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あくまでもエンジンにこだわる

KAAZ Engine Spirit



オリジナル カーツの創造 （誰も助けてはくれぬ）

Made in Japan  （メーカーの誇り）

KAAZ Engine Spirit （あくまでもエンジンにこだわる）

■プロローグ

前社長（父）の突然の入院（2006年6月）、私の社長就任（2006年7月）、そして前社長（父）の死去（2007年5月）、この間わずか1年で痛切に思ったこと、

それは“企業の究極目的は「継続」であり、利益の追求ですらその手段にすぎない、従って「継続」という究極目的のためにはどの様に次へバトンタッチ

すべきか”ということである。まさか社長就任早々にバトンタッチのことを真剣に考えようとは全く想像だにしていなかったが、今ではそれが創業家の社長で

ある私にとっては最大の責任、使命であると心得ている。カーツが「継続」するために必要不可欠なもの、それは決してぶれることのない「経営理念」と

「同族からの脱却」である。

■経営理念

経営危機に直面した時、真っ暗闇の中を手探りでさまよう時、どうしたらよいのか判断に迷う時、そんな時の唯一のより所が「経営理念」である。

逆に調子の良い時、浮かれて慢心におぼれている時、そんな時に原点回帰に導いてくれるのが「経営理念」である。

＜オリジナルカーツの創造＞

カーツはメーカーであり、下請け会社ではない。

会社をどんな会社にするかをカーツが考える。

何を作るか、何をするかもカーツが考える。発展的なことならば何をやってもよい。

商品はカーツが考える。

価格もコストもカーツが決める。

作り方もカーツが考える。

販売はカーツの力で販売する。

販売店・取引先の開拓もカーツがする。

商品の責任はカーツが持つ。

開発・製造・販売・在庫・回収、全てのリスクをカーツが負う。

生きるも死ぬもカーツ次第、誰も助けてはくれぬ。

＜Made in Japan＞

海外で生産すれば、たちまちコストを抑えることが出来る。

品質は日本製と遜色がないくらい向上している。

現地市場を睨んだ海外生産は効果的であろう。

しかしブームに踊らされ、目先の利益に走り、ただ「安いから」、「他社もやっているから乗り遅れる」という

何のビジョンも持たない安直な海外生産は自社技術だけでなく、自社のアイデンティティーを失ってしまうことになりかねない。

カーツはあくまでも品質面、コスト面、すべての面において”Made in Japan”で勝負する。

それがメーカーとしての誇り、カーツの誇りである。

＜KAAZ Engine Spirit＞

・エンジンで脱炭素の実現

・エンジンで業態転換の実現

■同族からの脱却（創業家の責任）

歴史や伝統がそのまま企業価値となる業種もある。資産に恵まれて独自の同族理論を展開している企業もある。

しかしカーツにとっては歴史も伝統も同族も何の意味も価値も持たない。

創業するのが同族なら、食い潰すのも同族である。同族にこだわったが故に本来の目的を見失い、社員共々不幸のどん底に落ちて行った例はいくらでもある。

守るべきは同族ではなく会社である。そして、それを継続させることが私の使命である。そのための仕組作り、財務強化、人材育成、そして未来永劫に受け継が

れるべき企業カルチャー、すなわち「カーツの心」を創り上げるのが創業家としての責任、義務であると考えている。

カーツ株式会社 経営理念

Original KAAZ

Made in Japan

カーツ株式会社
代表取締役社長
勝矢 雅一



レジャーカート「クイックカート」発売。その後のモータースポーツ部門の
出発点となる。

クイックカート GT3000
スイーパー RC650

自動車レースのフォーミュラ・トヨタにシリーズ・フル参戦。
初参戦ながら2回の優勝を成し遂げ、年間シリーズ3位となる。

グラスハンター LMA535KXE
刈払機 ウルトラX

自動車用LSD（Limited Slip Differential）

ラジコンホース巻取機 ウルトラリール

軽量刈払機 ウルトラメロディ
ウルトラJETスプレーヤ
防除ロボット かぶとむし

三菱2サイクルエンジン 取扱台数200万台突破。
三菱重工㈱から記念セレモニーを受ける。

イギリス・アメニティ誌によるテストにおいて、総合商品力評価NO.1の
栄誉を受ける。

自動車用シーケンシャルトランスミッション

刈払機Vシリーズ化 V230/260/430/440/540

オリーブシェーカー VH520

ブレーキ付トリマー TM2600/2750/3100/3200

ISO9001、ISO14001の認証を取得。

刈払機XPシリーズ XP200/230/260

カーツ㈱ 創立50周年・創業80周年を迎える。

ラジコン自走動噴 ウルトラキャリースプレーヤ

アメリカのコンシューマーレポートにおいて、ブロワーが総合NO.1の
評価を受ける。

ゴルフウェア、キャディバッグ等のゴルフ用品をAVIONブランドで販売。

刈払機 UPシリーズ UP200/220/240

経済産業省大臣より「明日の日本を支える元気なモノづくり中小企業
300社」に認定される。

刈払機用ギヤボックスの自動組立ライン（AMG）を導入し、品質の
安定とコスト削減を図る。

岡山県より三木記念助成金（産業部門）を受賞。

三菱2サイクルエンジン 取扱台数300万台突破。
三菱重工㈱から記念セレモニーを受ける。

エアランチャー BZ450

雑草刈機 LZ600

ハンドブロワー BA240
スノープラウ YP850

手押式刈払機 LU350

第3次新工場完成

e-pro e-pro AG

人工芝管理機 TKB600

固着ほぐし機 ER200H
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先々代社長 勝矢 定、岡山市内に溶接所を開くことに始まる。

「土肥工業所」（個人）を創設し、農用水冷発動機（農用エンジン）の
製造を開始。

第二次世界大戦下、海軍軍需工場として、三井造船の生産に協力。

空襲被災により、岡山市下石井の営業所および岡山市東古松の
工場を全焼。

岡山市東古松に工場再興、トヒエンジンの生産再開。

「土肥工業株式会社」に組織変更。

小型陸用水冷石油機関の品目にて、通産省より
「日本工業規格（JIS）表示許可工場」の指定を受ける。

自走式リール芝刈機（G18）を製品化。
初めてブランド名を「カーツ、KAAZ」として発売。

手動芝刈機 SH150、DH200、DH250

カーツ初の草刈機「HA/HB」を製品化。

「カーツ機械株式会社」へ社名変更。

アローカッター・タフ BCD
アローポンプ P10、P15、P20

九州営業所開設。
動力噴霧機 S25、S40

草刈機の「安全と防振」の新技術を開発し、
ブレック KLQ30

林野庁が行った草刈機振動加速度測定結果において、
「カーツ ブレック KLQ30」が0.4Gという驚異的な低数値を示し、
話題を呼ぶ。農林省安全基準のモデルとなる。

グリーン/パック KQP20
ヘッジトリマー HG30（TM30）

背負式刈払機 RQ30

ナイロンカッタ NC10 （業界初）

オーガー AG40/AG50

枝打機 C10
高圧洗浄機 WR800

コンクリートバイブレータ RV30

ミゼットコンビ MH30

ブロワー BA400

仙台営業所開設。

「カーツ機械㈱」から「カーツ㈱」へ社名変更。
台湾事務所開設。

ローンモア LM480/530
エンジンポンプ PE800

フランス・モトウール誌において、園芸用品の知名度世界NO.2の栄誉。

ミストダスタ BD400

パワーブラシ RC200
スノースロワ MS580/MS660

電動刈払機 カルル VD120
バッテリートリマー TD140

通産省グッドデザイン賞受賞。（VD120）

通産省グッドデザイン賞受賞。（ラジコン草刈機、電池草刈機 VD180）

三菱2サイクルエンジン 取扱台数100万台突破。
三菱重工㈱から記念セレモニーを受ける。
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自走芝刈機G18

動力噴霧機 S25

ブロワー BA400

ローンモア LM530

ラジコンモア

クイックカート

グラスハンター

LSD

シーケンシャル
トランスミッション

キャリースプレーヤ

高圧洗浄機 WR800

カーツは1922年創業当時の挑戦を今も続けています。

トヒエンジン

かぶとむし

LU350

®
e-pro AG

TKB600

ER200

Purple Monster



ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。
試作機の為、形状、色・製品ラベル等が量産仕様と異なります。
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ユーロレーキ
人工芝管理機 ER200H

作業者の体格に合わせて
最大150mmのハンドル高さ調節可能。

人工芝上に固着した土の除去・充填剤のほぐしや、
天然芝の除去に最適！

持ち運びし易い
ハンドル装着

人工芝フィールドに映える
洗練されたデザインとカラーリング

野球場編動画は
こちらから

ユーロスパイク交換編動画は
こちらから

計１６本のユーロスパイクが回転し、
効率よく固着した土を除去します。

ユーロスパイク交換可

ゴルフ場編動画は
こちらから
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ユーロレーキ

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。
試作機の為、形状・色・製品ラベル等が最終仕様と異なります。

アクセサリー

ER200H スペック表
※試作機の為、色・製品ラベル等が最終仕様と異なります。

こんなお悩みありませんか？

人工芝のメンテナンスに適したユーロレーキでお悩み解決！

【野球場】
内外野の境界部のアンツーカ
固着により、スパイクが
刺さりにくい

【人工芝フィールド・その他】
充填材の偏り
天然芝の除去
白線（石灰）跡の除去

でも、メンテナンスに多くの費用をかける事は出来ない・・・
先ずは部分的にほぐしたいけれど、機械は大がかりなものばかり・・・
手作業では作業量・人件費の負担が大きい

・大規模な作業・大型マシンの搬入が不要になり、コスト削減
・乗用車の荷台に乗るコンパクトなサイズ感
・団結してしまった部分を集中的にほぐせる
・小回りが利き、操作性が高く、日々のメンテナンスに最適

【野球場】
1塁リード部への
アンツーカ飛散による
見栄えの悪さ/固着

作業後

※表記サイズは実寸値です。作業者の体格（身長）に合わせて調整可能です。

ゴルフ場の人工芝ティーグラウンド等に
入り込み固着した土の除去

野球場の人工芝上にあるアンツーカの固着除去 一般家庭などの天然芝除去

伸縮式ハンドル25kg重量ER200Hモデル名

可ユーロスパイク交換
レギュラー
ガソリン

使用燃料
使用時：125×30×102本体サイズ※

L × W × H
（cm） 収納時：100×30×87

¥398,000
(税込¥437,800)メーカー希望小売価格10W-30使用エンジン

オイル
200mm作業幅

¥6,000
(税込¥6,600)希望小売価格71902-433品番

ユーロスパイクセット
(16本/セット)品名

人工芝管理機 ER200H



これまで大型機械では行えなかった
狭い場所での施工・メンテナンスが可能に！

PR動画は
こちらから

ハンドルを折り畳むことで、
コンパクトに収納可能。

ターフキーパー
人工芝管理機 TKB600H

メンテナンス編動画は
こちらから



メンテナンス前 メンテナンス後
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けい砂層

ゴムチップ層

TKB600H スペック表

ターフキーパー
人工芝管理機 TKB600H

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

人工芝フィールドの
ブラッシング（パイル立たせ）

人工芝フィールドへの
充填材の擦り込み

様々な充填材の擦り込みが可能です。

けい砂 ゴムチップ 天然素材充填材

可変式ハンドル21kg重量TKB600Hモデル名

樹脂（硬め）ブラシ素材
レギュラー
ガソリン

使用燃料
使用時：110×60×92本体サイズ※

L × W × H
（cm） 収納時：80×60×62

¥215,000
(税込¥236,500)希望小売価格10W-30使用エンジン

オイル
600mm作業幅

※ブラシは1台につき2個必要です。

¥29,900/個
(税込¥32,890/個)

希望小売価格

68057-111

品番

標準ブラシ

品名
¥29,900/個

(税込¥32,890/個)
68057-112ソフトブラシ

アクセサリー

※表記サイズは実寸値です。作業者の体格（身長）に合わせて調整可能です。

ピッチ使用後はゴムチップ等
充填材の偏りが生じます。

ならし作業

パイルが立つ
＆

クッション性向上＝ケガを抑制します。
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グラスモア



エコノミーモデル

刈幅：48cm

刈幅：53cm

BBC
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ・ﾌﾞﾚｰｷ・ｸﾗｯﾁ

HST
油圧無段階変速

バーブレード スイングブレード

樹脂車輪 ｱﾙﾐ車輪 フロントプロテクター

インナープロテクター

希望小売価格

¥151,000 （税込￥166,100）

グラスモアシリーズで唯一の刈幅48cm仕様。

搭載エンジンはワンランク上のモデルと同等であり、
パワフルな作業が可能。またスイングブレードを
標準装着しており、草刈に最適。

4.8馬力のKOHLERエンジン搭載。
HXタイプのエンジン相違モデルで価格もリーズナブル。

エコノミーモデル
希望小売価格

¥164,000 （税込￥180,400）
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アシストバー (補強)

BBC
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ・ﾌﾞﾚｰｷ・ｸﾗｯﾁ

HST
油圧無段階変速

バーブレード スイングブレード

樹脂車輪 ｱﾙﾐ車輪 フロントプロテクター

インナープロテクター アシストバー (補強)

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

グラスモア
LM4860KOS-BU

LM5360KOX



アシストバー (補強)

ベーシックモデル

スイングブレードモデル

刈幅：53cm

刈幅：53cm
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BBC
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ・ﾌﾞﾚｰｷ・ｸﾗｯﾁ

HST
油圧無段階変速

バーブレード スイングブレード

樹脂車輪 ｱﾙﾐ車輪 フロントプロテクター

インナープロテクター アシストバー (補強)

希望小売価格

¥216,000 （税込￥237,600）

幅広いユーザー層に人気。
芝刈りから草刈りまで可能なベーシックモデル。

希望小売価格

¥229,000 （税込￥251,900）

4枚の振出刃が刈取った草を細かく粉砕。
また、ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ構造により、”刃物“や”エンジン”への
衝撃負担を軽減。膝丈程度の雑草でもラクラク刈取り。
(*雑草刈り作業時はｻｲﾄﾞﾃﾞｨﾌﾚｸﾀｰｷｯﾄ（別売）の使用を推奨しております。)

BBC
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ・ﾌﾞﾚｰｷ・ｸﾗｯﾁ

HST
油圧無段階変速

バーブレード スイングブレード

樹脂車輪 ｱﾙﾐ車輪 フロントプロテクター

インナープロテクター

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

グラスモア
LM5360HX

LM5360HXA-BU



本格プロモデル

最上級プロモデル

刈幅：53cm

刈幅：53cm

BBC
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ・ﾌﾞﾚｰｷ・ｸﾗｯﾁ

HST
油圧無段階変速

バーブレード スイングブレード

樹脂車輪 ｱﾙﾐ車輪 フロントプロテクター

インナープロテクター アシストバー (補強)

インナープロテクター、アシストバーが標準装着され、
より耐久性に優れたモデル。
草刈り作業を仕事とするプロユーザーにオススメ。

全ての機能・耐久性を兼ね備えた、最上級モデル。
HST（無段階変速）機能を搭載しており、作業スピードを
自由に調整可能。
操作性・作業性を重視したモデル。

希望小売価格

¥224,000 （税込￥246,400）

希望小売価格

¥266,000 （税込￥292,600）
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BBC
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ・ﾌﾞﾚｰｷ・ｸﾗｯﾁ

HST
油圧無段階変速

バーブレード スイングブレード

樹脂車輪 ｱﾙﾐ車輪 フロントプロテクター

インナープロテクター アシストバー (補強)

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

グラスモア
LM5360HXA

LM5360HXA-HST



【ハウジングデッキ】
耐久性に優れたアルミダイキャストデッキ採用

【シャフト駆動】
ベルトレスでメンテナンスフリー

【集草・排草】
グラスバックの使用で、刈った芝・草を集草。
草刈り時に刈った草を集める必要がない場合は、

サイドディフレクターキット（別売り）に取り換える事
で作業効率アップ。

作業動画は
こちらから

芝から雑草まで

【アジャストレバー】
作業シーンに応じた
刈高で作業可能。

12 ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

グラスモア

【BBC機能搭載】 BBC・・・ブレード・ブレーキ・クラッチ
欧州安全規格適合（CE規格）
黄色ボタンを押してレバーを前に倒すと刃物が回転。
レバーを離すと刃物が瞬時に停止。
作業中の刃物接触による不測の事態に備えています。
(LM4860KOS-BUにはBBC機能がありません。)



LM5360HXA-HSTLM5360HXALM5360HXA-BULM5360HXLM5360KOXLM4860KOS-BUモデル名

ホンダ GXV160KOHLER  HD775エンジン

163173排気量（cm3）

1.81.4燃料タンク（L）

535348刈幅（cm）

6段階
（2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 

6.2, 7.2）
7段階

（1.5, 2.6, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 7.7）
7段階

（1.5, 2.6, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 7.7）刈高（cm）

〇〇〇〇〇×BBC

183 × 58 × 127181 × 58 × 126181 × 58 × 126171 × 52 × 112サイズ（cm）

6862535045重量（kg）

HST無段階変速
（0～1.7）

二段変速
（0.7/1.0）

二段変速
（0.7/1.0）

速度（m/sec）

9.6インチ アルミ8インチ アルミ8インチ 樹脂8インチ 樹脂車輪

757570グラスバッグ容量
（L）

￥266,000
(税込￥292,600）

￥224,000
(税込￥246,400）

￥229,000
(税込￥251,900)

￥216,000
(税込￥237,600）

￥164,000
（税込￥180,400）

￥151,000
(税込￥166,100）

希望小売価格
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適応モデル希望小売価格部品コード形状

LM5360￥3,650
（税込￥4,015）

91014-205

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ替刃

適応モデル
希望小売

価格（税抜）
部品コード形状

LM5360￥14,000
（税込￥15,400）

71902-222

ｽｲﾝｸﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞｷｯﾄ・・・雑草刈に最適。

ﾏﾙﾁｶｯﾃｨﾝｸﾞｷｯﾄ・・・刈った芝・草を細かく粉砕。

ｻｲﾄﾞﾃﾞｨﾌﾚｸﾀｰｷｯﾄ・・・刈った芝・草を後方横から排出。

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

グラスモア
スペック表

アクセサリー

適応モデル
希望小売

価格（税抜）
部品コード形状

LM5360￥8,000
（税込￥8,800）

71901-924

適応モデル希望小売価格部品コード形状

LM5360￥13,000
（税込￥14,300）

71902-310
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作業動画は
こちらから

【ナイロンカッター (*フルオート式) 】
ナイロンカッターを採用する事で、
効率良く作業が可能。

作業に不慣れな女性やお年寄りでも簡単

【ハンドル角度調整】
工具不要。
作業者に合せた角度で快適操作。

【車輪高さ調整】
工具不要。
ナイロンカッターの刈取角度を
変更可能。

【35.8cm3 4サイクルエンジン】
リコイルスタートで楽々始動。
手押し式だから自分のペースで作業可能。

ナイロンカッター標準装備

【飛散防止カバー】
大型飛散防止カバー採用。

*フルオート式とは
作業中にコードが磨耗し短くなると、遠心力により
自動でコードが出てくる構造。

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

LU350H
手押式草刈機



LU350H
手押式草刈機

Original KAAZ

Made in Japan

LU350Hモデル名

ホンダ GX35 35.8cm3エンジン

レギュラーガソリン使用燃料

0.63燃料タンク（L）

ナイロンカッター刃物

43刈幅（cm）

12.0重量（kg）

¥85,000
（税込¥93,500）

希望小売価格

15

軽くて使いやすく、
様々な場所で大活躍‼

ハンドルを折り畳めることができ、
コンパクトに持ち運びや収納が可能。

平地 あぜ

緩やかな斜面 果樹の枝下

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。
試作機の為、色・製品ラベル等が最終仕様と異なります。



16 ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

VT840
刈払機 メガパワータイプ（本格プロ専用）

VT840モデル名

カーツ CK1 25.4㎤エンジン

1.2kW / 9,500rpm最大出力

混合ガソリン 50：1
限定オイル：WAKO’S  V2R使用燃料

両手ハンドルハンドル

182 ｘ 64 ｘ 49サイズ（㎝）

OREGON社製 ジェットフィット
テクニブレード7mm

替用40本付属
刃物

Φ28パイプ径（mm）

8.6重量（kg）

¥113,000
（税込¥124,300）

希望小売価格OREGON社製
テクニブレード7mm

フローティング構造による本格防振を実現。

振動を軽減する防振ゴムを計4個内蔵。

KAAZエンジンPR動画は
こちらから

KAAZ自社製エンジン CK1 搭載

6月新発売

高トルク
ギヤ比2.46



VF500
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※受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

VF500（W）モデル名

両手ハンドルハンドル

三菱 TLE48 47.1cm3エンジン

0.9燃料タンク（L）

チップソー255mm & NC120 (ﾅｲﾛﾝｶｯﾀｰ)刃物

181×64 x 57サイズ（cm）

Φ28パイプ径（mm）

9.3重量（kg）

¥113,000
（税込¥124,300）

希望小売価格

振動を軽減する防振ゴムを計4個内蔵。

プロ用ショルダーバンドで
疲労を軽減。

プロ仕様ハンドル。

チップソーとナイロンカッターを
標準装備。

大排気量！本格防振！
プロ向け刈払機！
フローティング構造による本格防振を実現。
プロの為に開発された刈払機。

47.1 cm3の大排気量エンジンを搭載。

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

刈払機 メガパワータイプ（本格プロ専用）



V540

Original KAAZ

Made in Japan

18
ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

刈払機 メガパワータイプ（本格プロ専用）

VR540(S)-TLE48モデル名

ループハンドルハンドル

三菱 TLE48 47.1cm3エンジン

0.9燃料タンク（L）

チップソー255mm & NC100 (ﾅｲﾛﾝｶｯﾀｰ)刃物

165×88メインパイプ×
フレキ長さ（cm）

Φ26パイプ径（mm）

12.3重量（kg）

¥124,000
（税込¥136,400）

希望小売価格

※受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

※受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

V540（W）モデル名

両手ハンドルハンドル

三菱 TLE48 47.1cm3エンジン

0.9燃料タンク（L）

チップソー255mm & NC100 (ﾅｲﾛﾝｶｯﾀｰ)刃物

183×61×45サイズ（cm）

Φ28パイプ径（mm）

8.5重量（kg）

¥103,000
（税込¥113,300）

希望小売価格

VR540
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UPE24（T）UPE24（S）UPE24（W）モデル名

ツーグリップ
ループ

ハンドル
両手ハンドルハンドル

三菱 TBE24 22.5cm3エンジン

0.45燃料タンク（L）

チップソー230mm刃物

174×23×23174×23×23174×57×41サイズ（cm）

4.24.34.7重量（kg）

¥69,000
（税込¥75,900）

¥69,000
（税込¥75,900）

¥70,000
（税込¥77,000）

希望小売価格

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

刈払機 軽作業タイプ

UPE24

W S T

UP222（T）UP222（S）UP222（W）モデル名

ツーグリップ
ループ

ハンドル
両手ハンドルハンドル

三菱 TB23 22.5cm3エンジン

0.5燃料タンク
（L）

チップソー230mm刃物

175×22×24175×23×24175×56×42サイズ（cm）

3.83.94.3重量（kg）

¥69,000
（税込¥75,900）

¥69,000
（税込¥75,900）

¥70,000
（税込¥77,000）

希望小売価格

W S T

UP222

※ツーグリップ仕様は受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

※生産終了品につき、在庫限りとなります。



20 ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

刈払機 プロタイプ
UP272

UP272（T）UP272（S）UP272（W）モデル名

ツーグリップ
ループ

ハンドル
両手ハンドルハンドル

三菱 TB26 25.4cm3エンジン

0.6燃料タンク（L）

チップソー255mm刃物

176×23×24176×23×24176×56×42サイズ（cm）

4.14.24.6重量（kg）

¥77,000
（税込¥84,700）

¥77,000
（税込¥84,700）

¥78,000
（税込¥85,800）

希望小売価格

※ツーグリップ仕様は受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

W       S              T

W      S            T

UPE27（T）UPE27（S）UPE27（W）モデル名

ツーグリップ
ループ

ハンドル
両手ハンドルハンドル

三菱 TBE27 25.6cm3エンジン

0.6燃料タンク（L）

チップソー255mm刃物

176×23×23176×23×23176×57×42サイズ（cm）

4.64.75.2重量（kg）

¥77,000
（税込¥84,700）

¥77,000
（税込¥84,700）

¥78,000
（税込¥85,800）

希望小売価格

UPE27

※生産終了品につき、在庫限りとなります。



X335
Made in Japan

X335（W）モデル名

両手ハンドルハンドル

三菱 TB33 32.6cm3エンジン

0.8燃料タンク（L）

チップソー255mm刃物

182×60×44サイズ（cm）

6.7重量（kg）

¥91,000
（税込¥100,100）

希望小売価格

X330（W）モデル名

両手ハンドルハンドル

ホンダ GX35 35.8cm3エンジン

0.63燃料タンク（L）

チップソー255mm刃物

184×61×43サイズ（cm）

7.2重量（kg）

¥92,000
（税込¥101,200）

希望小売価格
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※受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

※受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

X330
刈払機 ハイパワータイプ



KZ240

Original KAAZ

Made in Japan

KZ240（W）モデル名

両手ハンドルハンドル

三菱 TB24 22.5cm3エンジン

0.5燃料タンク（L）

チップソー255mm刃物

176×60×39サイズ（cm）

4.9重量（kg）

¥ 59,800
（税込¥65,780）

希望小売価格

配線も工具不要でワンタッチ！

配線も工具不要でワンタッチ！

22

KZ260LL ロングパイプ仕様

KZ260LL（S）モデル名

ループハンドルハンドル

三菱 TB26 25.4cm3エンジン

0.6燃料タンク（L）

チップソー255mm刃物

227×23×22サイズ（cm）

5.2重量（kg）

¥71,900
（税込79,090）

希望小売価格

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

刈払機 ワンタッチタイプ エンジンの取付け・取外しが工具不要で簡単にできます。

KZ260LL ロングパイプ仕様

刈払機 4サイクルタイプ

XP260C（W）モデル名

両手ハンドルハンドル

ホンダ GX25 25.0cm3エンジン

0.58燃料タンク（L）

チップソー255mm刃物

181×56×41サイズ（cm）

5.8重量（kg）

¥76,000
（税込¥83,600）

希望小売価格

※受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

XP260C

LL：50cmロング



Original KAAZ

Made in Japan
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URP262(S)-TS26モデル名

ループハンドルハンドル

三菱 TS26 25.4cm3エンジン

0.9燃料タンク（L）

チップソー255mm 刃物

156×88メインパイプ×
フレキ長さ（cm）

7.1重量（kg）

¥96,000
（税込¥105,600）

希望小売価格

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

URP262
刈払機 背負タイプ

XRE26（S）-TU26モデル名

ループハンドルハンドル

三菱 TU26 25.6cm3エンジン

0.6燃料タンク（L）

チップソー255mm刃物

156×88メインパイプ×
フレキ長さ（cm）

7.9重量（kg）

¥90,000
（税込¥99,000）

希望小売価格

XRE26

※5月新発売予定。



24 ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

刈払機 背負タイプ

XRP335

XRP335（S）-TB33モデル名

ループハンドルハンドル

三菱 TB33 32.6cm3エンジン

0.8燃料タンク（L）

チップソー255mm刃物

158×88メインパイプ×
フレキ長さ（cm）

9.9重量（kg）

¥97,000
（税込106,700）

希望小売価格

※受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

URP260AL（S）-GX25モデル名

ループハンドルハンドル

ホンダ GX25 25.0cm3エンジン

0.58燃料タンク（L）

チップソー255mm刃物

156×88メインパイプ×
フレキ長さ（cm）

9.0重量（kg）

¥97,000
（税込¥106,700）

希望小売価格

※受注生産となります。ご注文時には納期をご確認下さい。

URP260



Original KAAZ

備考希望小売価格部品コード径(mm)×歯数形状

メッシュオープン91059-260230×36

メッシュオープン91059-259255×40

チップソー F-3000Ⅱ

ナイロンカッター

希望小売価格部品コード
太さ×長さ

（mm）×（m）
形状希望小売価格部品コード

太さ×長さ
（mm）×（m）

形状

¥6,890
（税込¥7,579）

71005-1042.4×100
¥2,310

（税込¥2,541）
71005-1012.4×15

¥8,250
（税込¥9,075）

71005-1083.0×100
¥2,310

（税込¥2,541）
71005-1073.0×15

適応機種
適応シャフト

サイズ
希望小売価格部品コード

オート
カッター

品名形状

UP272 / UPE27 / KZ260M7×1.0オープン71037-137－NC7

UP272 / UPE27 / KZ260 / XRP260M7×1.0オープン71037-183

〇NC70
URP262 / URP260
(※スペーサ入り)M7×1.0オープン71037-230

XP260C / XRP335M8×1.25オープン71037-123－NC8

XP260C / XRP335M8×1.25オープン71037-182〇NC80

X330 / X335M10×1.25オープン71037-124－NC10

X330 / X335M10×1.25オープン71037-181〇NC100

全機種－オープン71037-205－NCⅡ

全機種－オープン71037-231〇NCⅢ

ナイロンコード

25ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

刈払機

アクセサリー

適応機種希望小売価格部品コード形状

UP222
UP272
XP260Cオープン91059-259

トリマーアタッチ

希望小売価格部品コード形状

¥1,260
（税込￥1,386）

91072-105

保護メガネ



Φ60ドリルで約300回使用可能!!

こんなにスゴイ!!
・傾斜地での作業もラクラク。
・逆回転機能搭載。
・静音で早朝/住宅地での作業が可能。
・排ガスゼロでビニールハウス等の屋内作業が可能。

26

※バッテリー充電満タン時。
土壌により、使用可能回数は異なります。/当社調べ

作業動画は
こちらから

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

穴掘機 バッテリー式電動オーガー
e-pro AG

Φ20～150適応ドリル径(mm）e-pro AGモデル名

290rpm出力回転数（無負荷時）ブラシレスモーターモーター

Φ60ドリル：約300回
Φ150ドリル：約200回

作業能力※1リチウムイオンバッテリーバッテリー種類

4～5h充電時間本機部：5.5kg
重量

（ドリルは除く） ￥256,000
(税込￥281,600）

希望小売価格
※ドリル別売

背負部：4.9kg

※1 バッテリー充電満タン時。
土壌により、使用可能回数は異なります。/当社調べ

バッテリー（単品） バッテリーセット（背負部）
※バッテリー、充電器含む適応機種希望小売価格製品コードモデル名

e-pro AG￥73,800
（税込￥81,180）

71184-108バッテリー
（単品）

適応機種希望小売価格製品コードモデル名

e-pro AG￥10,000
（税込￥11,000）

71902-407N-1

ラセン杭抜き専用アタッチメント

バッテリー

N-1 N-1対応ラセン杭サイズ ラセン杭の頭部に被せるだけ
カンタン装着

12ミリ

81.5ミリ

※装着イメージ

アクセサリー



AG260 / 400 / 500

AG400

AG500AG260

AG260
ロックピン機能付きで、

ドリルが土に食い込んだ場
合、ギヤをロックして簡単に
抜く事ができます。

27

AG500AG400AG260モデル名

三菱 TLE48三菱 TLE33三菱 TLE24エンジン

47.132.622.5排気量（cm3）

0.90.80.5燃料タンク（L）

9.48.35.3重量（kg）
※ドリル含まず

ウォ―ムギヤ（35：1）ウォ―ムギヤ（40：1）平歯車（31：1）減速方式

￥117,000
（税込￥128,700）

￥107,000
（税込￥117,700）

￥81,000
（税込￥89,100 ）

希望小売価格
※ドリル別売り

作業動画はこちらから

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

穴掘機 エンジン式オーガー

AG400・AG500
ウォ―ムギヤ採用により、本

体を手動で逆転させながら簡
単に引き抜く事ができます。



ハウスの支柱埋設 垣根たて
クイ、柱の埋設 果樹植木の施肥
幼木の支柱埋設 植林・植樹 など

Made in Japan

28

用途多彩

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

穴掘機



ラセン杭アタッチメント R-2

29

＊適応範囲は土質などの作業条件により異なります。

以下サイズの範囲内であれば使用可能です。

71.5ﾐﾘ

29.5ﾐﾘ

12ﾐﾘ

適応機種希望小売価格製品コードﾗｾﾝ杭ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ

AG400/AG500
e-pro AG

¥11,700
（税込¥12,870）

71902-376R-2

適応機種希望小売価格部品コード
ドリルサイズ

（径×長さ）mm

AG260
e-pro AG

¥13,300
（税込¥14,630）

71026-112Φ20×620

AG260
e-pro AG

¥14,000
（税込¥15,400）

71026-113Φ25×620

AG260/AG400/AG500
e-pro AG

¥15,400
（税込¥16,940）

71026-114Φ30×620

AG260/AG400/AG500
e-pro AG

¥15,800
（税込¥17,380）

71026-116Φ40×750

AG260/AG400/AG500
e-pro AG

¥16,200 
（税込¥17,820）

71026-115Φ50×750

AG260/AG400/AG500
e-pro AG

¥16,400
（税込¥18,040）

71026-101Φ60×750

AG400/AG500
e-pro AG

¥18,800
（税込¥20,680）

71026-108Φ80×750

AG400/AG500
e-pro AG

¥21,500
（税込¥23,650）

71026-102Φ100×750

AG400/AG500
e-pro AG

¥26,100
（税込¥28,710）

71026-103Φ150×750

AG500¥31,200
（税込¥34,320）

71026-104Φ200×750

AG500¥38,400
（税込¥42,240）

71026-105Φ250×820

AG260/AG400/AG500
e-pro AG

¥11,350
（税込¥12,485）

71901-455延長シャフト
（30cm）

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

穴掘機 エンジン式オーガー
アクセサリー



Original KAAZ
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３Ｄファン（特許取得）採用で作業効率アップ。
ワンランク上の風量・風速を実現。

BZ450モデル名

KOHTAR K26
25.4cm3エンジン

12.3最大風量（m³/min）

72.5最大風速（m/s）

6.2重量（kg）

¥59,000
（税込¥64,900）

希望小売価格

公園緑化
芝生、砂、小石等の

清掃や、草刈後の清掃
に。

農場
農場の落葉や、草刈後
の清掃に。 （草寄）

お寺・神社
境内の落葉の清掃に。

ゴルフ場
ティーグランド、グリーン
バンカー、駐車場等の落
葉、芝生、砂、小石等の
清掃に。

町内清掃
道路脇や公園などの落
葉や、草刈後の清掃に。

イベント会場
紙ふぶき、ゴミなどの清
掃に。

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

BZ450
エアランチャー



Original KAAZ

Made in Japan

SX251
●吸水量：15～25ℓ/分
●最高圧力：4.9MPa

SX401
●吸水量：24～41ℓ/分
●最高圧力：4.9MPa
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SX401SX251モデル名

600～1,000600～1,000回転数（rpm）

1.5～4.20.9～2.6所要動力（KW）

8インチ（A-2）/φ207インチ（A-2）/φ20Vプーリー/軸径（mm）

Φ19×3.0Φ16×3.0吸水ホース（φmm×m）

Φ16×3.0Φ13×3.0余水ホース（φmm×m）

G1G5/8吸水口ネジ

G5/8G1/2余水口ネジ

G1/4, G3/8G1/4×2噴霧口ネジ

R3/4－潅水口ネジ

12.511重量（kg）

¥168,000
（税込¥184,800）

¥157,000
（税込¥172,700）

希望小売価格

SSX4011SSX2511モデル名

SX401SX251動噴

3（A-2）穴径φ203（A-2）穴径φ18エンジンプーリー

A-30A-27ベルトサイズ

三菱 GB181 181cm3三菱 GB131 126cm3エンジン

3934重量（kg）

¥309,000
（税込¥339,900）

¥288,000
（税込¥316,800）

希望小売価格

SSX2511
●吸水量：20ℓ/分
●最高圧力：4.9MPa

SSX4011
●吸水量：28ℓ/分
●最高圧力：4.9MPa

ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。

単体動噴
防除機

エンジンセット動噴



https://www.kaaz.co.jp/

本 社 〒704-8588 岡山県岡山市東区西大寺五明387-1
TEL (086)942-1118 FAX (086)942-1120

九 州（営） 〒862-0911 熊本県熊本市東区健軍2-11-58ライズ神水1F
TEL (096)285-4331 FAX (096)285-4330

©2023  KAAZ  CORPORATION     09-C-2301-00 / 430-2305-003-0-0113

●ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意ラベルをご確認の上、正しくお使い下さい。
●安全の為、カーツ純正部品・純正アクセサリーをご使用下さい。
●製品及び付属品は、改良のため仕様や外観を予告なく変更することがあります。
●記載の希望小売価格は変更することがあります。
●記載内容は2023年5月現在のものです。
●写真は印刷の為、実際の色と多少異なる場合があります。


