

■電気マルノコ  ■電子造作用精密マルノコ

HS6301SPB（黒）［刃物なし］

HS6301（青）

HS6300SP（青）［刃物なし］

■電子マルノコ

HS6301SP（青）［刃物なし］

HS6302B（黒）

HS6302SPB（黒）［刃物なし］

HS6302（青）

HS6302SP（青）［刃物なし］

HS6402（青）

HS6402SP（青）［刃物なし］

外径 内径 0°時 45°時
製品名・
モデルNo.

標準付属品

チップソー

ボックスレンチ10
平行定規

回転数
  (min-1)［回転/分］

電源
（V）

電流
（A）

本機寸法
（長さ×幅×高さmm）

コード
（m）

消費電力
（W）

単相
100

電気マルノコ
HS6300SP
電気マルノコ
HS6301/B 165

66 46 11
2.7
2.8

-

55T A-48533
5

1,050 273×226×242

273×228×242
20

5,000

12 1,1504,100

ノコ刃寸法（mm）最大切り込み深さ（mm）

電子マルノコ
HS6302/B
電子造作用精密
マルノコ HS6402

66
65

46
45

傾斜左5°

55.5

55.5
54.5

2.6
2.7

55T
72T

A-48533
A-48549

（　　　　　  ）使用できる刃物径
155～165

質量
（kg）

単管、脚立にサッと掛けられる。
吊り下げ用フック（別販売品）を使えば、

吊り下げ用フックセット品

部品番号198041-9  1,400円

単管や脚立等にサッと
吊り下げられます。

●2本ポール
　平行定規

●平行定規600 ●直角定規

部品番号 価 格

122681-1 1,900円
部品番号 価 格

164614-0 2,000円
部品番号 価 格

JPA123031 2,000円

傾斜切断から90°の
直角切断まで使用
できます。

●傾斜定規

部品番号 価 格

122253-2 2,000円A-35863
（左きき用）

350mm

●傾斜定規アッセンブリ

部品番号 価 格
192318-4 5,000円

長いガイドで
幅広材に便利。

●ダストノズルセット品

部品番号 価 格
196995-4 1,000円

※集じん機との接続方法は
　取扱説明書をご参照下さい。

580mm

66mm最大切込み深さ

HS6402は65mm

DARD” Circular Saw Series165mm “NEW STAND

新・スタンダード シリーズ!

造
作
用

ノコ刃別売

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2016年10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.Z14536-1 EIA4-201610

●お求めは当店まで-●お求めは当店まで-

165mm マルノコシリーズ ブレーキ付

HS6402電子造作用精密マルノコ

HS6300SP・HS6301/B電気マルノコ HS6302/B電子マルノコ

■ 主 要 機 能

■別販売品



66mm最大切込み深さ

HS6402は65mm

青 黒HS6302　/B
標準小売価格 

35,000円 （チップソー付／税別）
標準小売価格 

32,200円 （ノコ刃別売／税別）

■最大切込み深さ66mm
■質量2.6kg

〈一般木材用〉チップソー

HS6302（青）
HS6302B（黒）

ソフトスタート 電子制御 高輝度LEDライト付　通電ランプ付

165mm 電子マルノコ

/B
税別）別）

別）

プソープ

HS63066 2（青）
HS66302B（黒）HS6

標準小売価格 

38,400円 （ノコ刃別売／税別）

〈一般木材・造作用〉チップソー

HS6402
標準小売価格 

41,600円 （チップソー付／税別）

■最大切込み深さ65mm
■質量2.7kg
■傾斜ポジティブストップ付
■2本ポール平行定規付

165mm 電子造作用精密マルノコ

ソフトスタート 電子制御 高輝度LEDライト付　通電ランプ付

ップソープソー
）

高耐久構造高高高耐耐耐耐久久久久構構構造造造
TOUGHGEARTECHNOLOGY

HS6300SP
標準小売価格 

29,500円 （ノコ刃別売／税別）

■最大切込み深さ66mm
■質量2.7kg

LEDライト・通電ランプなし  シンプルタイプソフトスタート ソフトスタート

青 黒HS6301　/B
標準小売価格 

33,900円 （チップソー付／税別）
標準小売価格 

31,100円 （ノコ刃別売／税別）

■最大切込み深さ66mm
■質量2.8kg

〈一般木材用〉チップソー

HS6301（青）
HS6301B（黒）

高輝度LEDライト付　通電ランプ付

165mm 電気マルノコ165mm 電気マルノコ

SSP
税別）

/B
税別）

別）別）

ップソー

HS63033 1（青）
HS63301B（黒）HS63ノコ刃別売

切込み深さを記憶し
素早く調整。

切込み深さ
任意ストッパ

作業に合わせて向き
を変更可能。

コード出方向
変換用フック

切断時の墨線の視認性が向上。
ブロワ機能
吹き飛ばし性能アップ

切り粉飛散を、さらに低減。
切り粉 後部排出
排出性能アップ

フロア材の付け
合わせに便利。

左5°傾斜切断

墨線位置の確認に
便利。

墨線「後方」
確認用切り欠き

新・平行定規
固定ツマミ固定ツマミ固
固定精度が大幅に向上。

■平行定規を確実に
　しっかり固定

■平行定規の表面を
　傷付けない

新・平行度
微調整機構付微調整機構微 付
ベース側面とノコ刃の平行度
調整をより高精度に保ちます。

平行度

新・スムーズな切込み深さ調整
アンギュラ（角度）ガイドとベースを別体化し、スムーズ昇降。

・平行定規

使いやすさのNEWスタンダード。

通電ランプ 通電状況を確認可能。（HS6300SP除く）

新・スタンダードシリーズ!
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