
自己故障診断残容量表示

刃物寸法（mm）
外径 内径

最大切込深さ（mm） 回転数
（min-1）［回転/分］

本機寸法（mm）
（長さ×幅×高さ）

質量（kg）
（バッテリ含む）

125 20

90°時 45°時

47 30 5,000

標準付属品電源 無線連動

267×183×247 六角棒スパナ
平行定規

1充電あたりの作業量（目安）※
サイディングボード（厚さ14×幅455mm）石こうボード（厚さ15×幅450mm）

※ 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。

モデルＮｏ．

約190枚 約410枚2.7直流14.4VKS510D
約280枚 約540枚2.8直流18VKS511D

-

約190枚 約410枚KS512D 2.7直流14.4V
◯

約280枚 約540枚2.8直流18VKS513D

無線連動対応「集じん機」シリーズ

静電気防止ホースφ28mm×5m 静電気防止ホースφ28mm×5m■吸込仕事率 65W ■吸込仕事率 220W

充電式集じん機

“充電×充電”の連動集じんを実現 AC工具、充電式工具と連動集じん

VC864DZ
標準小売価格 59,000円

● 防じんマルノコ用チップソー/125mm

● リチウムイオンバッテリ 14.4V

● 急速充電器

部品番号 A-50027
価 格 15,000円

20内 径（mm）

刃 数
鋸身厚（mm）
刃先厚（mm）

10
1.0
1.4

A-50055
13,000円

20

10
1.1
1.5

A-60399
12,500円

20

8
1.1
1.5

A-30190
4,200円

20

18
1.0
1.6

A-20270
7,400円

20

20
1.2
1.7

A-50083
5,700円

20

18
1.0
1.4

A-40244
4,400円

20

40
0.8
1.2

A-49395
5,400円

20

40
0.7
1.05

A-45010
3,700円

20

24
0.9
1.3

ダブルスリット
チップソー
（一般木材用）

オールダイヤチップソープレミアムオールダイヤ
チップソー

窯 業 系 用 石こうボード用 木 工 用硬質窯業系用

長寿命長寿命長寿命 長寿命長寿命長寿命

薄刃と特殊コーティングの台金
により、切り粉が少なくシャープ
な切れ味を実現。

10刃すべてにダイ
ヤチップ付。3000
カットを超えても切
り口キレイ。

摩擦抵抗を抑制、滑
るような切れ味が
長続き。

超耐磨耗性チップ
の採用により難切
断材も容易に加工。
しかも長寿命。

特殊形状のサイデ
ィングチップと薄い
台金の採用で軽い
切れ味と長寿命を
実現。

薄刃採用により切
断面がきれい。刃先
には耐磨耗性に優
れた特殊チップを
採用。

薄刃＋特殊コーティ
ングでクリーン＆軽
快な切断。

スリット部を二重に
する事で、超静音・
制振を実現。

窯業系
サイディング用
チップソー

硬質窯業系
サイディング用
チップソー

石こうボード用
チップソー

石こうボード用
チップソー（薄刃）

DC18RCBL1860B BL1830B BL1460B
部品番号 A-60464
標準小売価格 23,200円

部品番号 A-60442
標準小売価格 18,000円

部品番号 A-60660
標準小売価格 21,200円

部品番号  A-60698
標準小売価格 16,000円

部品番号 JPADC18RC
標準小売価格 16,000円

●ワイヤレスユニット
AWS対応電動工具に
セットし、ワイヤレス連動！

部品番号 A-66151
標準小売価格 5,000円

●ダストカバー
コンパクト＆スマートな
集じん機接続用カバー

部品番号 198646-5
標準小売価格 3,000円

BL1430B

リチウ オ

B 1 60

テリ

B 1 30Li-ion
6.0 Ah

Li-ion
3.0 Ah

Li-ion
6.0 Ah

Li-ion
3.0 Ah

放射状表面仕上げ

■ 主 要 機 能

KS510DZKS510DRG KS511DRG KS511DZ

KS512DZKS512DRG KS513DRG KS513DZ

「無線連動」対応モデル

「無線連動」非対応

■ 別 販 売 品

8L
集じん容量

8L
集じん容量

集じん機
VC0840
標準小売価格 55,000円

AC100V

最大10台までのAWS対応工具を登録可能！ワイヤレス受信ユニット組込み済

具に
ワ、ワイヤレイヤ ス連動

品番

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。

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。

●お求めは当店まで－●お求めは当店まで－ ■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2017年7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

カタログNo.Z14556-1 EBA4-201707

125mm充電式防じんマルノコ

KS512D KS513D14.4V 18V KS510D KS511D14.4V 18V

充電式工具での連動集じんを実現！
「業界初」無線で連動集じん※1

※2

※写真のホース、チップソー、充電式集じん機は別販売品です。

ハイパワー・ブラシレス
モータ搭載

※1 2017年7月現在。当社調べ。　※2 適用モデル：KS512D/513D。 別販売品のワイヤレスユニットが必要です。

無線連動対応     連動コンセントなし

粉じん専用  ［ 電動工具接続専用 ］
無線連動対応    連動コンセント付

粉じん専用  ［ 電動工具接続専用 ］

「無線連動」対応 「無線連動」非対応

無線で連動集じん
Auto-start Wireless System

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。

工具の
スイッチ
ON

集じん機
起動

● リチウムイオンバッテリ 18V



※写真のホース、チップソー、充電式集じん機は別販売品です。※2 当社 AC100V機 5205FXSP1比　※3 当社従来 14.4V 機比　※4 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。

高い集じん効率を実現
チップソー前面をカバーし、粉じんの飛散を低減。

浅い切込み深さでも、集じん率が変わらない。

約80%
集じん率

［自己集じん時］

リフォームにも活躍
各種、集成材・合板の切断に。

47mm
最大切込深さ

［90°時］

■平行度微調整　■LEDライト2灯　■バッテリ残容量表示

「テーパー形状＋面」で抑え、
平行定規のガタつきを軽減。

平行定規がピタッと止まる

重心
位置

ほぼ水平に
保持できる

BLモータ

バッテリ

精度が高まる最適バランス

AC機同等のパワー
※2

※写真のチップソーは別販売品です。

ブラシレスモータ
ハイパワー

※写真のチップソチップソーは別販ーは別販売売品です。

約55%
切断効率

※3、4向上

切断負荷に応じて

自動変速
AC機同等の回転数

5,000 回転/分

KS512D/KS513D
CORDLESS DUSTLESS CIRCULAR SAW

VVVCCC888866664444DDDDDDD
CORDLEESS SS VACCCUUMUUMUUM CLLCLCLEAEANEANNNNANERER

［別［別［別［別［別［別［別販売売売売販売販売販売販売販売販売品］品］品］品］品］品］品］品］品］品品AAAAuuuto-ssttaarrt WWWWiiiirrrreeeelllleeess Systemm

「業界初」無線で連動集じん！
連動コンセント不要！ホースのみのシンプル接続。

※1

※1 2017年7月現在、当社調べ

簡単機器登録
＋

差替えて使える

無線連動を
動画でチェック

ワイヤレスユニット

無線連動集じんを実現。ワイヤレスユニット

＋
［別販売品］
ワイヤレスユニット
5,000円

本体のみ

KS513DZ
標準小売価格 41,800円 （税別）
バッテリ・充電器・ケース別売

本体のみ
KS513DRG
標準小売価格 71,200円 （税別）
バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース付

約55分充電Li-ion18V

125mm 充電式防じんマルノコ チップソー別売 125mm 充電式防じんマルノコ チップソー別売

14.4V KS512DZ
標準小売価格 40,500円 （税別）
バッテリ・充電器・ケース別売

KS512DRG
標準小売価格 68,600円 （税別）
バッテリBL1460B・充電器DC18RC・ケース付

約55分充電Li-ion

「無線連動」対応

本体のみ

KS511DZ
標準小売価格 37,800円 （税別）
バッテリ・充電器・ケース別売

本体のみ
KS511DRG
標準小売価格 67,200円 （税別）
バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース付

約55分充電Li-ion18V
14.4V

の充電状態や作業条件により異なります

KS510DZ
標準小売価格 36,500円 （税別）
バッテリ・充電器・ケース別売

KS510DRG
標準小売価格 64,600円 （税別）
バッテリBL1460B・充電器DC18RC・ケース付

約55分充電Li-ion

「無線連動」非対応

※写真のダストカバーは別販売品です。

好評
発売中

工具の
スイッチ
ON

集じん機
起動
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