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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。

お客様専用ダイヤル
ご購入前のご相談、使い方などについて
も、専門のスタッフがお電話でご説明
させていただきます。

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
お客様のご自宅やご指定の場所に伺い、修理品の梱包・
引き取りから修理完了後に修理品をお届けまで全て
を代行するサービスです。

●修理・アフターサービスのご案内や修理金額等の詳細
は、下記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、すみやかにご対応
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、2018年2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。
■家庭用製品のため業務でご使用の場合、保証対象外になる場合があります。
■販売店により取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。
■パッケージに記載の製品仕様は実際の製品と異なる場合があります。

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、水道ホース、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

0120-60-3140

水冷式静音タイプ

※ユーザー登録が必要です

※

安心の保証サービス

受付時間 9:00～12:00  13:00～17:00
　　　　 月曜日～金曜日（祝日、当社休日除く）

本社 〒222-0032
神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番地3
Tel 045-438-1400   Fax 045-438-1401

www.kaercher.com/jp/

お客様が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

●お取引先様、販売店様はご指定の窓口へお問い合わせください。

H&G 001-14(H&G Lineup-A_1804) ケルヒャー ジャパン
創立30周年
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1935 年に創業し、195 0 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 8 0 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。

1985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
　マルチクリーナー
　スティッククリーナー
　窓用バキュームクリーナー

■アウトドア製品
□高圧洗浄機
　高圧洗浄機 選び方のポイント
　ケルヒャーの高圧洗浄機はココが違う！
　ラインナップ
　オプションアクセサリー
□スイーパー
□散水シリーズ

P4-5

P6

P7

P8

P9

P10-13

P14-15

P16

P17

■インドア製品
□スチームクリーナー
　スチームクリーナーのご紹介
　ラインナップ
　オプションアクセサリー
□乾湿両用バキュームクリーナー
　ラインナップ
　オプションアクセサリー
□窓用バキュームクリーナー
　オプションアクセサリー
□水フィルター掃除機

P18-19

P20-22

P23

P24-25

P16

P26

P27

日本橋 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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NEW

いつでも
どこでも
簡単洗浄

注文番号 1.680-009.0

OC 3

JAN 4054278427904

給水ホース

製品名
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
寸法（長さ×幅×高さ）
質量（本体のみ）
標準装備品

0.5MPa
2L/min

4L
約15分
約3時間

277×234×201 mm
2.2kg

充電アダプター

注文番号 2.643-871.0
JAN 4054278243252

ウォッシュブラシ シャワーノズル

注文番号 2.643-870.0
JAN 4054278243238

OC 3
マルチクリーナー

注文番号 2.643-875.0
JAN 4054278243245

給水タンク一体型のコンパクトなバッテリー式洗浄機です。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。

使い方広がる!

※ポリタンクは付属しません

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で
水が出ます。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。※細かい傷がつく可能性がありますので、色の

濃いのものに使用する際はご注意ください

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。

オプションアクセサリー

いつでも どこでも 簡単洗浄！
30周年 記念モデル

4Lの給水タンクとリチウムイオン
バッテリー内蔵で、自宅まわりも
外出先も、場所を選ばず使えます。

水道の約2倍の圧力で洗浄
扇状のフラットな水流なので、水
圧が洗浄面に対し均一にかかりま
す。低圧（水道圧の約2倍）でも効
率的に洗浄が可能です。

誰でも使えるかんたん操作 !
水を補給したら、スイッチを押して
トリガーガンを握るだけ。面倒な準
備なしで、いつでもどこでも簡単に
洗浄できます。

電源・水道なしで洗浄が可能1 2 3

フラットジェットノズル

アウトドアのお供に浴室の排水口に お盆・お彼岸のお墓掃除に

車の軽い汚れ落としに自転車・オートバイに ペットの手足の洗浄に
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電源
オフ 電源

オン

スティックがスイッチだから、お掃除が手軽に
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。1.2kgと軽量でコンパクト。電源コードがな
いため、掃除機を出すまでもない簡単なお掃除に最適です。ゴミはダストボックスを引き出して捨てるだけです。

家具やベットの下、壁際にも届く
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。また、ブラシはヘッド右隅から配置さ
れ、ほぼ壁際までお掃除が可能です。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。

収納に便利な自立型
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。

21 3

1

2

3

より軽く、よりコンパクト
これまでの製品と比べ質量は200g軽くサイズも小さく
なり、使いやすくなりました。重心のバランスも改善し、
倒れにくいデザインです。

作動音がより静かに
より静かな作動音になり、朝早くあるいは夜遅くでも、
気にせずお掃除できます。

充電時間が短縮
充電時間は90分と、従来品に比べ最大で½になりまし
た。充電が切れても早く次のお掃除に取りかかることが
できます。

1

2

3

■オプションアクセサリーはP26へ

前後左右に動くヘッド 壁際までお掃除可能

すぐに
手軽に
サッとキレイ

NEW

窓そうじ

を3倍
速く!

NEW

注文番号 1.258-018.0

JAN 4054278365671

1.258-016.0

4054278365688

注文番号 1.633-012.0

JAN 4054278180090

1.633-029.0

4054278312040

KB 5
スティッククリーナー

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清掃機器です。
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。

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）
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
210mm
370mL

215×230×1,120mm
1.2kg

充電アダプター 1個

KB 5 イエロー KB 5 ホワイト

KB 5 イエロー KB 5 ホワイト

WV 1
窓用バキュームクリーナー

ケルヒャーが開発した、窓やガラスなどを手軽で簡単にキレイにできる清掃機器です。
大変だった窓そうじを３倍速くします。

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）
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20分
約90分
250mm
約55m2

100mL
130×250×275mm

500g
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 プラス

WV 1 プレミアムWV 1 プラス

WV 1 プレミアム

製品名

製品名

家電店のみのお取扱い 家電店のみのお取扱い
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OUTDOOR OUTDOOR

静音水冷式
モーター

振動抑制
ダンパー

音を漏らさない
本体カバー

吸音材
＜例：K 3 サイレント＞

振動抑制
ダンパー

A社 B社 C社 D社

ケルヒャー製

国内他社製

隣近所にも気兼ねなく！住宅街でも使える静かさ世界で初めての水冷式モーター　

高圧洗浄機 選び方のポイント ケルヒャーの高圧洗浄機はココが違う！

他社製品との洗浄比較
※自社調べ

A社 B社 C社 D社 ケルヒャー製

軽量・コンパクト、手軽さを重視 洗浄能力・パワー、静音性を重視

K 2シリーズ K 3 K 4 K 5

洗浄能力

重 量

モーター音(音の高さ)

高い

軽量
※一部機種を除く

※

高圧洗浄機には、50Hz専用機種、60Hz専用機種、そして50Hz・60Hz共用機種があります。ご購入時にご確認ください。ご購入前にご確認ください



10 11

OUTDOOR OUTDOOR

K 2

K 2

コンパクト
だけど
高性能

K 2

コンパクト
だけど
高性能

K 2

コンパクト
だけど
高性能

注文番号 1.600-970.0 1.600-976.0

J A N 4054278007199 4054278090108

1.600-974.0

4054278007335

1.600-977.0

4054278090214

1.602-218.0 1.602-219.0

4054278090177 4054278088594

注文番号 6.295-765.0 JAN 4039784712300

注文番号 6.295-760.0 JAN 4039784712201

注文番号 6.295-753.0 JAN 4039784712133

注文番号 6.295-750.0 JAN 4039784712102

注文番号 6.295-743.0 JAN 4039784712034

最大許容圧力
最大吐出水量
消費電力
質量(本体のみ)
標準装備品 ・1ジェットノズル

・トリガーガン
・高圧ホース(5m)

・全機種定格仕様時間：1時間　　・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

8MPa
330 L/h
1,000 W

3.8kg
・1ジェットノズル
・トリガーガン
・高圧ホース(5m)

・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

8MPa
330 L/h
1,000 W

3.9kg
・バリオスプレーランス
・トリガーガン
・高圧ホース(5m)

・洗浄剤タンク

・バリオスプレーランス
・トリガーガン
・高圧ホース(5m)

・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

K 2 クラシック
プラス

洗車に便利なアクセサリーセット付

K 2 クラシック

洗車に便利なアクセサリーセット付

・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(8m)

・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(8m)

・テラスクリーナーT 150

・ユニバーサルクリーナー

9MPa
360 L/h
1,250 W

5.5kg

K 2 

家まわりのお掃除に便利なアクセサリーセット付

テラスクリーナー
T 150

ユニバーサル
クリーナー

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 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 K 2 クラシック
プラス

K 2 クラシック プラス

K 2 K 2 ホームキット

K 2 ホームキット

高圧洗浄機

製品名

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

＊組み立て後
ハンドルは
取外し不可

＊組み立て後
ハンドルは
取外し不可

各種洗浄剤

ユニバーサルクリーナー

3 in 1 カーシャンプー (弱アルカリ性)

(弱アルカリ性)

(中性)

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も効果的です。

鉄や金属を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。鉄や金属を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。

3 in 1 ホイ－ルクリーナー (弱アルカリ性)

家電店のみのお取扱い

家電店のみのお取扱い
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OUTDOOR OUTDOOR

注文番号

J A N

1.601-446.0(50Hz)

4054278088402(50Hz)

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

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

1.601-842.0(50Hz)

4054278090153(50Hz)

1.601-843.0(60Hz)

4054278090160(60Hz)

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

4054278090139(50Hz)
4054278090146(60Hz)

・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 (10m)

・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 (10m)

・デッキクリーナー PS 20

・自吸用ホース (3m)

10MPa
360 L/h
1,300 W
10.3kg

自吸用ホース (3m)

K 3 サイレント ベランダ 使用イメージ

デッキクリーナー
PS 20

テラスクリーナー
T 350

テラスクリーナー
T 350

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 (10m)

・テラスクリーナー T 350

・ユニバーサルクリーナー

11MPa
400 L/h
1,350 W
14.4kg

・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 (12m)
・テラスクリーナー T 350
・ユニバーサルクリーナー
・フォームジェット (ネジ式 )
・回転ブラシ

12MPa
430 L/h
1,400 W
16.6kg

最大許容圧力
最大吐出水量
消費電力
質量(本体のみ)
標準装備品

K 3 サイレント K 3 サイレント ベランダ K 4 サイレント ホームキット K 5 サイレント カー ＆ ホームキット製品名

＊組み立て後
ハンドルは
取外し不可

＊組み立て後
ハンドルは
取外し不可

＊組み立て後
ハンドルは
取外し不可

＊組み立て
時間目安：
20 分程度

高圧洗浄機

・全機種定格仕様時間：1時間　　・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

静音シリーズ
K 3 K 4

K 4 サイレント ホームキット

K 3 サイレント

K 3 サイレント ベランダ K 5 サイレント カー ＆ ホームキット

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

家まわりのお掃除に便利な
アクセサリーセット付

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

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

※

K 3

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

※

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

※

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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クイックカップ
リングセット

クイックカップ
リングセット

直径40mm40mm
カーブ内径カーブ内径
70mm以上以上

注文番号 2.643-237.0
JAN 4039784920941

注文番号 2.643-555.0
JAN 4054278014500

注文番号 2.643-101.0
JAN 4039784843097 

注文番号 2.642-794.0
JAN 4039784636897 

注文番号 2.642-347.0
JAN 4039784518209

注文番号 2.643-254.0
JAN 4039784925588

注文番号 2.643-252.0
JAN 4039784925526

注文番号 2.643-037.0
JAN 4039784824447

注文番号 2.643-240.0
JAN 4039784920989

注文番号 2.638-817.0
JAN 4002667331448

10m 注文番号 2.643-881.0
JAN 4054278246550

注文番号 2.643-882.0
JAN 4054278246574

10m 注文番号 6.389-092.0
JAN 4002667004274

注文番号 2.643-879.0
JAN 4054278246451

6 m7.5m

4054278246543

注文番号 2.640-733.0
JAN 4039784051553

注文番号 2.642-871.0
JAN 4039784659070

注文番号 2.643-150.0
JAN 4039784858893

注文番号 2.642-783.0
JAN 4039784636538

注文番号 2.642-786.0
JAN 4039784636552

注文番号 2.643-878.0
JAN 4054278246109

注文番号 2.643-909.0
JAN 4054278251134

7.5m

15m

注文番号 2.643-880.0

注文番号 2.637-767.0
JAN 4002667005646

JAN

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3点セットのアクセサ
リーです。

長さ39cm×幅12.3cm

クイックコネクトキット 7.5m

クイックコネクトキット 12m

高圧ホース(7.5m/12m)●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】

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。

※ウォッシュブラシは別売
長さ21.5cm× 幅8.4cm

※接続不可なアクセサリー
フレキシブル可変ノズル360° / アンダーボディス
プレーランス / パイプクリーニングホース / バリオ
ジョイント / フレキシブルノズル
※トルクスタイプのトリガーガンには使用不可

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。直径28cm×長さ90cm

※高圧ホース巻き取りタイプの機種は使用不可

ネジタイプ用 ※クイックコネクト対応
　機種には接続不可

※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

水道がない場所でも使えて便利。

お掃除をもっと楽しく。もっと便利に。オプションアクセサリー

自吸用ホース フィルター

クイックコネクトキット 7.5m/12m

※エンジン式高圧洗浄機には使用不可

※1本のみ接続可能

※イラスト：クイックコネクト機種用

バリオジョイント

1.2m～4mまで調節可能。届きに
くい場所も洗浄できます。先端の
ノズルを外してブラシ等の別売り
アクセサリーと付け替えられます。

延長パイプ 4m

延長ランス

標準装備の高圧ホースに
接続し、より広範囲の作業
を可能にする延長高圧ホー
スです。

水ハネを抑えて玄関先や
テラスを洗浄可能。圧力が
調節できるので、こびりつ
いた汚れも木材等のデリ
ケート素材も傷めずに洗
浄できます。

テラスクリーナー T 350

ネジ式の延長高圧ホース
をクイックカップリング対応
機種に接続できます。

クイックカップリングセット

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

自吸用ホース（3m）を
使えば、ポリタンクや
バケツ、お風呂などに
ためた水を利用して高
圧洗浄ができます。

3 in 1 ウルトラフォーム
クリーナーとフォーム
ジェットのセットです。抜
群の泡立ちと付着力で汚
れを浮かせてしっかり落
とします。

ウルトラフォームセット

※ポリタンクは別売

※汚れた水を吸い上げる場合に必要

車の下廻りや雨どいなど
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

延長高圧ホース

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、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
7.5m/15m

高圧洗浄機

●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

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。

軽度な汚れ用。洗浄剤を
出しながらゆっくり回転
するブラシです。回転速度
は調節可能です。

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90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（黒）

※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

※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

クイックコネクト機種用
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掃き込みイメージ

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。

散水シリーズスイーパー お庭のお手入れがもっと楽しくなる

高 圧 洗 浄 機 に も 使 え る ホ ー ス リ ー ル

最大220㎡

最大320㎡

ホーストロリー

注文番号2.645-133.0
JAN 4039784426337

注文番号2.645-134.0
JAN 4039784426344

注文番号 2.645-137.0
JAN 4039784426368

注文番号 2.645-166.0
JAN 4039784523456 

注文番号 2.645-019.0
JAN 4039784289024

注文番号 2.645-295.0
JAN 4054278190693

注文番号 2.645-268.0
JAN 4054278047539

注文番号 2.645-267.0
JAN 4054278047522

注文番号 2.645-292.0
JAN 4054278190662

注文番号 9.548-980.0
JAN 4515413006960

※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シリーズのみ接続可能

※K 2シリーズのみ接続可能

回転式スプリングクラー。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）。
長さ24.8×奥行20×高さ10cm

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
でコネクターの脱着ができ、
水を止めずにノズル交換が
できます。

長さ4.5cm×幅4cm×高さ7cm

※内径13～19mmまでの耐圧ホースが必要です
※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です ※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

注文番号

製品名 S 550

JAN
1.766-200.0

4039784157620 

押して歩くだけでしっかりゴミやちりを掃き取れる！

作業幅
清掃能力
コンテナ容量
質量（本体のみ）

550mm
1,600㎡ /h

16L
10kg

S 550

ハンドルを折りたためるため、
収納スペースをとりません。

ハンドルの高さは880mm、
930mmに調節可能です。

サイドブラシが壁面隅のゴミ
も効率よく掃き込みます。

ダストコンテナは工具を使わ
ずに簡単に外せます。

ダストコンテナは自立するた
め、ゴミの分別が楽に行えます。



18 19

INDOOR INDOOR

大腸菌0157 サルモネラ菌

腸炎ビブリオ菌黄色ブドウ球菌

ケルヒャーのスチームクリーナーで
                      家中の汚れをキレイ＆除菌

フローリング ラグ・カーペット 換気扇フード畳 シンク

お風呂場 トイレガステーブル・コンロ チャイルドシート 衣類などのシワ伸ばし

*エンダース&パートナーズ研究所のテスト結果

ケルヒャー スチームで
スッキリおそうじ！

検査機関が認めた除菌力

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）

最高約143℃まで加熱するボイラーが作り出す、安定し

た100℃のスチームで汚れをスッキリお掃除します。

水しか使わないので、洗剤を使いたくない場所の掃除や

小さなお子様のいるご家庭、ペットのいるご家庭でも安

心してお使いいただけます。

菌液を滴下後、乾燥させたプラスチック板にケルヒャースチームクリーナーにハンドブラシとカバー
を装着し、10秒間噴射したところ、除菌結果が確認されました。（財団法人日本食品分析センター調べ）

（財団法人日本食品分析センター調べ）

洗剤なしで抜群の汚れ落ち

ケルヒャー スチームクリーナーは、
約100℃の高温スチームで汚れを浮かせて落とすクリーナーです。
除菌効果もあります。

洗剤不要

除菌*
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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
質量（本体のみ）

※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

約3分※1

0.3MPa
約6分

20m2（約12畳相当）※2

1,200W
1.6kg

約6分※1

0.32 MPa
約30分

75m2（約45畳相当）※2

1,500W
2.9kg

パイプ（2本）

マイクロファイバークロス マイクロファイバークロスマイクロファイバーカバー マイクロファイバーカバー

ボイラー洗浄剤 アクセサリーバッグ

延長スチームホース延長スチームホース パイプ（2本）

ボイラー洗浄剤 アクセサリーバッグ

マイクロファイバークロス（2枚） マイクロファイバーカバー（2枚） マイクロファイバークロス（2枚） マイクロファイバーカバー（2枚）

パイプ（2本） アクセサリーバッグ計量カップ パイプ（2本） ボイラー洗浄剤 アクセサリーバッグ計量カップ

延長スチームホース

ボイラー洗浄剤

フレキシブルフロアノズル ハンドブラシ ノズルヘッド
ブラシ2個

（黒1個/赤1個） フレキシブルフロアノズル ハンドブラシ ノズルヘッド
ブラシ2個

（黒1個/赤1個）フレキシブルフロアノズル ハンドブラシ ノズルヘッド
ブラシ3個

（黒2個/赤1個）

スポットノズル

フレキシブルフロアノズル ハンドブラシ ノズルヘッド
ブラシ3個

（黒2個/赤1個）

スポットノズル

1.516-235.0 1.516-249.0

4054278191713 4054278191416

1.512-010.0 1.512-046.0

4054278191454 4054278191430

家中をシッカリお掃除したい方にオススメキャニスタータイプ

SC 2

毎日手軽にお掃除したい方にオススメスティックスチーム®クリーナー

SC 1 クラシック SC 1 プレミアム SC 2 プレミアム
家電店のみのお取扱い家電店のみのお取扱い

標準装備品 標準装備品

3分でスグに使える！

スチームクリーナー

毎日手軽に

短時間

軽い汚れに たまった汚れに

休日まとめて

長時間使用

SC 1 クラシック SC 1 プレミアム SC 2 SC 2 プレミアム製品名

パワフルなケルヒャー
スチームでスッキリ！

小回りのきく
フレキシブルフロアノズル

収納もラクラク、
コンパクト設計

パワフルなケルヒャー
スチームでスッキリ！

小回りのきく
フレキシブルフロアノズル多彩な用途

洗剤不要

除菌

洗剤不要

除菌

スチーム
クリ－ナー
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パイプ（2本）

フレキシブルフロアノズル

マイクロファイバークロス 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 アクセサリーバッグ

真ちゅうブラシノズルヘッド
ブラシ2個

（黒1個/赤1個）

ビッグブラシ

ビッグブラシ用カバー

パイプ（2本）

フレキシブルフロアノズル

マイクロファイバークロス（2枚） 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 アクセサリーバッグ

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/赤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

※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

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
質量（本体のみ）

約4分※1

0.35MPa
約25分※2（給水により連続使用可）

100m2（約60畳相当）※3

1,500W
4.1kg

1.512-414.0 1.512-447.0

4054278220116 4054278220123

オプションアクセサリー

SC 4 SC 4 プレミアム

家中をさらにシッカリお掃除したい方にオススメ連続使用タイプ

RM 511 ボイラー洗浄剤（9本入）

注文番号 6.290-239.0
JAN 4002667014822

スチームクリーナーのボイラー内
部に付着した湯あか（スケール）を
除去します。

マイクロファイバー
クロスセット（お風呂用）

注文番号 2.863-229.0
JAN 4054278142173

マイクロファイバー
クロスセット（居間・寝室用）

注文番号 2.863-230.0
JAN 4054278142180

マイクロファイバー
クロスセット（キッチン用）

注文番号 2.863-228.0
JAN 4054278142166

マイクロファイバー
クロスセット（フロアノズル用）

注文番号 2.863-231.0
JAN 4054278142197

黄、白、青の3枚入。
用途によって色を分
けてご使用いただけ
ます。

マイクロファイバー
クロスセット（ハンドブラシ用）

注文番号 2.863-232.0
JAN 4054278142203

黄、白、青の3枚入。
用途によって色を分けて
ご使用いただけます。

窓用ノズル
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。

注文番号 2.863-025.0
JAN 4054278180502

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

注文番号 2.884-282.0
JAN 4039784048089

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。

注文番号 2.863-159.0
JAN 4039784060142

ブラシ4個組(黒2個/赤2個)

注文番号 2.863-245.0
JAN 4054278251141

お風呂、台所、トイレなど、色で
使い分けできます。

ブラシ3個組（真ちゅう製）

注文番号 2.863-061.0
JAN 4002667015577

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

※対象物に予熱を与えてからご使用く
ださい／網入りガラスにはご使用い
ただけません

※材質により傷がつきます
のでご注意ください

ハンドブラシ用カバー 1枚
フロアノズル用クロス 1枚

ハンドブラシ用カバー 1枚
フロアノズル用クロス 1枚

ハンドブラシ用カバー 1枚
フロアノズル用クロス 1枚

標準装備品

スチームクリーナー スチームクリーナー

SC 4 SC 4 プレミアム製品名

家電店のみのお取扱い

パワフルなケルヒャー
スチームでスッキリ！

小回りのきく
フレキシブルフロアノズル

給水しながら
連続使用できます

洗剤不要

除菌

休日まとめて

連続使用

頑固な汚れに
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注文番号
JA N

WD 2 WD 3 WD 5

乾湿両用バキュームクリーナー
日常の清掃にも、屋外の清掃にも便利な掃除機。
乾いたゴミだけでなく、液体や湿ったゴミなども吸引できる！

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
質量（本体のみ）

※ 各製品：標準装備フィルターパックは1枚のみ

エコフィルター

WD 2 用

WD 3 用

WD 5 用

WD 2、WD 3 用
筒型フィルター（固定ノブ付）

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替える
ことができます。

ブラシキット

スポンジフィルター用
キャップ/スポンジフィルター

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、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。
2 ミクロ ン 以 上 の 粒 子を
99.9%以上除去します。

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

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。

オプションアクセサリー

水で濡れた床の掃除に ゴミを吹き飛ばして収集（ブロア機能）屋外の掃除に 車内の掃除に

WD 2 WD 3 WD 5製品名
ー
ー

900W
170W
12L
3L

4.7kg

1.629-777.0

4054278192680

●
ー

900
190W
17L
8L

5.8kg

1.629-854.0

4054278192673

●
●

900W
190W
25L
13L

8.2kg

1.348-201.0

4054278192666 注文番号 2.863-005.0
JAN 4039784945234

注文番号 6.904-322.0
JAN 4039784059290

注文番号 6.959-130.0
JAN 4002667014358

注文番号 2.863-000.0
JAN 4039784973336

注文番号 2.863-221.0
JAN 4054278042060

注文番号 5.731-595.0
JAN 4002667380972

注文番号 9.036-691.0
JAN 4002667792768

注文番号 2.863-006.0
JAN 4039784945241

注文番号 2.863-002.0
JAN 4039784973343

注文番号 4.075-012.0
JAN 4002667441338

注文番号 6.414-552.0
JAN 4002667347937

注文番号 2.863-225.0
JAN 4054278042107

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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注文番号 2.633-128.0
JAN 4054278214931

注文番号 6.295-302.0
JAN 4039784342033

JAN 4039784911185

注文番号 2.633-006.0
JAN 4039784576810

注文番号 2.633-100.0

注文番号 2.633-111.0

JAN 4039784379725

4039784589605

1.195-204.0

水フィルター掃除機 オプションアクセサリー

水フィルター掃除機
ハウスダスト・アレルギーでお悩みの方に
３つのフィルターがアレルゲンを 99.99％カットする掃除機

DS 6.000 3つのフィルター

DS 6.000
一部販売店のみ取扱い

水フィルターを含め3つの
フィルターを搭載し、花粉、
ダニ、動物アレルゲン、カビ
などのアレルゲンを99.99%

カットします。

水フィルター1

中間フィルター2

HEPAフィルター3

吸引されたゴミ・ホコリの97%が水フィルターに吸収
されます。

高品質、防虫フィルターでモーターを守り、99%のゴ
ミ・ホコリを留まらせます。

①、②のフィルターを通り抜けたゴミやホコリを、ここ
で99.99%キャッチします。  

水フィルター1

中間フィルター2

HEPAフィルター3

消費電力
吸引風量
真空度
騒音値
水フィルターコンテナ容量
本体質量（本体のみ）
コード長さ
電源
本体寸法（長さ×幅×高さ）

900W
30L/秒
202hPa
66dB
1.7L
7.7kg
6m

100V 50Hz/60Hz 共用
535×289×345mm

注文番号

HEPAフィルター

注文番号 2.860-273.0
JA N 4039784718111

消泡剤 フォームストップ

注文番号 6.295-873.0
JA N 4054278054360

水フィルターコン
テナ内の泡の発
生を防止し、水
フィルターの機能
を正常に保ちます。

0 . 3ミクロンの上の細か
な粒子の99.99%を除去
することができる高性能
フィルターです。

オプションアクセサリー

ゴムワイパー（2本組）

窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤（4個入）

J A N

延長ポールセット
伸縮可能な窓用バキュームクリー
ナー用延長ポールです。高い所にあ
る窓を楽に掃除できます。ポールの
先端に窓用バキュームクリーナーを
セットして使用します。

ウエストバッグ

ウエストベルトの長さ：約80cm～約120cm
バッグの深さ：20cm

窓用バキュームクリーナーとスプ
レーボトルをどこにでも持ち歩ける
専用ウエストバッグです。効率的に
お掃除できます。

ワイプパッド2枚組
（スプレーボトル、延長ポールセット用）
マイクロファイバー素材
標準装備のスプレーボトルのヘッド
に取り付けて使用。ガラスなどに散
布した洗浄液をワイプパッドで伸ば
し、汚れを浮き立たせます。

窓用バキュームクリーナーの交換用
ゴムです。

汚れを効果的に浮かして落としやす
くし、洗浄後に汚れを付きにくくす
る効果があります。

内容量 125mL

※対応ワイプパッド：2.633-100.0

（最長 約2m）

内容量 20mL/1コ

長さ約275mm × 幅約70mm

窓用バキュームクリーナー

WV 50 （plus）,WV 75 （plus） 用（280mm）

WV 1 プラス,WV 1 プレミアム 用（250mm）

注文番号 2.633-005.0
JAN 4039784518735




