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集塵機 CT シリーズ
Dust Extractor CT

• 乾湿両用掃除機として作業場の清掃にも活躍

• 99％以上の集塵吸込み効率を誇る

• ホースに帯電防止処理付き

FESTOOL 集塵機のスタンダード

集塵機 CT シリーズ
型式 CT 26 CT 36 CT 48
電源 100V 200V（単相）

消費電力 1200W 1100W
吸込み能力 3900L/分 3400L/分
最大吸引力 24000Pa 23000Pa
フィルター面積 6318㎠
電源ケーブル長さ 7.5m
騒音レベル 71dB(A)
電動工具と接続時の最大負荷 1200W* 1100W*
集塵容量 （コンテナ /集塵フィルターバッグ使用時） 26L/24L 36L/34L 48L/46L
寸法（L × W × H）mm 630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 640
重量 13.9kg 14.4kg 18.6kg

E　 電動工具と連動
品番 005.27.066(574953NE) 005.27.067(574969NE)

−
型番 CTL 26 NE CTL 36 NE

LE　電動 +エアー工具と連動
品番 005.27.068(574953NLE) 005.27.071(574969NLE) 005.27.065(575275NLE)
型番 CTL 26 NLE CTL 36 NLE CTL48 E NLE EC/B22 

H　 HEPA フィルター内蔵
（電動工具と連動）

品番 005.27.069(574953NH) 005.27.070(574969NH)
−

型番 CTH 26 NE CTH 36 NE

豊富なアクセサリー

エンドキャップY型コネクター ブラシノズル

CT26/36 ツールホルダー
CT26/36 ハンドル

スタンダードメインフィルター

ワークセンター WCR 1000
(写真はオプション品含む)

CT 48 (CTL 48 E NLE EC/B22 ATEX)CT 26 CT 36

スタンダードフィルターバッグ

湿式メインフィルター

作業者の健康を守り、作業場をきれいに保つ

には、強力なパワーを持ち、効率的な集塵が

できる集塵機を使用することが一番です。集

塵機CTシリーズはこの要求に十分応えられ

ます。この集塵機はその強力な吸引力の無段

階調整と、セルフクリーンの集塵フィルター

バッグとメインフィルターを組み合わせた技

術的な特長で、集塵フィルターバッグの容量

を最大限まで利用することができます。もち

ろん、集塵フィルターバッグとメインフィル

ターの交換は工具なしでできます。

＊本機のコンセント部に規定値を超える電流が流れる場合、工具との「連動」は使用できません。

　本機のプラグを接続とは別のコンセントに接続してください。

＊標準附属品：①3.5m 集塵ホース（005.22.347/204921）②クリーニングセット（005.21.211/577257）
③集塵フィルターバッグ 1 枚 ④ホースアダプター（E・LE タイプのみ）（005.26.944/EF0030）

クリーニングセット（標準品）

CT26/36/48
品番：008.53.385
        (496170)
CT MIDI
品番：008.53.430
         (456790)

CT22/33/44/55
品番：008.53.470
        (452923)

CT26/36/48
品番：005.22.425
        (496169)
CTMIDI
品番：005.26.735
         (456805)

CT22/33/44/55
品番：005.26.736
        (452924)

CT26 品番：008.53.380
(496187)

CT36 品番：008.53.381
                  (496186)
CT48 品番：005.23.749

(497539)
CT MIDI 品番：008.53.387

(498411)

CT22 品番：008.53.417
                  (452970)
CT33 品番：008.53.411
                  (452971)
CT44 品番：008.53.414
                  (452972)
CT55 品番：008.53.416

(452973)

品番：005.23.586
        (496122)

品番：005.23.569
        (495802)

品番：005.26.623
        (452899)

品番：008.56.153
        (440404)

品番：008.56.100
        (452898)

品番：005.23.743
        (497471)

*アルミ粉塵等の粉塵対応防爆集塵機
*軽量（18.6kg）・小型で移動が容易
注1：爆発を誘引しにくい構造です。
注2：爆発時における、耐圧防爆構造ではありません。

HEPAメインフィルター
CT26/36/48 品番：005.26.952

(EF1403)
CT22/33/44/55 品番：005.26.950

(EF1401)

Dust Extractor CT
集塵機 CT シリーズ

品番：005.21.211
        (577257)



メンテナンスの効率化
従来手間のかかっていたモーターの交換はシンプ

ルな構造にすることで手間を省き、簡単にメンテ

ナンスが行えます。

小さいのにパワフル
高性能なタービンは高い吸引力を実現しな

がらコンパクトなデザインでスペースをと

りません。

メインフィルター
メインフィルターは集塵フィル

ターバッグで取りきれなかった

微細粉塵を取り除きます。乾式

のスタンダードメインフィル

ターだけでなく湿式メインフィ

ルターや HEPA メインフィル

ターも用意しています。

HEPA フィルター内蔵モデル

のメインフィルターは高性

能 HEPA フ ィ ル タ ー 採 用 で

99.97%（0.3 ミクロン単位）

以上の捕集効率を誇り、アスベ

ストなど危険な粉塵集塵機とし

て使用できます。

柔軟な集塵ホース
丈夫で耐久性があり表面が滑ら

かで柔軟性のある集塵ホースは

作業時の引っ掛かりを抑えスト

レスなく快適に使用できます。

さらに吸引能力を高めるため集

塵機側へ向かうほど径が太くな

る円錐形状になっています。

Sys-Dock
Sys-Dock とは工具を収納す

る FESTOOL 独自のシステ

ナーと呼ばれるシステム収納

箱をしっかりと設置するため

のスペースです。これによっ

てシステナーが作業中の揺れ

で落ちることなく、必要な工

具やアクセサリーを移動し、

取り出すことができます。

ロックブレーキ
作業中や車などでの移動中でも

ロックブレーキを効かせれば集

塵機が転がりでることがありま

せん。特にリアタイヤは軽量化

を実現し回転キャスターとの組

み合わせで動きがスムーズです。

大容量のコンテナ
フラットなフィルター構造により、コンテナ内の

スペースを最大限に使用できます。

モジュールプラグシステム
エアーモジュールが装備された LE タイプ

（574953NLE/574969NLE/575275NLE）は

エアー工具との連動が可能です

ホース・ケーブル収納場所
邪魔になりがちなホースやケーブルは

一箇所にまとめることができ、その中

央にはハンドルがついています。移動

を想定した人間工学的デザインです。

セルフクリーン機能
フィルターバッグは防水性の不織布でできて

います。スイッチの ON/OFF によってフィル

ターバッグが膨らんだりつぶれたりすること

でセルフクリーン機能が働き、フィルターバッ

グがいっぱいになるまで一定の高い吸引力を

保証します。これによりフィルターバッグは

約 4 倍長持ちし、コストを削減できます。

（CT26）

【日本総輸入元】株式会社　ハーフェレジャパン

Fax.045-828-3110横浜市戸塚区上品濃 14-17244-0806 Tel.045-828-3111
本 社
〒

FESTOOLは通常12か月の保証です。
弊社販売の工具毎に付属する「1+2保証」に申請していただきますと通常の保証にプラス
24か月間保証を付加し、36か月保証とすることができます。
（保証規定・申請条件があります。詳しくは取扱説明書をご覧下さい。）

大阪営業所
〒550-0004 大阪市西区靭本町 1-10-24 Tel.06-6446-5300 Fax.06-6446-5301
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