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業務用製品コールセンター サービスフロント

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

各窓口の受付時間：9:00～17:00／月曜日～金曜日 （祝日、当社休日を除く）

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

取扱店

PHD 224-00（HDS 9/50 De_1811）
www.kaercher.com/jp/

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

熱交換器の洗浄に

木材の洗浄・皮剥ぎに 船舶の外装塗装メンテナンスに

建設現場の足場洗浄に

トリガーガン 超高圧洗浄機用
注文番号：4.775-824.0

高圧ホース 30m
注文番号：6.391-020.0

スプレーランス 700mm
注文番号：4.760-679.0

ノズルチップ 15度
パワーノズル
注文番号：5.765-164.0

標準装備（3種共通）

エンジンメーカー  ヤンマー製

動力  ディーゼルエンジン

吐出水量 L/h 500–900

吐出圧力 bar / MPa 150–500 / 15–50

ボイラー加熱温度 °C 85 / 98

エンジン出力 Hp 25

最高給水温度 °C 30

質量 kg 1,020（※1,600）

※燃料・水搭載時の重量

寸法（長さ×幅×高さ） mm 3,646 × 1,747 × 1,735

燃費 kg/h 9.7

燃料タンク L 100

給水満タン時 連続稼動時間 分 約30

燃料満タン時 連続稼動時間　冷水モード 時間 33

　　　　　　　　　　　　　 温水モード 時間 9.5

給水タンク L 500

ヤンマー製

ディーゼルエンジン

500–900

150–500 / 15–50

85 / 98

25

30

820（※1,418）

2,132 × 1,730 × 1,671
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ヤンマー製

ディーゼルエンジン

500–900

150–500 / 15–50

85 / 98

25

30

632（※731）

2,075 × 1,140 × 1,628
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約30
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Technical data Tr1 Cab Skid

注文番号 1.524-521.2（3種共通）

● ホース・コード類の長さ：実寸を±5%の範囲で設定。　● 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。

Tr1 牽引モデル Cab 積載・設置モデル Skid 設置モデル

業務用 温水超高圧洗浄機 エンジンモデル

HDS 9/50 De Tr1
HDS 9/50 De Cab
HDS 9/50 De Skid 

牽引モデル

積載・設置モデル

設置モデル

選ばれたクリーニング性能
大容量500L給水タンクと100L燃料タンクを搭載（Tr1・Cab）
電源・水源を確保できない場所でも、マシン本体だけで高圧洗浄を可能にします。
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超高圧・温水の両方から汚れにアプローチ

50Mpa の温水洗浄が可能です。温水高圧洗浄により、これ
までは落ちにくかったペイント塗装も効率よく剥離できます。
剥離作業にサンドブラスト用部材の購入や廃棄費用が必要な
く、経費削減につながります。また、水だけで剥離するため、
火気使用制限のある現場でも使用可能です。

HDS 9/50 De
業務用 温水超高圧洗浄機 エンジンモデル

Cab
フォークポケット付きフレーム

500Lの給水タンクを搭載

カバー付き

Skid
フォークポケット付きフレーム

給水タンク無し

カバー無し

Tr1
牽引用シャーシ付き

牽引モデル 積載・設置モデル 設置モデル

500Lの給水タンクを搭載

カバー付き

緩衝装置を標準装備

シンプルな操作パネルが誤操作を防止

オールインワンコンセプト （Tr1/Cab モデル）

大容量の500L給水タンクと100Lの燃料タンクを搭載。
電源・水源がなくても、フルパワーで温水洗浄が30分可能です。
水源があれば、燃料満タンで冷水洗浄が33時間、温水洗浄が
9.5時間可能になります。
高圧ホースや水道ホースを内蔵のホースリールに収納、装備品
の全てを本体内に収納可能です。

シンプルな操作パネルとイラスト入りのボタンで、どなたでも
直感的に扱えます。本体カラーは操作で使う部分をイエロー
に色分けしており、覚えやすく誤った操作を防ぎます。

50 cm の清掃幅で洗浄を時短
50cm の清掃幅で洗浄が可
能です。作業時間を短縮し、
効率アップに貢献します。

排水管の洗浄、つまりを高圧水で解決
専用ホースの先端に取り付けた専用ノズルから、後方に高圧水を噴射。水の勢いで排水
管の洗浄やつまりを解消します。温水でのパイプクリーニング洗浄で、頑固な汚れの配
管洗浄も可能です。

便利なオプションアクセサリーで作業効率アップ!
清掃シーンに合わせたアクセサリーを使用することで、作業時間を短縮し効率アップにつなげます。
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約 3 倍の清掃幅で洗浄・剥離を効率アップ

広い範囲を効率よく洗浄・剥離するためのオプションです。
ノズル先端の 3 箇所から高圧水が噴射されるため、作業効
率を約 3倍にアップし、作業時間を短縮します。

より強力な洗浄力 清掃範囲を拡大

通常ノズルより高い洗浄力で広角の
洗浄幅があります。より頑固な汚れ、
剥離に最適です。
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２本の高圧ホースを接続、延
長してより広範囲の洗浄が
可能になります。

※高圧ホースを50m以上延長する場合
は、ノズルサイズの変更が必要です。
弊社営業担当にご確認ください。
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噴射イメージ

注文番号：5.763-094.0

クアトロノズル
吐出口：前方1後方3箇所

回転ノズル

注文番号：5.763-095.0

吐出口：後方3箇所
MRI 50 Me
注文番号：2.643-577.0

別途ノズルセット
 6.415-044.0 が必要

ターボノズル本体

注文番号：9.917-677.0

（ノズルキャリアヘッドが別途必要）
ターボノズル用ノズル
注文番号：6.025-222.0

注文番号：6.025-237.0

ブラインドノズル

サイクロンジェットノズル
注文番号：6.415-915.0

フットバルブ
注文番号：6.470-223.0

パイプクリーニングホース
注文番号　10m：6.392-401.0

20m：6.392-402.0
30m：6.392-403.0

高圧ホース接続用カプリング
注文番号：4.403-004.0

洗浄イメージ 洗浄イメージ

ノズルキャリアヘッド
注文番号：9.899-828.01日あたりの

平均使用時間目安
エコ！効率
エネルギーを節約し、洗浄剤、水および
時間を節約する特に効率的な機械。

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

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
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