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■ 製品に関するお問合せは・・・

www.klauke.jp

Battery powered hydraulic drive unit with 700 bar

AHP700LC
充電式油圧ポンプユニット（単動式）
質量6.4kg 軽量コンパクト
最大100t の圧縮力

マキタ製のバッテリーが
使用できます。

最大100t の圧縮力
充電式ハイパワー油圧ポンプユニット （単動式）
質量6.4kg コンパクト設計で持ち運びカンタン

品　名 油圧ポンプユニット
型　番 AHP700LC
出　力 最大70MPa
油　量 800ml

吐出量
低　圧 0.9L/min 以内
高　圧 0.3L/min 以内

バッテリー
マキタ 18V Li-ion バッテリー  

（容量は3.0Ah 以上をお使いください）

充電時間 約22 分
質　量 6.4kg（バッテリー2個含む）
保護等級 IP43
使用温度範囲 －12℃ ～ 40℃
本体サイズ W330 × D160 × H280㎜

YouTube

■ 仕　様 ■ 標準付属品

■ オプション品
品　名 型　番

マキタ18V/4.0Ah Li-ion バッテリー BL1840B
マキタ急速充電器 DC18RF
3m 高圧ホース（オイル充填） HSOEL3C
4m 高圧ホース（オイル充填） HSOEL4C
5m 高圧ホース（オイル充填） HSOEL5C
6m 高圧ホース（オイル充填） HSOEL6C
8m 高圧ホース（オイル充填） HSOEL8C
10m 高圧ホース（オイル充填） HSOEL10C
専用USB アダプター PGA1
両手操作安全スイッチ ZST4
フットスイッチ FTA4

品　名 型　番
2m 高圧ホース （オイル充填） HSOEL2C
1.5m ケーブル付きリモコン HTA4 
ショルダーストラップ TG3
ヘッド用シャリングバッグ TT2
※バッテリーと急速充電器は別売となっております。

※バッテリーは容量3.0Ah 以上であれば使用可能ですが、
　4.0Ah 以上がおすすめです。

Gustav Klauke GmbH
Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid

Phone: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Fax:  +49 (0) 2191 / 907 - 141

E-Mail: Klauke-Info@Emerson.com
Internet: www.klauke.com

©
 2

01
9 

G
us

ta
v 

K
la

uk
e 

G
m

b
H

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
. T

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 B

R
A

H
P

70
0L

19
G

B
 3

.0
00

 0
1/

19
 I 

株式会社 マルタカ電器  クラウケ事業部
〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井 7丁目 12番 23号
TEL（0586）75-5873｜FAX（0586）75-5473｜http://www.klauke.jp

TEL（0586）75-5873｜FAX（0586）75-5473｜E-mail  support@klauke.jp
ホームページの修理依頼フォーム

〒491-0827 愛知県一宮市三ツ井 7丁目 12番 23号

■ 修理のご依頼お問合せは・・・

Klauke認定修理センター（日本）

日本代理店

DC18RF
3m 高圧ホース（オイル充填） HSOEL3C
4m 高圧ホース（オイル充填） HSOEL4C
5m 高圧ホース（オイル充填） HSOEL5C
6m 高圧ホース（オイル充填） HSOEL6C
8m 高圧ホース（オイル充填） HSOEL8C
10m 高圧ホース（オイル充填） HSOEL10C
専用USB アダプター PGA1
両手操作安全スイッチ ZST4
フットスイッチ FTA4

2m 高圧ホース （オイル充填） HSOEL2C



LEDインジケーター

非常停止／強制解除ボタン

エラー、故障、修理時期などを LEDで通知。

180°回転カプラ

暗所でも見やすい
本体ディスプレイ

マキタバッテリーで駆動

耐衝撃性

リモコン収納ポケット

IPS プレッシャー感知システム

連続圧縮作業を簡素化
MRS+機能

オートリターン機能

セレクタースイッチ

オートリターン機能
（パンチャーモード）

動作・機器情報を表示。
プレッシャーメーター／バッテリー残量／ 
エラー表示、動作回数／メンテナンス時期／ 
シリアルナンバーなど。

マキタ18V Li-ion バッテリーで駆動 
（3.0Ah 以上）
駆動用バッテリーの他に、
予備バッテリー1個が装着可能。

本体ハウジングは衝撃に強い
強化ファイバーグラス製。

リモコン（有線）は本体に収納可能。

高性能プレッシャーセンサーにより動作をモニタリング。
エラー検知時は音と LEDで通知します。

使用例 ：100ton 圧縮ヘッド（型番PK1000）

使用例 ：ケーブルカッターヘッド（型番SDK65C）

圧縮後のピストンの戻り幅を自由に 
設定可能。
最小の駆動域でスピーディーな連続 
圧縮作業が可能。

圧縮・切断作業完了後、自動的に 
リリース。

圧縮、切断、パンチャーの作業選択、機器情報
表示をダイアル一つで切り替えできます。

作業完了時点で自動停止。


