
EHＣ60RF スチールローラタイプ 

EHＣ60RU パイプに傷が付かないウレタンローラタイプ 

 
●取扱説明書に指定された用途・切断能力の範囲で使用してください。指定対象材以外の切断に使用すると、機械の損傷や思わぬ事故の原因となります。 
●切断作業時は安全靴・安全帽・手袋・保護メガネなどを必ず着用してください。 
●雨中・水や油のかかる場所での作業は感電事故のもとになりますので使用しないでください。 
●機械を改造したり、取り付けてある部品を外しての使用は危険です。 
●作業をはじめる前に刃や機械本体に破損、亀裂、変形や、ネジの緩みなどはないか必ず点検をおこない異常がないことを確認した上で使用してください。点検や調整は危険で
　すから、必ずスイッチを切り、差込プラグを抜いてからおこなってください。 

取扱注意事項 

http://www.mcccorp.co. jp

※長尺パイプの切断には別売のパイプサポートの 
　併用でさらに安全・確実な切断ができます。 

を内蔵 を内蔵 内面バリ取り用コーン型リーマ 内面バリ取り用コーン型リーマ 

サニタリー管 など 
薄肉ステンレス配管 の 作業効率アップ 

サニタリー管 など 
薄肉ステンレス配管 の 作業効率アップ 

従来機種の特長そのまま 

　　　新型高速パイプカッタは 

従来機種の特長そのまま 

　　　新型高速パイプカッタは 
(EHC60F/60U)

(EHC60RF/60RU)

(EHC60F/60U)

(EHC60RF/60RU)

60RF 60RUS品　名 

一般配管用ステンレス鋼管（JIS Ｇ 3448） 
水道用ステンレス鋼管（ＪＷＷＡ Ｇ 115） 

8Ｓｕ～60Ｓｕ 

建築用・水道用銅管（JIS Ｈ3300・ＪＷＷＡ Ｈ101） 15Ａ～50Ａ（厚さ1.78ｍｍ以下） 

ねじなし電線管（JIS Ｃ 8305） Ｅ19～Ｅ51

その他の管 φ15～φ61ｍｍ（厚さ1.78ｍｍ以下） 

○ ○ 

○ ○ 

○ ○ 

○ ○ 

60RU

○ 

○ 

○ 

○ 

○ ×注１ ×注１ 表面が樹脂コーティングされた管（装飾パイプ、手摺用パイプ等） 

注１…表面が樹脂コーティングされた管は60ＲＵに標準付属している特殊管用カッタホイールを別途購入していただくと60ＲF 
　　　でも切断が可能になります。 

厚さ1.5～6.0ｍｍ（金属部厚さ2.0ｍｍ以下） 

サイズ（呼び） 

■切断能力 ■切断能力 ■特　長 

火花、切粉、外バリ無しのきれいな切り口。 

チャッキング、バイスも不要。 
簡単操作で安全。しかも、高速切断。 

内面取り用コーンリーマを内蔵。 
その場で切断、その場で面取り。 

耐久性に優れたベアリング付の刃と、 
アルミ合金の強靭なボディ。 

本体重量14.5kg（EHC60RU)と、 
軽量、コンパクトボディで抜群の機動力。 

EHC60RU

コーンリ－マ 

EHＣ60RUEHＣ60RF

薄肉ステンレス鋼管・銅管・手すり用パイプなど各種薄肉パイプ切断 

薄肉ステンレス管用カッタホイール新発売 薄肉ステンレス管用カッタホイール新発売 薄肉ステンレス管用カッタホイール新発売 
従来の標準刃を改良し、切れ味を向上、内バリが出にくい刃形状としました。 従来の標準刃を改良し、切れ味を向上、内バリが出にくい刃形状としました。 

※仕様の詳細については裏面をご覧ください。 ※仕様の詳細については裏面をご覧ください。 



■仕　　様
品　名 高速パイプカッタコーンリーマ付
品　番 ＥＨＣ60ＲＦ ＥＨＣ60ＲＵ ＥＨＣ60ＲＵＳ
ローラ材質 スチール ウレタン
電動機 単相シリースモータ　AC100Ｖ　50／60Hz
消費電力 400Ｗ
ローラ回転数（無負荷時） 450rpm（60Hz）
コーンリーマ回転数（無負荷時） 155rpm（60Hz）
機械寸法（ｍｍ） （Ｌ）270 ×（Ｗ）325 ×（Ｈ）345
重量（kg） 17.0 14.5
ＪＡＮコード 110625 110632 111356
メーカー希望小売価格 170,100円 187,170円
カッタホイール 装着 装着 ×
特殊管用カッタホイール × 標準付属品 ×
薄肉ステンレス管用カッタホイール × × 装着＋標準付属品

高速パイプカッタ コーンリーマ付 EHC60RF EHC60RU／RUS

EHCE60 EHCE62

高速パイプカッタ EHC60F EHC60U

高速パイプカッタシリーズの豊富なラインナップから用途に合わせてお選びください。

■替　　刃（60ＲＦ／60ＲＵ／60ＲＵＳ用）
品　名（替刃） カッタホイール 特殊管用カッタホイール 薄肉ステンレス管用カッタホイール
品　番 ＥＨＣＥ66 ＥＨＣＥ67 ＥＨＣＥ68
色 ブラック シルバー ブラック（刻線入り）
ＪＡＮコード 111240 111233 111349
メーカー希望小売価格 5,460円 5,460円 5,460円

◎60Ｆ／60Ｕには内面取り用超硬バーを組み込んだ機種もございます。
※工場出荷時の組み込みとなりますので、ご購入後の追加はできません。

◎超硬バーセット：メーカー希望小売価格30,450円　※本体への組み込み追加料金となります。
※JANコード（国・メーカーコード4989065は省略してあります）

◎リ－マは替刃式です。 替刃の品番：BRE60 JANコード：109544 メーカー希望小売価格：5,900円
※JANコード（国・メーカーコード4989065は省略してあります）

CORPORATION

本　　　　社 〒578-0965 東大阪市本庄西2丁目3-46 1 06-6747-6921 FAX 06-6747-6926
東 京 支 店 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目25-4MSビル2階 1 03-5807-6055 FAX 03-5807-6620
名古屋営業所 〒460-0024 名古屋市中区正木2丁目15-13 1 052-332-4559 FAX 052-331-9395
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3丁目3-25 1 092-441-3016 FAX 092-441-3024
広島営業所 〒730-0802 広島市中区本川町1丁目3-2 1 082-292-5288 FAX 082-233-2471
仙 台営業所 〒984-0042 仙台市若林区大和町4丁目15-8 1 022-235-6014 FAX 022-235-6027
札幌営業所 〒062-0001 札幌市豊平区美園一条2丁目2-13 1 011-822-8570 FAX 011-832-4041
北関東営業所 〒373-0851 群馬県太田市飯田町1245-1 金十清水ビル 1 0276-48-9116 FAX 0276-48-9117

〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町1814 1 059-234-4159 FAX 059-234-5571
ホームページ　http://www.mcccorp.co.jp

取 扱 店

■仕　　様
品　名 高速パイプカッタ
品　番 ＥＨＣ60Ｆ ＥＨＣ60Ｕ
ローラ材質 スチール ウレタン
電動機 単相シリースモータ　AC100Ｖ　50／60Hz
消費電力 350Ｗ
ローラ回転数（無負荷時） 500rpm（60Hz）
機械寸法（ｍｍ） （Ｌ）250 ×（Ｗ）210 ×（Ｈ）330
重量（kg） 11.5 11.0
ＪＡＮコード 109599 109506
メーカー希望小売価格 138,350円 156,730円
カッタホイール 装着 装着
特殊管用カッタホイール × 標準付属品

■替刃（60Ｆ／60Ｕ用）
品　名（替刃） カッタホイール 特殊管用カッタホイール
品　番 ＥＨＣＥ60 ＥＨＣＥ62
色 ブラック シルバー
ＪＡＮコード 108691 109582
メーカー希望小売価格 5,460円 6,640円

■別売品　パイプサポート（従来機種、新機種兼用）

品　名 パイプサポート パイプサポートＵ
品　番 ＥＨＣＳ60 ＥＨＣＳ60Ｕ
ローラ材質 アルミ ウレタン
重量（kg） 2.4 2.0
ＪＡＮコード 108721 109612
メーカー希望小売価格 9,200円 10,150円

スチールローラ ウレタンローラ

スチールローラ ウレタンローラ

アルミローラ ウレタンローラ

EHCS60 EHCS60U

※JANコード（国・メーカーコード4989065は省略してあります）

EHCE66 EHCE67 EHCE68

NEW

NEW

NEW


