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製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

ケルヒャー ジャパン株式会社

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ

TEL:0570-78-3140（ナビダイヤル）
FAX:045-438-1320

MC 513-04（MC 50_1812）
www.kaercher.com/jp/

● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

MC 50 1.442-204.2 19.2 / 26
（ディーゼル）

37 10 7501,100-1.400 14,000 25500 1,750400 2,960×1,090×1,970

※1. 3rdサイドブラシ (オプション )装着時は最大 2,000mm　※2.最大走行速度 15km/h　※3.サイドブラシ 2個使用時

機種名 注文番号 エンジン出力
（kW / HP）

 燃料タンク
（L）

　清掃時※2

走行速度
（km/h）

最小
回転半径
（mm）

　作業幅※1

サイドブラシ2個 
（mm）

　清掃能力※3

（m2/h）
登板能力
（%）

コンテナ
容量（L）

質量
アクセサリー込
（kg）

最大
回収重量
（kg）

寸法
長さ×幅×高さ
（mm）

□ ほうき・ショベル取付けホルダー
     注文番号：2.851-078.0

□ クリーニングロッド ホース清掃用
     注文番号：2.851-079.0

□ サイドブラシ 標準
     注文番号：6.966-056.0

□ エアコン

□ ヘッドライト

□ スイーパーアワーメーター

□ サイドミラー

□ 作業灯

□ 2点止めシートベルト

□ パトライト

□ テールランプ

標準装備 オプション

□ サイドブラシ (ソフト )
     注文番号：6.966-057.0

□ サイドブラシ (ハード )
     注文番号：6.966-058.0

□ 3rdサイドブラシ
    注文番号：2.851-048.0

□ ワンダーホース 5m
　 (径 100mm)
     注文番号：2.851-072.0

□ 灰皿
     注文番号：2.851-087.0

□ カップホルダー
     注文番号：2.851-086.0

□ サンシェード
     注文番号：2.851-088.0

□ LCDモニター付後部カメラ
     注文番号：2.851-077.0

□ ヒーター付ミラー
     注文番号：2.851-084.0

□ 警告用反射板
     注文番号：2.851-099.0

□ 耐パンクタイヤ
     注文番号：2.851-101.0

□ グラスタイヤ
     注文番号：6.435-843.0

□ フロントローラーブラシ
     注文番号：2.851-115.0

□ コンテナ交換用キャリー
     注文番号：2.851-043.0

□ スノーブレード 125cm
     注文番号：2.851-111.0

□ V型スノーブレード 135cm
     注文番号：2.851-112.0

□ 円錐型スプレッダー
     (150～500cm)
     注文番号：2.851-113.0

□ スノーチェーン
     注文番号：6.990-135.0

□ 芝刈り機 135cm
     注文番号：2.851-103.0

□ カウンターウェイト
     注文番号：2.851-129.0

業務用 シティクリーナー

MC 50

選ばれたクリーニング性能
豊富なアタッチメントで様々な用途に対応
清掃コストの削減はケルヒャー シティクリーナーから

豊富なオプションで広がる用途

バックの際、後方の安全を確保。

ホコリを巻き上げずに強力吸引

スノーブレード3rd サイドブラシ
最大2,000mmの清掃幅に拡張でき、
高い作業効率を実現。

パワフルに除雪作業。クイック装着シ
ステムで工具不要で脱着可能。
※写真はV型スノーブレード 135cm

柔らかい地面や芝生の上でも、沈み込
むことなく走行が可能。

グラスタイヤ

本体が入り込めない狭い箇所のゴミを
効率良く回収。

ワンダーホース LCDモニター付後部カメラ

 全天候型4輪駆動

MC 50
業務用 シティクリーナー

アタッチメント（オプション）の交換で草刈りにも対応

安心の長期保証

※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます

2
登録ユーザー限定

業務用製品

品質に自信があ
るからこその長
期保証。
お客様が安心し
てお使い頂ける
ためのアフター
サービスを提供
しています。

新規 購入製品対象
無料 訪問点検サービス

「ケルヒャー・ケア」対象製品

製品動画をチェック!
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最小回転半径
750mm
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全天候型、豊富なアタッチメントでオールシーズンの使用が可能

シティクリーナー MC 50 は、季節や天候を選ばない全天候型です。豊富なアタッチメントにより、オールシーズン使用することができます。一般的
なブラシタイプのスイーパーとは異なり、掃除機と同様にゴミを吸引するバキュームファン型のため、缶やペットボトル、凹凸のある路面や芝生の上
でも強力にゴミを吸い集めます。また吸引時の騒音を抑え排気をクリーンにする設計のため、公園などの公共施設、大型スーパー、イベント会場、
大規模工場、ターミナル倉庫等、多様な清掃シーンで活躍します。

全天候型で気候や季節を問わず作業が行えます。また、360°の視野
を確保し、高い安全性を誇ります。運転席はエアコンを標準装備して
おり、暑さや寒さから作業者を守り快適に操作できます。

MC 50 は小回りが利く中折れ式ステアリングを採用し、狭い場所でも
安全に操作することができます。また、4輪駆動方式による高い操縦
安定性により多少の悪路でも走行が可能です。

都市公園

スタジアム / イベント会場倉庫

駅 /空港

車道 /歩行路工場

※ スノーブレードはオプション

※ 写真の「芝刈り機」はオプションです

強い吸引力で作業効率向上
掃除機と同様にゴミを吸引する方式のため、缶やペットボトルはも
ちろん、凹凸のある路面や芝生の上でもゴミを残さずに吸い集め
ます。また、散水機能によりホコリが舞い上がることなく吸引する
ことができます。

全天候型で安全に快適作業
全面がガラスで覆われた運転席は、雨風を凌げ視界も広いため、
作業時の視認性を高めます。また、季節を問わず快適な作業がで
きるようエアコンを標準装備しています。

信頼性の高い四輪駆動で清掃範囲を拡大
四輪駆動方式を採用し、高い操縦安定性を実現しました。多少の
凹凸道でも走行することができるので、清掃可能な範囲が広がり
ます。

豊富なアタッチメントで幅広い用途に対応
前面のサイドブラシ部分は、取りかえが可能です。除草用や除雪
用など豊富なオプションアタッチメントが利用できます。清掃目的
以外でも 1 台でオールシーズン、幅広い用途に対応します。また、
各種アタッチメント類は工具を使わずに脱着可能です。

高い機動性で狭い場所の清掃にも対応
最小回転半径 750mmと小回りが利くため、狭い場所の清掃の
際もスムーズに操作することができます。

太い吸引ホースで簡単メンテナンス
吸い込み口からダストコンテナまでの吸引ホースは大口径ですぐ
に取り外せるので、異物が詰まった時の確認や除去が容易に行え
ます。作業中断による時間のロスを最小限にとどめます。

・パワフルな吸引力で作業効率向上

・全天候型 四輪駆動で安全・快適に作業

・豊富なアタッチメントで幅広い用途に対応




