
家庭用清掃機器

ラインナップカタログ 2021  Vol.1
ケルヒャー

1年間のメーカー保証

通常1年のメーカー保証を、ケル
ヒャーホームページでユーザー登録
を行っていただくことで保証期間を
3年に延長いたします。また、購入後
1ヵ月以内に登録いただくことが条
件となります。

安心の定額修理サービス
故障箇所に関わらず一律の料金で修理を実施する
サービスです。料金があらかじめ分かりますので、
安心してお申し込みいただけます。

修理品引き取りサービス
修理品の梱包・引き取りをお客様のご自宅やご指定
の場所に伺って行い、修理完了後にお届けするまで
全て代行するサービスです。

＜家庭用製品ユーザーのお客様＞
受付時間 9:00～17:00（年末年始、当社休日を除く）

＜販売店・代理店のお客様＞
受付時間 9:00～17:00
　　　　 月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）

修理・アフターサービスのご案
内や修理金額等の詳細は、右記
QR コードまたは URL のウェブ
サイトでご確認できます。

修理・点検
ケルヒャー製品を知りつくした
エンジニアがお客様の製品を
お預かりして、すみやかに対応
いたします。

ご購入後もしっかりサポート

■このカタログの記載内容は、2021年 10月現在のものです。
■開発・改良により仕様、外観は予告なく変更する場合があります。
■業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的で使用になる場合、原則として保証の対象外となります。
■販売店により取り扱い製品が異なる場合があります。ご確認の上ご購入ください。

水冷式静音タイプ（高圧洗浄機）は

※1・ご購入後、正常な使用状況（取扱説明書に基づく使用）で故障した場合に限ります
・消耗品（トリガーガン、高圧ホース、Oリング、ノズル、洗浄剤ホース、オイルおよび
その他、これらに類する消耗品）は保証対象外です

水冷式静音タイプ

安心の保証サービス

お客様専用ダイヤル

0120-60-3140

www.kaercher.com/jp/

ケルヒャー製品をご購入いただいた後も、安心して末長くお使いいただくため
に充実したアフターサービスをご提供しております。

www.kaercher.com/jp/service/support_hg_html

ご購入から1年間の保証期間中は、無償で修理もし
くは部品の交換をさせていただきます。※1

H&G 001-20(H&G Lineup_2110)

製品選びのご相談
製品のお問い合わせ
修理について



1935年に創業し、1950年に革新的な
業務用高圧洗浄機を開発。長きにわ
たって業務用清掃機器で磨いてきた技
術、ノウハウは家庭用製品にフィード
バックされています。

1950 年
温水高圧洗浄機の誕生。
ヨーロッパで最初の温水高圧
洗浄機を開発し特許を取得。

1984 年
世界初の家庭用ポータブル高圧
洗浄機「HD 555 pro�」

ケルヒャー 85年の歴史で築き上げた確かな技術力

ケルヒャーは世界190カ国で愛用されています。 ケルヒャー「クリーニングプロジェクト」
ケルヒャー社は、創業者であるアルフレッド・ケルヒャーが1935年に創業し、現在では
世界最大手の清掃機器メーカーとして、世界190カ国で愛用されています。

1980年にスタートした世界的建造物の再生・洗浄作業を行う「クリーニングプロジェクト」。これまで、ニューヨーク
の「自由の女神」、リオデジャネイロの「キリスト像」、広島の「原爆の子の像」等、世界的に有名な建造物や彫像の
洗浄・再生も手がけており、社会貢献に大きく寄与することにより信用の高さを実証しています。

■新製品
SC Upright、SC Upright プレミアム
SC MINI

KHB 6 バッテリーセット

■高圧洗浄機
　選べる ケルヒャーの高圧洗浄機
　ラインナップ
　オプションアクセサリー＆洗浄剤
■バッテリー製品
■スイーパー
■散水シリーズ

P4-5

P6

P7

P10-11

P12-16

P17-19 

P20-24

P25 

P26-27

■スチームクリーナー
　選べる ケルヒャーのスチームクリーナー
　ラインナップ
　オプションアクサセリー
■フロアクリーナー
■スティッククリーナー
■窓用バキュームクリーナー
■乾湿両用バキュームクリーナー
　ラインナップ
　オプションアクササリー

P30-31

P32-36

P37 

P38

P39 

P40

P41-42

P43

日本橋クリーニングプロジェクト

世界のクリーニングプロジェクト

国の重要文化財である日本橋のクリーニングプロジェクトを、2010年12月8日に無事完了することができました。

自由の女神／1985
ニューヨーク（アメリカ）

メムノンの巨像／2002
ルクソール（エジプト）

キリスト像／1990
リオデジャネイロ（ブラジル）

マウントラッシュモア
（大統領巨大彫像）／2005
サウスダコタ州（アメリカ）

ブランデンブルク門／1990
ベルリン（ドイツ）

スペースニードル／2008
シアトル（アメリカ）

サン・ピエトロ広場／1998
ヴァチカン（ヴァチカン市国）

ロンドン・アイ／2013
ロンドン（イギリス）

原爆の子の像（平和記念公園）
広島（日本）／2000

アーヘン大聖堂／2015
アーヘン（ドイツ）

※写真は、洗浄前に撮影した画像と洗浄後をイメージした加工画像を合成したものです。

半世紀以上にわたる豊富な経験と実績。
暮らしを、歴史を、未来をクリーンにしています。

目 次

ケルヒャー製品は、世界中で販売されています。
現地法人は現在65社を数えます。

アイルランド
アメリカ
アルゼンチン
イギリス
イタリア
イラン
インド
インドネシア
ウクライナ
エクアドル

エストニア
オーストラリア
オーストリア
オランダ
カザフスタン
カタール
カナダ
韓国
カンボジア
ギリシャ

クロアチア
ケニア
コロンビア
ジョージア
シンガポール
スイス
スウェーデン
スペイン
スロバキア
タイ

台湾
チェコ
中国
チュニジア
チリ
デンマーク
ドイツ
ドミニカ共和国
トルコ
日本

ニュージーランド
ノルウェー
パナマ
ハンガリー
フィリピン
フィンランド
ブラジル
フランス
ブルガリア
ベトナム

ベラルーシ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボリビア
香港
マレーシア
南アフリカ
メキシコ
モルドバ

ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ロシア
U.A.E
(アイウエオ順).
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243 mm

168 mm

1185 mm

スチームモップ

家中の床のディープクリーニングに便利なスチームモップが新登場。
スリムなデザインでフロアノズルがコンパクトなので、狭い場所もラクラクお掃除。

SC Upright
SC Upright プレミアム

NEW
2021

簡単 約40秒
ヒートアップ

ノン
ストップ

洗剤不要
＊

除菌
99.99%

約100℃の
強力スチームで
水だけ除菌

カーペットの
お掃除には

目に見えないバクテリアやウ
イルスを99.99%除菌できま
す。洗剤は不要、環境にとても
優しいクリーナーです。
＊第三者機関調べ。ケルヒャーのスチームク
リーナーを正しく使用すると、一般家庭の
バクテリアを99.99%除菌することができ
ます。（表面の硬い場所を清掃した場合）

掃除機やフローリングワイパーでは取り切れない床の汚れをしっかり拭き取ります。

床がサラサラ!

フロアノズルが約 6cm の家具下まで入り込み、家具の下や隙間もスイスイお掃除できます。

狭い場所もラクラク！

部屋の隅に立てかけてもインテリアを損なわず、気になるときに取り出してサッと床掃除。

スマートデザイン

注文番号 1.513-349.0

JAN 4054278885476

1.513-361.0 

4054278885759

・マイクロファイバークロス 1枚
・スケール除去カートリッジ

・マイクロファイバークロス 3枚
・スケール除去カートリッジ

5 m 7 m

2.5 kg 2.9 kg

電源/消費電力
ヒートアップタイム
タンク容量
電源コード（長さ）
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量
標準装備品

100 V / 1500 W
約 40 秒

0.4 L

243 x 168 x 1185 mm

SC Upright プレミアム

2.863-298.0
4054278504056

イージーフィックス用
カーペットグライダー

製品名

注文番号
JAN

SC Upright製品名
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青色が目印

NEW
2021

モバイル高圧洗浄機
KHB 6 バッテリーセット

スチームクリーナー

片手で簡単に持てる軽量、コンパクトなモバイル高圧洗浄機。コードレスなので、電源の場所
を気にせず、水道ホースを接続するだけで使用開始でき準備の手間がありません。付属品をミニマムにし、毎日の除菌＆おそうじに特化した、コンパクトなスチームクリーナー

です。ちょっとした気になる場所を、サッとキレイにします。

コードレスだから、セットアップや片
付けも簡単！片手でラクに持て、身動
きも自由自在。
いつでも気軽に洗浄できます。

黒を基調とした洗練されたデザイン
と使いやすさを追求した設計。ノズ
ルやアクセサリーの接続、交換も簡
単にでき、トリガーガンを握るだけで、
ラクに洗浄できます。

バッテリーパワーについては22ページへ

SC MINI

本体質量は1.3kg※と軽量なので、外
出先にも手軽に持ち出すことができ
ます。ノズルやバッテリーを外すとさ
らにコンパクトだから収納場所にも
困りません。
※バッテリー・ノズルなしの本体質量

洗剤不要
＊

除菌
99.99%

NEW
2021

簡単
KHBは他の高圧洗浄機と
圧力・水量が違うため、専
用のアクセサリーを使用し
てください。

KHB専用設計の
アクセサリー

注文番号
J A N

ヒートアップタイム
スチーム吐出圧力
スチーム連続噴射時間
清掃面積
消費電力
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量

1.516-339.0

4054278843186
＊第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで 30 秒間噴射するとウイルスを 99.999% 除去すると
いう結果が出ました。ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを 99.99% 除菌することができ
ます。（表面の硬い場所を清掃した場合）

SC MINI製品名
約 3 分

0.3 MPa
約 6 分
20 m2

1200 W
321×127×186 mm

1.6 kg

※セット品に同梱している充電アダプター使用時。別売りの急速充電器を使用した場合は 83分で 100%充電。
J A N

電源
最大許容圧力
最大吐出水量
連続使用時間
充電時間(100%)※
本体寸法(長さ×幅×高さ)
本体質量
標準装備品

1.328-113.0

KHB 6 バッテリーセット製品名

1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、ランス、
バッテリーパワー18V2.5Ah、18V専用充電アダプター、
本体側カップリング
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ケルヒャー
高圧洗浄機

※ポリタンクは別売りです。

A
社

B
社

C
社

D
社

ケルヒャー製

国内他社製

オプションアクセサリーを使い、お風呂やため水
などを吸水し、水源のない場所でも使用できます。

業務用清掃機器で磨いてきた技術とノウハウが詰
まった高性能ノズルは水圧が均一でムラなくキレイ！

他社製品との洗浄比較 ※自社調べ

高圧洗浄機を使うと通
常のホースで洗った場
合より、水の使用量を約
70％節約できるので環
境にも優しく経済的！

約1,000～
1,200L/h

約280～
400L/h

通常ホース

さまざまな汚れを
吹き飛ばす衝撃の水圧！

高圧洗浄機の水圧は水道の約40倍。水を均一に
噴射するので、短時間で汚れを落とせます。

実はエコ!!お財布にも
環境にも優しい洗浄機

水道から離れた場所でも
洗浄できるスグレモノ！

ムラなく美しい仕上がり
コンパクトだけど高性能

※自社調べ

ケルヒャー高圧洗浄機が選ばれる4つの理由!!

使用水量

節約
約70%

水道圧の

約40倍

建物や壁面、屋外家具や
自動車などの汚れから、芝
生や道路のゴミやチリま
で、屋外の清掃に活躍する
アイテムを集めました。

アウトドア

水道蛇口への接続方法を
ご覧いただくことができます。

高圧洗浄機で使える水道ホースリール

水道ホース側は別売

※ホームセンター、家電量販店などの店頭で販売している一部
製品には水道ホースが含まれている場合もあります／詳しくは
　販売店にご確認ください
※市販の水道ホースリールにカップリングが含まれていない
　場合は別途ご用意が必要です

（カップリングも含む）

高圧洗浄機には水道ホース・水道ホース側
カップリングは含まれておりません。

水道ホース側
カップリング

水道ホースと蛇口の接続に
ついてご不明な場合は、右記
QRコードよりホームページを
ご覧ください。

取り付けイメージ

※

ご購入前に必ずご確認下さい

・内径 12～15mm
・長さ 3～30ｍ
・耐圧タイプ（糸入りタイプ）
・水道ホース側カップリング

お使いいただける
市販の水道ホースの
規格と部品

高圧洗浄機に使える
ケルヒャー水道関連
アクセサリー

- 3m 水道ホースセット -
・ホーストロリー
・コンパクトホースリール
（K 2シリーズ、KHBシリーズに対応）

04
POINT

03
POINT

02
POINT

01
POINT



10 11

高圧洗浄機 高圧洗浄機

面倒だった屋外の汚れも、短時間でムラなくキレイ。　楽しく、スッキリ！

選べる ケルヒャーの高圧洗浄機

K 2 クラシックプラス

K 2 クラシックプラス
カーキット

K 3 サイレント

K 3 サイレント
ベランダ

K 2 

K 2 クラシック

K 2 クラシック
カーキット

K 2
バッテリーセット

コードレスだけど
パワフルな高圧洗浄機。
場所やシーンを選ばず

本格洗浄。

収納一体型の
スマート設計。

お客様の声を形にした
Japanモデル

P.14へP.13へP.12へ P.14へ P.15へ P.16へ P.16へ

K 5 サイレント
カー&ホームキットK 2 サイレント

P.13へ

K MINI K 4 サイレント
ホームキット

洗浄力・パワー 高い

広い範囲の洗浄電源のない場所に

K 2 クラス
最高の洗浄力。
静音化と

スマート収納を実現。

自動車はもちろん
屋外家具や

玄関の落ちにくい
汚れにも対応。

軽量コンパクトで
持ち運びラクラク。
手軽に使える
高圧洗浄機。

騒音の気になる
住宅街でも使える、

静音性と
納得の洗浄力。

家まわりの洗浄に
便利なアクセサリーが

充実した
ホームキット付き。

シリーズ
最高峰の洗浄力。
家まわりや

車の洗浄に最適。

軽量・コンパクト、手軽さ

しなやか高圧ホース採用 静音 コードレス 静音 静音 静音

自転車

窓・網戸

玄関まわり

屋外家具

自動車

ベランダ・外壁

ベランダ

浴室

家まわり

外階段

駐車場・テラス

外壁



K 2

コンパクト
だけど
高性能

1.600-970.0 1.600-976.0

J A N

1.600-974.0 1.600-977.0

4054278007335 40542780902144054278007199 4054278090108

注文番号

※全機種、定格利用時間は約1時間です。約1時間ほど使用したら最低30分は休ませてください。　
●一部の製品は組み立てが必要　　●電源コード：全機種5m ● 延長コードの使用：15A仕様の最長10mまで／コードリール式は完全に引き出して使用する事

K 2

コンパクト
だけど
高性能

1.600-050.0

4054278619491

1.602-218.0

4054278090177

注文番号
J A N

・バリオスプレーランス
・サイクロンジェットノズル
・トリガーガン
・高圧ホース(8 m)

・本体側カップリング

9 MPa
360 L/h
1250 W

242×280×782 mm
5.5 kg

K 2K MINI K MINI

革新的な

スマート
収納

最大許容圧力
最大吐出水量
消費電力
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量
標準装備品

K 2

・ショートトリガーガン
・ショート延長ランス
・ショートバリオスプレーランス
・プレミアムフレックス
高圧ホース(5 m)

・本体側カップリング

9 MPa
330 L/h
1000 W

280X233X295 mm
3.9 Kg

K MINI製 品 名

・定格使用時間は最大 1時間／約 1時間ほど使用したら最低 30 分は休ませてください　・電源コードは 5m
・K 2 のハンドルは組み立て後、取り外し出来ません

最大許容圧力
最大吐出水量
消費電力
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量
標準装備品 ・1ジェットノズル

・トリガーガン
・高圧ホース(5 m)

・本体側カップリング

8 MPa
330 L/h
1000 W

393×171×243 mm
3.8 kg

・1ジェットノズル
・トリガーガン
・高圧ホース(5 m)

・ウォッシュブラシ
・フォームジェット

(ネジ式)

・3 in 1カーシャンプー

8 MPa
330 L/h
1000 W

462×171×243 mm
3.9 kg

・バリオスプレーランス
・トリガーガン
・高圧ホース(5 m)

・洗浄剤タンク
・本体側カップリング

K 2 クラシック
プラス

K 2 クラシック

K 2 クラシック プラス
カーキット

K 2 クラシック
カーキット

K 2 クラシック K 2 クラシック プラス

高圧洗浄機

3 in 1
カーシャンプー

ウォッシュ
ブラシ

フォームジェット
（ネジ式）

3 in 1
カーシャンプー

ウォッシュ
ブラシ

フォーム
ノズル

家電店のみのお取扱い

家電店のみのお取扱い

洗車に便利な
アクセサリーセット付き

洗車に便利な
アクセサリーセット付き

K 2 クラシック
カーキット

K 2 クラシック
プラス カーキットK 2 クラシック K 2 クラシック

プラス製 品 名

・バリオスプレーランス
・トリガーガン
・高圧ホース(5 m)

・洗浄剤タンク
・ウォッシュブラシ
・フォームノズル
・3 in 1カーシャンプー
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空冷式ユニバーサルモーター

振動吸収材

吸音材

吸音材

冷却用空気の
通り道

振動吸収材

吸音材

空冷式モーター＜構造図＞

振動抑制
ダンパー

吸音材

水冷式モーター＜構造図＞

音を漏らさない音を漏らさない
本体カバー

コードレス
だけど
パワフル

安心の保証サービス

水冷式静音タイプ

※ユーザー登録が必要です

※

1.600-920.0 1.117-223.0

4054278300320 4054278631578
・定格使用時間は最大 1時間／約 1時間ほど使用したら最低 30 分は休ませてください　・電源コードは 5m
・K 2バッテリー のハンドルは組み立て後、取り外し出来ません
※セット品に同梱している充電アダプター使用時。別売りの急速充電器を使用した場合は 138分で 100%充電。

注文番号
J A N

K 2 K 2 サイレント K 2 バッテリーセット

空冷式静音モデル コードレスモデル

バッテリーパワーについては22ページへ

高圧洗浄機

・バリオスプレーランス
・サイクロンジェットノズル
・トリガーガン
・高圧ホース(8 m)

・フォームノズル
・本体側カップリング

・1ジェットノズル
・サイクロンジェットノズル
・トリガーガン
・高圧ホース(4 m)

・バッテリーパワー 36V5.0Ah

・36V専用充電アダプター
・本体側カップリング

10 MPa
360 L/h
1250 W
ー
ー

11 MPa
340 L/h
ー

バッテリーパワー 36 V

最大許容圧力
最大吐出水量
消費電力
電源
連続使用時間（満充電時）

ー 600分※充電時間（100％）
538×293×303 mm

5.8 kg
245×303×629 mm

4.5 kg（バッテリー・アクセサリーなし）
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量
標準装備品

K 2 サイレント K 2 バッテリーセット製 品 名

約14分：標準モード
（1ジェットノズル使用時）
約8分：ブーストモード

(サイクロンジェットノズル使用時）

水圧レベルに応じた3通りのモード

注文番号

J A N

1.601-446.0(50 Hz)

4054278088402(50 Hz)

1.601-448.0(50 Hz)
1.601-447.0(60 Hz) 1.601-449.0(60 Hz)

4054278088570(50 Hz)
4054278088563(60 Hz) 4054278088587(60 Hz)

・バリオスプレーランス
・サイクロンジェットノズル
・トリガーガン
・高圧ホース (10 m)
・本体側カップリング

・バリオスプレーランス
・サイクロンジェットノズル
・トリガーガン
・高圧ホース (10 m)
・デッキクリーナー PS 20
・自吸用ホース (3 m)
・本体側カップリング

自吸用ホース (3m) デッキクリーナー
PS 20

最大許容圧力
最大吐出水量
消費電力
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量
標準装備品

K 3 サイレント K 3 サイレント ベランダ製 品 名

水冷式静音シリーズ

10 MPa
360 L/h
1300 W

331×286×563 mm
10.3 kg

K 3 サイレント
ベランダや玄関のお掃除に便利な
アクセサリーセット付き

K 3 サイレント ベランダ

・定格使用時間は最大 1時間／約 1時間ほど使用したら最低 30 分は休ませてください　・電源コードは 5m
・K 3 サイレント / K 3 サイレントベランダのハンドルは組み立て後、取り外し出来ません

K 3

14 15
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1.601-842.0(50 Hz)

4054278090153(50 Hz)

1.601-843.0(60 Hz)

4054278090160(60 Hz)

1.601-942.0(50 Hz)
1.601-943.0(60 Hz)

4054278090139(50 Hz)
4054278090146(60 Hz)

注文番号

J A N

注文番号
J A N

2.643-878.0
4054278246109

注文番号
J A N

2.643-909.0
4054278251134

10 m

6 m10 m 2.644-019.0注文番号
J A N 4054278338637

2.643-585.0注文番号
J A N 4054278134574

2.643-881.0注文番号
J A N 4054278246550

2.643-882.0注文番号
J A N 4054278246574

2.645-350.0注文番号
J A N 4054278822143

2.643-101.0注文番号
J A N 4039784843097

2.642-794.0注文番号
J A N 4039784636897

2.644-297.0注文番号
J A N 4054278868448

テラスクリーナー

テラスクリーナー ユニバーサル
クリーナー 回転ブラシ

ユニバーサル
クリーナー

フォームジェット (ネジ式 )

・バリオスプレーランス
・サイクロンジェットノズル
・トリガーガン
・高圧ホース (10 m)
・テラスクリーナー
・ユニバーサルクリーナー
・本体側カップリング

11 MPa
400 L/h
1,350 W

349×427×867 mm
14.4 kg

・バリオスプレーランス
・サイクロンジェットノズル
・トリガーガン
・高圧ホース (12 m)
・回転ブラシ
・テラスクリーナー
・ユニバーサルクリーナー

・フォームジェット
(ネジ式 )
・本体側カップリング

12 MPa
430 L/h
1,400 W

349×426×878 mm
16.6 kg

高圧洗浄機 水冷式静音シリーズ

最大許容圧力
最大吐出水量
消費電力
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量
標準装備品

製 品 名

家まわりのお掃除に便利な
アクセサリーセット付き

K 4 サイレント
ホームキット

家まわりのお掃除と洗車に
便利なアクセサリーセット付き

K 5 サイレント
カー & ホームキット

K 4 サイレント ホームキット K 5 サイレント カー & ホームキット

・定格使用時間は最大 1時間／約 1時間ほど使用したら最低 30 分は休ませてください　・電源コードは 5m
・K 4 サイレント のハンドルは組み立て後、取り外し出来ません

トリガーガンと高圧ホース、高圧
ホースと高圧洗浄機本体を工具
を使わずワンタッチで接続でき
るアクセサリーの3点セットです。

クイックコネクト機種用。
しなやかで、扱いやすい高圧ホースのため、より快適に洗
浄できます。ねじれ防止機能により、わずらわしい高圧
ホースのねじれに悩まされることが無くなります。洗浄後
の高圧ホースの片付けもより簡単に行えます。冬場の低
い気温でもホースが硬くならず、しやなかさを保ちます。

クイックコネクトキット 7.5 m

クイックコネクトキット 12 m

高圧ホース（7.5 /12 m）●1

●本製品に適合する延長高圧ホースは「クイックコネクト機種用」になります。
ネジタイプの延長高圧ホースをご使用する場合、本体に延長高圧ホースを
接続し、その先にクイックカップリングを接続してご使用ください。

【延長高圧ホースを併用する場合の注意点】

クイックコネクトキット 7.5 m/12 mプレミアムフレックス高圧ホース 10 m 
ねじれ防止付

●2トリガーガン

●3 クイックカップリング

▲ 画像は7.5mの製品です。12mは一部形状が異なります。

※高圧ホース巻き取りタイプ（K 3.490、K 5 サイレント カー ＆ ホームキット
等）とエンジンタイプには使用できません／12mはエンジンタイプにもご使
用いただけます

※家庭用高圧洗浄機 K 2 ～ K 4に使用可能。ネジ式やホースリール付き
機種には使用できません。
※延長高圧ホースではありません。

※蛇口アダプターは丸型蛇口（蛇口
径約14～17mm）に適合します。

※イラスト：クイックコネクト機種用

標準装備の高圧ホースに
接続し、より広範囲の作
業を可能にします。

※1本のみ接続可能

ネジタイプ用 ※クイックコネクト対応
　機種には接続不可

延長高圧ホース

クイックコネクト機種用

高圧洗浄機 オプションアクセサリー

3 m 水道ホースセット

水道ホース（耐圧タイプ）
3m、逆止弁付マルチコネ
クター、マルチコネクター
（逆止弁なし）、蛇口アダプ
ターの４点セットです。

※ポリタンクは付属しません

水道がない場所でも使えて便利。

自吸用ホース（3m） フィルター
バケツなどにためた水
を使用できます。

汚れた水を吸い上げる
場合に必要です。

蛇口に接続して水道から給水ができ、
先端を交換すれば、バケツなどにた
めた水も使用できます。

自吸・水道兼用ホースセット 3 m

K 4

安心の保証サービス

水冷式静音タイプ

※ユーザー登録が必要です

※

K 5

安心の保証サービス

水冷式静音タイプ

※ユーザー登録が必要です

※
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直径40mm40mm
カーブ内径カーブ内径
70mm以上以上注文番号

J A N
2.643-880.0

4054278246543

注文番号
J A N

2.637-767.0
4002667005646

7.5 m

15 m

※曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能
※70mm以下のカーブの配管には使用不可
※トイレ便器、洗面シンク等のＳ字配管は途中で止まるため使用不可

屋外の配管洗浄に便利です
（内径 40～200mm）。先端の
ノズルから高圧水が逆噴射し
ながら配管に沿って進み、詰
まりを解消します。

パイプクリーニングホース
7.5 m /15 m

注文番号 2.643-240.0
J A N 4039784920989

注文番号 2.640-733.0
J A N 4039784051553

注文番号
J A N

6.296-048.0
4054278529349

注文番号
J A N

6.295-765.0
4039784712300

注文番号 J A N6.295-743.0 4039784712034
注文番号
J A N

6.295-753.0
4039784712133

注文番号 J A N6.295-750.0 4039784712102

2.643-254.0注文番号
J A N J A N

注文番号
J A N

注文番号
J A N

4039784925588
注文番号 2.643-150.0
J A N 4039784858893

注文番号 2.642-783.0
J A N 4039784636538

2.642-871.0
4039784659070

注文番号 2.638-817.0
4002667331448

注文番号 2.643-237.0
J A N 4039784920941

2.643-555.0
4054278014500

注文番号 2.644-063.0
J A N 4054278476476

注文番号 2.644-191.0
J A N 4054278684093

注文番号 2.644-061.0
J A N 4054278476452

注文番号
J A N

2.644-084.0
4054278513652

注文番号
J A N

2.644-248.0
4054278815091

ノズルやアクセサリーを約
40cm延長できます。テラスク
リーナー等の交換用ランスと
してもお使いいただけます。

お掃除をもっと楽しく。もっと便利に。
バリオジョイント

延長ランス

洗浄対象物に合わせてトリ
ガーガンとアクセサリーの角
度をつけることができるアク
セサリーです。

高圧洗浄機用洗浄剤
3 in 1 カーシャンプー（弱アルカリ性）

ユニバーサルクリーナー
(中性)

（弱アルカリ性）3 in 1 ウルトラフォームクリーナー

様々な場所の汚れを効
果的に落とせる多目的
洗浄剤です。

車のボディ・ホイールの汚れに効果的です。

ウルトラフォームセットの付替用です。またはフォーム
ノズルに入れて使用します。

3 in 1 ストーンクリーナー
(中性)

テラス・玄関・外壁など石
材の外気による油性の汚
れや苔などの除去に効果
的です。

鉄や金属を傷めにくいジェ鉄や金属を傷めにくいジェ
ル状の洗浄剤です。

ホイールクリーナープレミアム
（弱アルカリ性）

オプションアクセサリー

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可

延長パイプ 3.7 m

水ハネを防ぎながら玄関先
やテラスの洗浄ができます。
圧力を調節できるので、こ
びりついた汚れ等も木材等
のデリケートな材質も素材
を傷めずに洗浄できます。

テラスクリーナー T 5

ノズルの向きを360度自
由に変えることができ、圧
力の強弱も調節可能なの
で、狭く洗浄しにくい場所
に最適です。

フレキシブル
可変ノズル 360°

水ハネを防ぎながら高圧
洗浄できます。車やバイク、
窓ガラス、シャッター等い
ろいろな所にお使いいた
だけます。

パワーブラシ WB 150

3 in 1 ウルトラフォームク
リーナーとフォームジェット
のセット。抜群の泡立ちと
付着力で汚れを浮かせて
落とします。洗浄剤の量が
調節できるダイヤル付き。

ウルトラフォームセット

車の下まわりや雨どいな
ど届きにくい場所の洗浄
に便利です。

アンダーボディ
スプレーランス

高圧洗浄機

軽度な汚れ用。車や壁面、
シャッターなど、凹凸した
場所の洗浄に便利です。

水ハネを防ぎながらベラン
ダやタイル等が洗浄でき
ます。先端部分が 9 0度
回転するので狭い場所に
も便利です。

ウォッシュブラシ（黒）

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可

洗浄剤を泡状に散布でき
ます。アルカリ性・酸性の
洗浄剤が使用できます。先
端部分を回すと噴射の向
きを変えられます。

フォームノズル

※塩素系洗剤や農薬は使用不可

デッキクリーナー PS 20

回転ブラシ専用アタッチメ
ント。車やバイクのボディ
などデリケートな素材に
最適です。

回転ブラシ専用アタッチメント
カー＆バイク

延長パイプ専用アタッチメント
セット

※細かい傷が付く可能性がありますの
で、色の濃い車にはご使用にならない
でください。

軽い汚れ用。外壁、冊子、シ
ャッター等の洗浄に適し
ています。ブラシはゆっく
り回転します。

回転ブラシ WB 120

※細かい傷が付く可能性がありま
す、色の濃い車のボディ洗浄に
はご使用にならないでください

※製造の都合上、製品の一部に焼き色
等が付着することがありますが、製品
の性能や品質、ご使用に問題ござい
ません

※一部の機種（ショートトリガーガン、フッ
クタイプ（旧）、トルクスタイプ付きの高
圧洗浄機、モバイル高圧洗浄機KHB）
には、ご使用できません。

約2.2～3.7mまで調節可能。
届きにくい場所も洗浄でき
ます。

※ご使用には延長パイプ 3 . 7 m
（2.644-248.0）が必要です

延長パイプと併用すること
で、高所洗浄の幅が広がり
ます。２種のアタッチメン
ト付きなので洗浄対象物
に合わせて選択できます。
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バッテリー製品 バッテリー製品

注文番号 1.328-104.0

J A N 4054278631561

注文番号 2.644-056.0
JAN 4054278474557

注文番号 2.644-018.0
JAN 4054278338217

注文番号 2.644-057.0
JAN 4054278474564

注文番号 2.644-124.0
JAN 4054278549279

注文番号 2.644-135.0
JAN 4054278588315

1.117-223.0

4054278631578

注文番号
J A N

KHB 5 バッテリーセット
最大許容圧力
最大吐出水量
連続使用時間（満充電時）
充電時間（100％）

2.4 MPa
200 L /h

約 10 分（バッテリーパワー18V2.5Ah満充電時）※1

電源
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量
標準装備品

バッテリーパワー 18 V
365×105×295 mm

2.7 kg（バッテリー、アクセサリーなし）

製 品 名

KHB 5 
バッテリーセット

K 2 
バッテリーセット KHBは他の高圧洗浄機と圧

力・水量が違うため、専用のア
クセサリーを使用してくださ
い。

5-in-1 
マルチジェット

デッキクリーナー
PS 20

フレキシブル
可変ノズル360°

自吸用ホース

使い方広がる! オプションアクセサリー（KHB専用）

5つのモード（直噴、フ
ラットジェット、リンス
ジェット、ミスト、散水）
に対応した1台5役の
多機能ノズル。

ノズルの向きを自在
に変えられるので、洗
浄しにくい場所での
洗浄に。

ポリタンクやバケツ、
お風呂などのため水
を利用できるようにな
ります。

フォームノズル

水ハネを防ぎながら
効率的にベランダや
タイル等の洗浄が可
能に。

モバイル高圧洗浄機
コードレスで手持ちタイプのバッテリー式モバイルクリーナーです。電源が確保しづらい
アウトドアでの使用はもちろん、家まわりの洗浄など日常使いでも大活躍します。

コードレス高圧洗浄機
コードレスで機動力にすぐれたバッテリー式の高圧洗浄機です。お庭・家庭菜園スペースでの洗
浄やマンション共用スペースでの洗車など、場所もシーンも選ばず多彩な使い方ができます。

1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、
バッテリーパワー 18V2.5Ah、
18V専用充電アダプター、本体側カップリング

KHB専用設計の
アクセサリー

青色が目印バッテリーパワーについては22ページへ
バッテリーパワーについては22ページへ

※高圧洗浄機  K 2 ～ K 5 には適合しません。

310分※2

※1 別売りの18V5.0Ah使用時は約 20分　 ※2セット品に同梱している充電アダプター使用時。別売りの急速充電器を使用した場合は 83分で 100%充電。

使いみち広がるバッテリー1

1

バッテリーが外付式のため、予
備バッテリーを用意すれば残量
を気にせず満足のいく洗浄を実
現します。

軽量で、持ち運び楽々3

3

バッテリー込でも6.9kgと、軽量
化を実現。どこへでもストレスな
く持ち運びができます。

使いやすさとパワーを両立2

2

使用シーンを選ばない抜群の使
いやすさと、電源コード付きと変
わらないパワフルな洗浄力を同
時に実現しました。

※セット品に同梱している充電バッテリー使用時。別売りの急速充電機を使用した場合は 138分で 100％充電。

・1ジェットノズル
・サイクロンジェットノズル
・トリガーガン
・高圧ホース(4 m)

・バッテリーパワー 36V5.0Ah

・36V専用充電アダプター
・本体側カップリング

11 MPa
340 L/h

バッテリーパワー 36 V

最大許容圧力
最大吐出水量
電源
連続使用時間（満充電時）

600分※充電時間（100％）
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量
標準装備品

245×303×629 mm
4.5 kg（バッテリー・アクセサリーなし）

K 2 バッテリーセット製 品 名

約14分：標準モード
（1ジェットノズル使用時）
約8分：ブーストモード

(サイクロンジェットノズル使用時） 泡立ちやすい洗浄剤を
泡状にして塗布できま
す。
※塩素系潜在や農薬はご使用い
ただけません。
※KHB 5 バッテリーに使用す
る場合は、KHB専用ランス
（2.644-173.0）をご購入くだ
さい。
※ 5 - i n - 1マルチジェット
（2.644-056.0）、フレキシブ
ル可変ノズル（2.644-057.0）
をお持ちの方は、専用ランス
の購入は不要です。

コードレスで
さらに
使いやすく

コードレス
だけど
パワフル

NEW
2021
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バッテリー製品 バッテリー製品

J A N 4054278635118 4054278633909 4054278633893

注文番号
J A N

2.445-038.0

4054278557410

2.445-039.0

4054278557434

注文番号 2.445-059.0 2.445-060.0 2.445-061.0

バッテリーパワー
18V2.5Ah

バッテリーパワー
18V5.0Ah

バッテリーパワー
36V5.0Ah

急速充電器
BC 36V

急速充電器
BC 18V

オプションアクセサリーバッテリーパワー製品共用

バッテリー本体に
LCDディスプレイを
搭載。バッテリー残
量や充電完了までの
時間が表示されます。

リアルタイムテクノロジー1
保管時に充電レベル
を自動的に約70％に
維持することで、バッ
テリーの急激な劣化
を防ぎ、バッテリーの
寿命を延ばします。

オート
保管モード2

バッテリーパワー
現在発売中、又は今後発売されるバッテリーパワー対応製品と共用できるので、電源環境が
ない場所でもケルヒャー する楽しさが無限に広がります。また標準装備品と併用することで、
バッテリー切れによる作業中断を防ぎます。

本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量
電源
充電時間（100％）※

133×88×50 mm
約0.5kg

310分

製 品 名 バッテリーパワー
18V2.5Ah

133×88×72 mm
約0.8kg

585分
リチウムイオンバッテリー

バッテリーパワー
18V5.0Ah

133×88×118 mm
約1.5kg

600分

バッテリーパワー
36V5.0Ah

本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量
充電可能容量
充電時間

184×133×87 mm
約0.7kg

18V
2.5Ahバッテリーを44分で
80％充電（83分で100％充電）
5.0Ahバッテリーを94分で
80％充電（143分で100％充電）

5.0Ahバッテリーを98分で
80％充電（138分で100％充電）

184×133×87 mm
約0.8kg

36V

製 品 名 急速充電器
BC 18V

急速充電器
BC 36V

※セット品に同梱している充電アダプター使用時。　バッテリーパワーには充電アダプターは同梱していません。

※ご使用になる機器の電源（V）を確認の上、バッテリーパワー製品共用オプションアクセサリーをご購入ください。
18Vと 36Vのオプションアクセサリーに互換性はありません。

製 品 名

モバイル高圧洗浄機
KHB 5 バッテリーセット
KHB 6 バッテリーセット

コードレス高圧洗浄機
K 2 バッテリーセット

乾湿両用コードレスバキュームクリーナー
WD 1 バッテリーセット

18V2.5Ah 18V5.0Ah 36V5.0Ah

詳細は7ページ、21ページへ

詳細は20ページへ

詳細は41ページへ
※IPX5 対応：内径 6.3mm のノズルを用いて、約 3m の距離から約 12.5リットル / 分の水を 3 分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる
噴流水によっても、バッテリーとしての性能を保つことを意味します。
※本製品は完全防水ではありませんので、水中に沈めないでください。

IPX5の防水※機能を
搭載。屋外での水を
使った洗浄作業にも
安心です。

防水※3

2019



24 25

バッテリー製品 スイーパー

注文番号
J A N

注文番号 2.643-871.0
JAN 4054278243252

注文番号 2.643-870.0
JAN 4054278243238

注文番号 2.643-875.0
JAN 4054278243245

注文番号 2.644-125.0
JAN 4054278552712

注文番号 2.644-169.0
JAN 4054278622811

注文番号
J A N

1.766-320.0

4054278247922

1.680-020.0

4054278636351

OC 3
吐出圧力
吐出水量
給水タンク容量
連続使用時間（満充電時）
充電時間
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量
標準装備品

0.5 MPa
2 L /min

4 L
約 15 分
約 3 時間

277×234×201 mm
2.2 kg

充電アダプター

製 品 名

OC 3

給水ホース ウォッシュブラシ シャワーノズル 直噴ノズル

使い方広がる! オプションアクセサリー（マルチクリーナー専用）

※ポリタンクは付属しません

※ペットへの使用不可

付属の給水タンク以
外の、より大きなポリ
タンクやバケツから
給水できます。広い
範囲を洗浄したいと
きにおすすめです。

シャワーのような柔
らかな水圧になりま
す。散歩後のペットの
手足の洗浄や、海水浴
後のシャワーの代わ
りにも使用できます。

手の届きにくい場所
や狭いすき間の洗浄
に適しています。標準
ノズルより強力で細
い水流を噴射します。

スプラッシュガード

水ハネを防ぐことが
できるので、より快
適に洗浄できます。
コンパクトに折り畳
めるので、収納場所
に困りません。※細かい傷がつく可能性

がありますのでご注意
ください

自転車細部の洗浄
やアウトドア用品の
ドロ汚れを落とした
い時に便利なブラ
シです。

マルチクリーナー
給水タンク一体型のバッテリー内蔵式洗浄機です。低圧（水道圧の約2倍）の水流で洗浄します。
電源と水道を必要としないため、外出先でも手軽に洗浄できます。

押して歩くだけでしっかりゴミやちりを掃き取ります。

工具いらずの取り付けなので、簡単、
かつスピーディなセットアップ。

サイドブラシ固定スクリュー1

たっぷり 20L 容量。自立するので、
ゴミの分別が簡単に楽に行えます。

自立型のダストコンテナ2

工具も使わず簡単に外せるので、
ゴミに触れることなく捨てられます。

手を汚さずにゴミ捨て3

1 2 3

製品名 S 4
作業幅
清掃能力
コンテナ容量
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量

510 mm
1,800 m2/h

20 L
760×600×940 mm

9.8 kg

スイーパー

S 4

家まわり、倉庫の清掃に。サイドブラシが壁際のゴミも効率
よく掃きこみます。

いつでも
どこでも
簡単洗浄

掃き込みイメージ



回転ウォータージェット

注文番号
J A N

1.645-602.0

4054278674674

電源
スプレイパターン
回転数（回転 /分）
回転ジェット機能連続使用時間※

使用圧力
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量

3 V（単３形乾電池 1.5V×2個）
直噴ジェット、回転ジェット

約 600-1100
約 60 分
最大 1 MPa

165×60×203 mm
0.3 kg

製品名 WBS 3

WBS 3

ワンタッチで
簡単接続。

蛇口を開いて洗浄開始！水道ホースのコネク
ターに接続します。

洗浄に最適な新感覚の散水スプレーガン

※新品の単３形乾電池（1.5V2Ah）×２コ使用時。直噴ジェット機能は電池なしでも使用可能です。

※コネクターは別売です。

使い方はカンタン!

1 洗浄時間 最大50％短縮
2 最適な水流パターンで洗浄効率アップ

準備も操作も簡単なので、日々の家まわり、お庭まわりの洗浄にご使用いただけます。

直噴ジェットの勢いはそのま
まに、独自の回転ジェットで洗
浄幅が広く効果的に洗浄。

回転ジェット
高精度なメタルノズルで、洗
浄したい場所にピンポイント
で勢いのある水を噴射。

直噴ジェット

水流の切り替えは
手元で

直噴
回転

1 2 3

カチッ

コンパクトホースリール万能口金（大）付

スパイラルホースセット万能口金（大）付

※高圧洗浄機には接続不可

多機能散水ランス

プレミアム回転スプリンクラー RS 130/3 スプレーガンプラス

逆止弁付
マルチコネクター

スプレーノズル

首振りスプリンクラー
OS 3.220

首振りスプリンクラー
OS 5.320 S

6種類の散水パターンが選
択できます。伸縮タイプなの
で最大105cm先まで散水
できます。

10m＋2mのホースが付いた、
コンパクトなサイズのホース
リールです。

ホース＋大型タイヤ付ホースリール。
広い場所でも散水に便利な20mの
ホースリールです。

散水用のスプリンクラー。旋
回アームが可動し4つの散水
角度(全範囲、小範囲、左範囲、
右範囲 )が設定できます。

散水シリーズ お庭のお手入れがもっと楽しくなります。

最大 220 ㎡

最大320 ㎡

ホーストロリー

※高圧洗浄機には接続不可

※高圧洗浄機には接続不可

〈パターン例〉

ベランダや玄関等の使用に最
適な、10mタイプの伸縮可能
なスパイラルホースセットです。

※K 2シリーズ、KHBシリーズのみ使用可能

回転式スプリンクラー。3本のアーム
で円形に、広範囲に散水できます。
散水範囲は半径6.5m（直径13m）。

ノズル先端部を左右に回して
散水パターン（ストレート～霧
状）を調節可能。水量は黄色い
レバーで無段階に調節できま
す。また、ヘッドの向きは180
度変えることができます。

※別途蛇口側のカップリングが必要

ノズル先端部を左右に回して
散水パターン（ストレート～霧
状）を調節することができます。
水量は黄色いレバーで無段階
に調節できます。

散水ノズルと水道ホース
（内径13～19mmに適合）
の接続に使用。ワンタッチ
でコネクターの着脱ができ、
水を止めずにノズル交換が
できます。

内径9mm（外径11mm）

※内径13～19mmまでの耐圧ホースが必要
※水道ホースと接続するには、別売りの逆止弁付マ
ルチコネクターが必要

※内径13～19mmまでの耐圧ホースが必要
※水道ホースとの接続には、別売り逆止弁付
　マルチコネクターが必要

※内径13～19mmまでの耐圧ホースが必要
※水道ホースとの接続には、別売り逆止弁付
　マルチコネクターが必要

2.645-137.0注文番号
J A N 4039784426368

2.645-267.0注文番号
J A N 4054278047522

2.645-295.0注文番号
J A N 4054278190693

2.645-166.0注文番号
J A N 4039784523456 

9.548-980.0注文番号
J A N 4515413006960

2.645-292.0注文番号
J A N 4054278190662

2.645-268.0注文番号
J A N 4054278047539

2.645-019.0注文番号
J A N 4039784289024

2.645-134.0注文番号
J A N 4039784426344

2.645-133.0注文番号
J A N 4039784426337

高圧洗浄機にも使えるホースリール

※K 2シリーズ、KHBシリーズのみ使用可能

使い方広がる
洗浄パワー

簡単
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スチームクリーナー

カーペット

畳
スティッククリーナー スチームクリーナー

衣類の消臭

スチームクリーナー

キッチン 換気扇
スチームクリーナー

スチームモップ

フローリング

窓用バキュームクリーナー

窓

窓サッシ
スチームクリーナー

スチームクリーナー

浴室・洗面所

玄関
乾湿両用バキュームクリーナー

室内の清掃に便利なクリー

ナーを紹介します。

ケルヒャーの清掃力で毎日

の掃除がもっとラクに、楽し

くなります！

インドア製品
家中のさまざまな
場所で大活躍 !
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毎日手軽に
お掃除したい

P33へ

連続使用時間
約6分 約30分 給水により連続使用 給水により連続使用

ヒートアップ
タイム 約3分 約6分 約4分　

選べる ケルヒャーのスチームクリー ナー

休日まとめて
お掃除したい

P34へ

簡単に
すぐ使いたい

P35へ

頑固な汚れを
落としたい

P36へ

SC 4 EasyFix

家電店のみのお取扱い

SC 4 EasyFix
プレミアム

SC 3 EasyFix

家電店のみのお取扱い

SC 3 EasyFix
プレミアム

SC 2 EasyFix

家電店のみのお取扱い

SC 2 EasyFix
プレミアム

SC 1 EasyFix

家電店のみのお取扱い

SC 1 EasyFix
プレミアム

約35秒

ケルヒャースチームで家の中のすみずみまで、掃除し  ながら除菌できる！

フローリングやキッチンの床

水栓（蛇口）まわり

ダイニングテーブル

窓・サッシレール

換気扇・レンジフード

まな板

排水口

チャイルドシート

浴室

網戸

ドアノブ

カーペット
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スチームクリーナー スチームクリーナー



注文番号
J A N

ヒートアップタイム
スチーム吐出圧力
スチーム連続噴射時間
清掃面積
消費電力
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量

1.516-336.0 1.516-378.0

4054278484617 4054278484624
＊第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで 30 秒間噴射するとウイルスを 99.999% 除去すると
いう結果が出ました。ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを 99.99% 除菌することができ
ます。（表面の硬い場所を清掃した場合）
※1）水温20℃の場合　※2）一般的な住宅汚れに対し、1回の給水で清掃できる面積の目安

SC 1 EasyFix SC 1 EasyFix プレミアム製品名
約 3 分※1

0.3 MPa
約 6 分

20 m2※2

1200 W
321×127×186 mm

1.6 kg

BATH ROOM 浴室／洗面所

蛇口 排水口 浴槽や壁

ENTRANCE 玄関

玄関床

KITCHEN 台所

コンロ シンクや水栓 レンジフード

WINDOW 窓

サッシのレール

窓

網戸

FLOOR 床

LIVING リビング

ドアノブ 絨毯やラグ 玩具や
ぬいぐるみ

フローリング コンクリートや
タイル床

JAPANESE ROOM
和室

畳

パイプ（2本）

イージーフィックス
フロアノズル用

マイクロファイバークロス

ハンドブラシ用
マイクロファイバーカバー

ボイラー洗浄剤
パウダータイプ

延長スチームホース延長スチームホース
イージーフィックス
フロアノズル用

マイクロファイバークロス（2枚）

ハンドブラシ用
マイクロファイバーカバー

（2枚）

計量カップ パイプ（2本） ボイラー洗浄剤
パウダータイプ

計量カップ延長スチームホース

イージーフィックス
フロアノズル

ハンドブラシ ノズルヘッド
ブラシ2個

（黒1個/黄1個） イージーフィックス
フロアノズル

ハンドブラシ ノズルヘッド
ブラシ3個

（黒2個/黄1個）

スポットノズル

スチームクリーナー
家中まるごとケルヒャーする？
スチームクリーナー１台で、家中のいろいろな場所をスッキリきれいにお掃除できます。
洗剤を使わずに、99.99％＊除菌できます。

STEP.1 STEP.2 STEP.3

クロス・カバー高温スチーム（約100℃）の
力で、汚れを浮かせて落とす
クリーナーです。洗剤を使用
しないので、小さなお子様や
ペットのいるご家庭でも安心
してお使いいただけます。 スチーム（蒸気）を

汚れに当てる。
熱と水分で
汚れがゆるむ。

ゆるんだ汚れを
拭き取る。

家電店のみのお取扱い

軽量コンパクト

毎日手軽に

ヒートアップ3分

SC 1 EasyFix
SC 1 EasyFix
プレミアム

洗剤不要

除菌

＊

標準装備品 標準装備品

スチームクリーナーとは？

スティックスチーム®クリーナー 毎日手軽にお掃除したい方にオススメ

手早く簡単に
クロスを着脱

手を汚さずに
取り外し

収納も簡単
コンパクト設計
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スチームクリーナー スチームクリーナー



約 6 分※1

0.32 MPa
約 30 分
75 m2※2

1500 W
380×254×260 mm

2.9 kg

1.512-059.0 1.512-093.0

4054278484174 4054278484181

注文番号
J A N

ヒートアップタイム
スチーム吐出圧力
スチーム連続噴射時間
清掃面積
消費電力
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量

SC 2 EasyFix SC 2 EasyFix プレミアム製品名

注文番号
J A N

ヒートアップタイム
スチーム吐出圧力
スチーム連続噴射時間
清掃面積
消費電力
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量

1.513-117.0 1.513-164.0

4054278477855 4054278477862

SC 3 EasyFix SC 3 EasyFix プレミアム製品名
約 35 秒※1

最大 0.35 MPa
給水により連続使用※2

75 m2※3

1500 W
360×236×253 mm

3.1 kg

イージーフィックスフロアノズル用
マイクロファイバークロス

ハンドブラシ用
マイクロファイバーカバー

パイプ（2本） ボイラー洗浄剤パウダータイプ

イージーフィックスフロアノズル用
マイクロファイバークロス（2枚）

ハンドブラシ用
マイクロファイバーカバー（2枚） パイプ（2本） ボイラー洗浄剤パウダータイプ

イージーフィックスフロアノズル ハンドブラシ ノズルヘッド

ブラシ2個
（黒1個/黄色1個）

イージーフィックスフロアノズル ハンドブラシ ノズルヘッド

ブラシ3個
（黒2個/黄1個） スポットノズル

イージーフィックスフロアノズル用
マイクロファイバークロス

ハンドブラシ用
マイクロファイバーカバー

パイプ（2本）

イージーフィックスフロアノズル用
マイクロファイバークロス（2枚）

ハンドブラシ用
マイクロファイバーカバー（2枚） パイプ（2本）スケール除去カートリッジ スケール除去カートリッジ

イージーフィックスフロアノズル ハンドブラシ ノズルヘッド

ブラシ2個
（黒1個/黄色1個）

イージーフィックスフロアノズル ハンドブラシ ノズルヘッド

ブラシ3個
（黒2個/黄1個） スポットノズル

＊第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで 30 秒間噴射するとウイルスを 99.999% 除去すると
いう結果が出ました。ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを 99.99% 除菌することができ
ます。（表面の硬い場所を清掃した場合）
※1）水温20℃の場合　※2）定格使用時間2時間　※3）一般的な住宅汚れに対し、1回の給水で清掃できる面積の目安

＊第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで 30 秒間噴射するとウイルスを 99.999% 除去すると
いう結果が出ました。ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを 99.99% 除菌することができ
ます。（表面の硬い場所を清掃した場合）
※1）水温 20℃の場合　※2）一般的な住宅汚れに対し、1 回の給水で清掃できる面積の目安

家中をシッカリお掃除したい方にオススメスタンダードモデル

SC 2 EasyFix
SC 2 EasyFix
プレミアム

標準装備品 標準装備品 標準装備品 標準装備品

家電店のみのお取扱い 家電店のみのお取扱い

オールラウンドモデル
スチームクリーナー

簡単準備

給水で連続使用

手早く掃除

連続噴射30分

強力スチーム

たまった汚れに

簡単に、すぐに、長く使いたい方にオススメ

SC 3 EasyFix
SC 3 EasyFix
プレミアム

多彩な用途
手早く簡単に
クロスを着脱

手を汚さずに
取り外し

洗剤不要

除菌

＊
洗剤不要

除菌

＊

ヒートアップ35秒 連続使用可能
スケール除去
カートリッジ
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スチームクリーナー スチームクリーナー



2.863-061.0注文番号
J A N 4002667015577

2.863-296.0注文番号
J A N 4054278479033

2.863-270.0注文番号
J A N 4054278317274

2.863-018.0注文番号
J A N 4054278026213

6.295-982.0注文番号
J A N 4054278283272

2.863-280.0注文番号
J A N 4054278349664

2.863-298.0注文番号
J A N 4054278504056

2.863-300.0注文番号
J A N 4054278516356

2.863-159.0注文番号
J A N 4039784060142

2.863-263.0注文番号
J A N 4054278315911

2.863-025.0注文番号
J A N 4054278180502

2.863-282.0注文番号
J A N 4054278420684

注文番号
J A N

ヒートアップタイム
スチーム吐出圧力
スチーム連続噴射時間
清掃面積
消費電力
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量

約 4 分※1

0.35 MPa
給水により連続使用※2

100 m2※3

1500 W
380×251×273 mm

4.1 kg

1.512-457.0 1.512-486.0

4054278484198 4054278484204

SC 4 EasyFix SC 4 EasyFix プレミアム製品名

＊第三者機関調べ。ケルヒャースチームクリーナーをスチーム最大量モードで 30 秒間噴射するとウイルスを 99.999% 除去すると
いう結果が出ました。ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを 99.99% 除菌することができ
ます。（表面の硬い場所を清掃した場合）
※1）水温20℃の場合　※2）定格使用時間2時間　※3）一般的な住宅汚れに対し、1回の給水で清掃できる面積の目安

オプションアクセサリー

ブラシ4個組（黒 2個黄 2個）

スケール除去カートリッジ

※材質により傷が付きますのでご注意ください

スチームクリーナー

ハンドブラシ用
マイクロファイバーカバー
2枚組

イージーフィックス
フロアノズルセット

スポットノズルセット
（スポットノズル＋延長ノズル）

窓用ノズル

イージーフィックス用
マイクロファイバー
クロスセット 2枚組 お風呂、台所、トイレなど、色で使

い分けできます。

カートリッジが水あかの成分を除去
するので、内部ボイラー洗浄が不
要です。

ボイラー洗浄剤
パウダータイプ 3包入り
スチームクリーナーのボイラー内部
に付着した水あかを除去します。

家庭用スチームクリーナー全機
種に対応します。

手を汚さずに交換
ができます。

ゴムで簡単着脱。
ハンドブラシ全
機種に対応。

スチームをガラスに吹きかけ、スク
イジーで汚れを拭い取ります。
※対象物に予熱を与えてご使用ください
網入りガラスにはご使用いただけません ※SC 3 EasyFix 、

SC 3 EasyFix 
プレミアム 専用

スチームを集中して出すことの
できるスポットノズル（黄）と、延
長ノズル（黒）のセットです。

スチームターボブラシ
ブラシ先端が振動するので力
を入れずに汚れを落とせます。
通常のブラシよりも洗浄時間
を 50％短縮します。

ブラシ 3個組（真ちゅう製）
こびりつきのひどい汚れなどに
効果的です。
※材質により傷がつきます
のでご注意ください

イージーフィックス用
カーペットグライダー
カーペットをスチームクリー
ナーで清掃するためのアクセサ
リーです。

イージーフィックス用
使い捨てクロス 15枚入り
汚れたクロスを洗う必要がない、
衛生的なクロスです。

家中の頑固な汚れをシッカリお掃除したい方にオススメ家庭用最上位モデル

SC 4 EasyFix
SC 4 EasyFix
プレミアム

標準装備品 標準装備品

家電店のみのお取扱い

パイプ（2本）

イージーフィックスフロアノズル

イージーフィックスフロアノズル用
マイクロファイバークロス

ハンドブラシ用
マイクロファイバーカバー

ハンドブラシ

ボイラー洗浄剤パウダータイプ

真ちゅうブラシノズルヘッド
ブラシ2個

（黒1個/黄1個）

ビッグブラシ

ビッグブラシ用
カバー

パイプ（2本）

イージーフィックスフロアノズル

イージーフィックスフロアノズル用
マイクロファイバークロス（2枚）

ハンドブラシ用
マイクロファイバーカバー（2枚）

ハンドブラシ

ボイラー洗浄剤パウダータイプ

真ちゅうブラシ（2個） スポットノズルノズルヘッド
ブラシ4個

（黒2個/黄2個）

ビッグブラシ

ビッグブラシ用
カバー

窓用スクイジー

給水で連続使用

強力スチーム

頑固な汚れに

洗剤不要

除菌 給水しながら
連続使用可能

手早く簡単に
クロスを着脱

手を汚さずに
取り外し

＊
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フロアクリーナー スティッククリーナー

電源
オフ 電源

オン

31

前後左右に動くヘッド 壁際までお掃除可能

2 3

すぐに
手軽に
サッとキレイ

床面バクテリア
＊

除去
99.97%

＊試験方法　細菌を付着させた床面をフロアクリーナーで5往復（50 cm/sec）し、直後の付着菌数を測定
試験結果　清掃後の除菌率99.97%
試験機関　一般財団法人　北里環境科学センター
報告書No.　北生発2019_0123号

スティックを倒すだけで電源が入る
ので、お掃除が手軽にできます。
ゴミはダストボックスを引き出して
捨てるだけです。

デザイン性にも優れた自立型の製品
です。部屋の隅に置いてもインテリ
アを損なうことはありません。

90 度に倒せるスティックで、家具下
約 10cmの隙間までお掃除できます。
ヘッドは前後左右に動くため掃除し
ながらの移動がとてもスムーズです。

スティックが電源スイッチ1 収納に便利な自立型3家具の下や壁際にも届く2

スティッククリーナー

KB 5 イエロー KB 5 ホワイト

室内に落ちているゴミをすぐに手軽にキレイにできる、コードレスタイプのクリーナーです。
掃除機より手軽で、ほうきより便利に、お掃除を快適にします。

フロアクリーナー
掃除機では取り除けない汚れを水拭きでしっかり拭き取り。
コードレスで快適に、清潔に。

連続使用時間（満充電時）
充電時間
清掃幅
ダストボックス容量
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量
標準装備品

フローリング 約 30 分 ／ カーペット 約 20 分
約 3 時間
210 mm
370 mL

215×230×1120 mm
1.2 kg

充電アダプター 1 個

KB 5 イエロー KB 5 ホワイト製品名

連続使用時間（満充電時）
充電時間
清掃幅
清掃面積（1回の充電）
給水タンク／汚水タンク容量

約 20 分
約 4 時間
300 mm
約 60 m2

360 mL／140 mL

本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量
標準装備品

305×226×1170 mm
2.5 kg

FC 3d製品名

家電店のみのお取扱い
FC 3d

・ローラー（黒2本 /黄2本）
・本体とローラー用スタンド
・充電アダプター

※給水タンクを満水360mLで掃除すると
汚水タンク回収容量は140mLになります

ケルヒャーの水拭き掃除メカニズム
きれいな水をマイクロファイバー製のローラー
に供給。ローラーは適度に濡れた状態を保ち
ます。

ローラーが自動回転して汚れを拭き取ります。

汚れはタンクに回収。汚れを広げません。

1

2

3

1

2 3

自立型の専用スタンドで
簡単収納

充電式コードレスタイプ

2.055-006.0注文番号
J A N 4054278237541

ローラー（黄） 2本セット

2.055-007.0注文番号
J A N 4054278237558

ローラー（黒） 2本セット

6.295-944.0注文番号
J A N 4054278212326

フロアクリーナー用
洗浄剤

オプション
アクセサリー

注文番号 1.258-018.0

JA N 4054278365671

1.258-016.0

4054278365688

注文番号 1.055-371.0

JA N 4054278628219



注文番号 1.633-224.0

JAN 4054278670775

1.633-225.0

4054278670768

連続使用時間（満充電時）
充電時間
清掃幅
清掃面積
汚水タンク容量
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量
標準装備品 ・スプレーボトル 1個　・ワイプパッド 1枚

・窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤 1個
・充電アダプター 1個

約 25 分
約 100 分
250 mm
約 55 m2

100 mL
130×250×275 mm

500 g

・スプレーボトル 1個　・ワイプパッド 2枚
・窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤 4個
・充電アダプター 1個

WV １ プレミアム LRWV １ プラス LR製品名

注文番号
J A N

注文番号
J A N

窓用バキュームクリーナー
専用洗浄剤（4個入）
内容量
20 mL/1個

注文番号
J A N

ワイプパッド2枚組（窓用）
両端をゴムで差し込む
タイプには使用できません。

ブロア機能
電源
連続使用時間（満充電時）
充電時間（100％）

●
バッテリーパワー 18 V

約 10分（バッテリーパワー18V2.5Ah満充電時）※1

310 分※2

コンテナ容量
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量
標準装備品

7 L
386×279×312 mm

3.1 kg（バッテリー、アクセサリーなし）

製品名 WD 1 バッテリーセット

注文番号
JAN

・ハンドグリップ付きサクションホース
・すきまノズル
・スモールノズル
・紙パック（1枚）
・筒型フィルター（固定ノブ付き）
・バッテリーパワー 18V2.5Ah
・18V専用充電アダプター

1.198-306.0

4054278648217
※1 別売りの 18V5.0Ah 使用時は約 20 分
※2 セット品に同梱している充電アダプター使用時。別売りの急速充電器を使用した場合は 83分で 100%充電。

窓用延長ポール

（最長 約 1.5 m）

オプションアクセサリー

窓用バキュームクリーナー

WV １ プラス  LR

乾湿両用コードレスバキュームクリーナー
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミも吸引できます。
ブロア機能付きで、いろいろなシーンに活躍します。

ケルヒャーが開発した、窓やガラス面を手軽で簡単にキレイにできるコードレスのクリーナーです。
浴室の水滴、冬場の結露、洗車後の窓の拭き上げにも最適です。

WD 1 バッテリーセット

WV １ プレミアム  LR
家電店のみのお取扱い

バッテリーパワーについては22ページへ

使い方簡単&
コンパクト収納

ホースもバッテリーも、ワンタッチ
で装着可能。使いたい時に、即座
に使用できます。

お手入れも簡単。場所を選ばず、
コンパクトに収納できます。

窓そうじ

を3倍
速く!

車内清掃に
最適

ブロア機能付
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窓用バキュームクリーナー 乾湿両用バキュームクリーナー



注文番号
JA N

乾湿両用バキュームクリーナー

ブロア機能
フィルタークリーニング機能
消費電力
吸引仕事率
コンテナ容量
汚水回収量
本体寸法（長さ×幅×高さ）
本体質量

※ 標準装備の紙パックあるいはフィルターパックは1枚

エコフィルター

WD 1 バッテリーセット 用

WD 2 用

WD 5 用

WD 1 バッテリーセット、
WD 2、WD 3 用
筒型フィルター（固定ノブ付）

WD 1 バッテリーセット、
WD 2、WD 3 用
スポンジフィルター

WD 5 用

乾湿切換え式フロアノズル
ノズルに付属するスイッチ1つ
で乾式と湿式を切換えること
ができます。

ブラシキット

スポンジフィルター用
スポンジフィルター/キャップ

紙パック（5枚組） 筒型フィルター・固定ノブ

キャップ

車内や室内の清掃時に掃除
機のハンドルに取り付けてホ
コリやゴミを吸い取ります。

●ブラシ白：硬め
車内の足元やカーペットの清掃に。

●ブラシ茶：柔らかめ
エアコンの吹き出し口や車内、室内
などの清掃に。

水や湿ったゴミ用の
フィルターです。

乾いたゴミ、ホコリの吸引には、
紙パックの使用をおすすめい
たします。水や湿ったゴミを吸
引する場合は、紙パックを外
します。

合成繊維フィルターパック
（4枚組）
紙パックの約2倍（当社比）の
集塵量と清掃面積を誇ります。
吸引力が低下しにくく、丈夫で
長持ちします。

乾湿両用なので水を吸引する
際にフィルターを交換する必
要がありません。

ハウスキット
室内床用のフロアノズルと、
イスやソファなどに便利な家
具用ノズルのキットです。

・床用ノズル× 1
・小型ノズル× 1

電動工具用ホースキット
電動工具（グラインダー、ドリ
ル、糸ノコなど）を接続して削
りくずなどを集塵します。

固定ノブ

きめ細かなフィルターなので、
細かいゴミやホコリをしっか
り吸引します。

※WD 5 標準装備品

カーインテリア
クリーニングキット
車内清掃に便利なキット。フ
ロアマットやシート、ダッシュ
ボード、トランクルームなどあ
らゆる場所の清掃に便利です。

水で濡れた床の掃除 ゴミを吹き飛ばして収集
（ブロア機能）

屋外の掃除 車内の掃除

WD 2 WD 3 WD 5製品名

WD 2 WD 3 WD 5

ー
ー

900 W
170 W
12 L
3 L

369×337×430 mm
4.7 kg

●
ー

900 W
190 W
17 L
8 L

388×340×525 mm
5.8 kg

●
●

900 W
190 W
25 L
13 L

418×382×652 mm
8.2 kg

使い方広がる! オプションアクセサリー

WD 1 用

WD 2、WD 3 用

1.629-777.0

4054278192680

1.629-854.0

4054278192673

1.348-201.0

4054278192666

5.731-595.0注文番号
J A N 4002667380972

9.036-691.0注文番号
J A N 4002667792768

2.863-005.0注文番号
J A N 4039784945234

2.863-221.0注文番号
J A N 4054278042060

2.863-297.0注文番号
J A N 4054278502946

6.904-322.0注文番号
J A N 4039784059290

WD 3 用
6.959-130.0注文番号

J A N 4002667014358

2.863-006.0注文番号
J A N 4039784945241

6.414-552.0注文番号
J A N 4002667347937

4.075-012.0注文番号
J A N 4002667441338

2.863-000.0注文番号
J A N 4039784973336

2.863-002.0注文番号
J A N 4039784973343

2.863-112.0注文番号
J A N 4039784001596

2.863-304.0注文番号
J A N 4054278656342

ブロア機能付 ブロア機能付
ウェット&ドライ
フィルター交換不要
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乾湿両用バキュームクリーナー 乾湿両用バキュームクリーナー




