
部品番号 先端幅×長さ（ｍｍ） 本体価格（税抜）

7704-58770 270Ｘ125（スタンダード） ¥5,600
7700-00080 153Ｘ125（強力刃） ¥6,200
7700-00250 270×125（サイドカッター付刃） ¥7,800

MS-60A　特殊ブレード（部品販売）

●ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。
●三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。
●モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。
●刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。
●左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。
●大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。

延長キャプタイヤ
コード（3C-2-5m）

270mm幅 153mm幅 サイドカッター付

ブレード取付例

手押式〈扱いやすさ抜群〉

❶

❷

型式 質量
(kg)

機体寸法
(ハンドル含) 

(mm) 
剥がし幅 (mm) 走行

方式
電圧
(V)

電流
(50/60Hz) 

(A) 
出力
(W)

回転数（50/60Hz)
min-¹ (r.p.m)

MS-60A 63
（A）710（950）
（B）270（560）
（C）700（800） 

153 / 270 手押式 100
（単相） 8.2/7.8 550 2,830/3,420

MS仕様

※MS-60Aは延長キャプタイヤコード付です。（3C-2-5m）

EDDY-Ⅱ（15kg）
ハンドル無（12kg） 

本体価格：
¥220,000（税抜）

100V

MS-60A（63kg） 

本体価格：
¥292,000（税抜）

100V 防 振

型式 質量
(kg)

機体寸法
(ハンドル含) 

(mm) 
剥がし幅 
(mm)

走行
方式

電圧
(V)

電流
(50/60Hz) 

(A) 
出力
(W)

回転数（50/60Hz)
min-¹ (r.p.m)

EDDY-Ⅱ 15
(ハンドル無：12)

長：388（1,080)
幅：145
高：370(868)

140 / 230 手押式 100 
(単相） 5.0 300 4,600

EDDY-Ⅱ仕様

※EDDY-Ⅱは定格時間30分です。（PSE規格）

部品番号 先端幅×長さ（ｍｍ） 本体価格（税抜）

7600-01001 メインブレード230（10枚組） ¥12,300
7600-01002 メインブレード140（10枚組） ¥  9,630
7600-01003 サイドブレード（左） ¥  1,000
7600-01004 サイドブレード（右） ¥  1,000
7600-01005 スペシャルブレード140ｘ100（3枚組） ¥  7,700

EDDY-Ⅱ　特殊ブレード（部品販売）	

※270mmブレード（1枚）を
標準装備しています。

❶ON/OFFスイッチ ❷ブレーカースイッチ

ハンディー式〈狭い作業も簡単〉
●軽量・小型で持ち運びが便利です。
●補助ハンドルを装備すると刃先に力を加える事が

容易にできます。
●4種類のブレードが用意され、さまざまな現場に 

対応します。

※230・140mm、サイド（左右）ブレード（各1枚）とスペシャルブレード（3枚）を 
標準装備しています。

メインブレード230mm メインブレード140mm スペシャルブレードサイドブレード

補助ハンドル

ハンドタイプ
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部品番号 先端幅×長さ（ｍｍ） 本体価格（税抜）

7723-49510 305×125（スタンダード） ¥6,600
7723-49520 357×125（ワイド） ¥7,200
7724-63810 補助ブレード（サイドカッター刃） ¥2,500

MS-150　特殊ブレード（部品販売）

自走式〈100Vクラス最大の強さ〉

安全カバー付（305mm幅） サイドカッター付 357mm幅 153mm幅（MS-60用）

ブレード取付例

型式 質量
(kg)

機体寸法
(ハンドル含) 

(mm) 
剥がし幅 
(mm)

ブレード
調整角度
（度）

走行速度
(km/h)

走行
方式

電圧
(V)

電流
(50/60Hz) 

(A) 
出力
(W)

回転数（50/60Hz)
min-¹ (r.p.m)

MS-150 198
（A）880（1,680）
（B）394　　
（C）885（1,345）

305 / 357 17～28 0～0.6
前後進共 自走式 100

（単相） 15.4/14.4 1,100 1,430/1,720

MS仕様 A

C

BB

A

C

B

C

A

●ブレードは前後スライダー機構による往復直線運動方式なので、粘着力のある
Pタイルや長尺シートもスピーディーにはがすことができます。

●HST（静油圧式一体型トランスミッション）の採用により、前後進レバー操作
で床材に合わせた作業速度（0〜0.6km/h）が設定出来ます。

●ブレードの往復運動及び走行の動力には、出力1100Wの余裕のあるモーター
を採用しました。

●ブレードのON-OFFは、ハンドル手元にあるブレードスイッチに
よって操作可能です。

●床材の種類に合わせた作業が出来るように、ブレード角度調整ハン
ドルが付いています。

MS-150（198kg）

本体価格：
¥1,430,000（税抜）

100V 自 走

ビットの消耗を防ぎます。

■ 従来の施工
● 垂直カッターのため、切断面が垂直かつ滑らか
● 切断面の密着性が悪い
● 舗装接合面の剥離
● 長期経過とともに溝ができ、路盤に雨水等が浸入する
● 美観が悪い
● 切削時に汚泥が発生し、産業廃棄物処理が必要（水質汚濁）
●  工事現場で発生した廃棄物が処理、処分されるまでの一連の処      
　理工程を確認する義務が必要

■ 舗装面取工法
●  特殊ビットで切断面を鮫肌のように凹凸にすることにより接合面
の密着性が高まる

●  切断面が斜めになるので接合面積が大きくなり、接合面をさらに
強固にし、剥離を防止することができる

● 水を使わないので汚泥（産業廃棄物）が発生しない
● 舗装工事の品質向上、舗装接合面の耐久性向上
● 美観が良い
● 面取り工に伴うアスファルトの副産物は路盤材と認める

アスファルト打継ぎ目

MCV-757は、アスファルト舗装の面
取工法専用機です。

※ビットは別売です。

舗装面取り機

※ビットセットφ154、高87mm／φ154、高さ83mmは別売です。別途お見積となります。
※LPガスボンベの取扱いは行っておりません。

MCV仕様
型式 機械質量(kg) 機体寸法(mm) ビット寸法(mm) 最大面取深さ (mm) 面取角度 面取り深度調整方法 エンジン（最高出力）

MCV-757
セルスタート

990
(ロードヒーター付)

LPガスボンベ20kg含む

長：1,675
幅：1,135
高：1,200

最大径：154
高：83 30～60 35° アジャストボルト式

スバルEH72DS
17.2kW(23.0PS)

4サイクル

ロードヒーター
搭載

専用ビット ●特殊円錐形ビットにより、
　斜め切削が可能になりました。

（オーバーレイ仕様）

MCV-757（990kg）

本体価格：別途お見積

セル付 自 走

※在庫限りにて販売を終了させて頂きます。

※在庫限りにて販売を終了させて頂きます。
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