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THE NEW SUPERIOR HOLMATRO PENTHEON SERIES

UNRESTRAINED PERFORMANCE FOR YOUR MISSION

抑制なきパフォーマンス

ペンテオン



THE NEW SUPERIOR HOLMATRO PENTHEON SERIES
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Market Positioning

EXPLANATION SLOGAN

Pentheon tools are ahead of all other 

tools on the market, cordless tools & 

hose tools alike.

UNRESTRAINED PERFORMANCE FOR YOUR MISSION

No hose & pump attached.

Long working time on 1 battery, 

easy battery management.

Designed for use in extreme 

conditions: in the heat or cold 

or even under water.

Superior cutting & spreading 

performance at unparalleled 

speed.

Saving lives is not a 

job, it’s a mission.



“ホルマトロ・新ペンテオンシリーズだけが、これまで
に経験したことのない自由なパフォーマンス、比類の
ないスピード、そして究極のコントロールを提供しま
す。また、バッテリー管理が簡単なため、いつでも救
助活動の準備ができます。!”
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Market Positioning

新ペンテオンシリーズの特色は？



比類なきスピード
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Features & Benefits – Unparalleled Speed

無段階増速

• 特許取得済みのペンテオンツール内部のメカシステムは、
モーターとポンプの設定を無段階で最適化し、全圧力範
囲で最大の油量を供給します。

これにより負荷容量にかかわらず比類なき作動スピー
ドを発揮します。



比類なきスピード
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Features & Benefits – Unparalleled Speed

無段階増速

• 高負荷時において、ツールの油圧ポンプが高圧ステージに
切り替わると作動スピードが大幅に落ちるのに対し、ペン
テオンツールは理想的な無段階速度曲線を描いている

一般的に使用される作業圧力の範囲で最大の速度優位性
を持っている。



究極のコントロール

• 救助活動中にいつでもハイスピードとロースピードの
切り替えが可能

• ツールスピードはコントロールハンドルの左右への回
転角度を変更するだけで切り替え可能. 

最速のレスキューツールを最大限にコントロール可
能
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Features & Benefits – Ultimate Control

究極のスピードコントロールを可能にする2モードコントロールハンドル

1. ハイスピードモード

2.ロースピードモード

1

2 2
1



活動可能時間の拡張

• 高性能なペンテオンレスキューツールの為に専用開発.

• 大容量・大出力のバッテリーセルを採用。通常品よりも
発熱を抑えることにより最大出力での作業時間を延長

1つのバッテリーでの作業可能時間を拡張
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Features & Benefits – Maximum Endurance

大容量専用バッテリー採用



活動可能時間の拡張

• 特許取得済みのペンテオンツール内の駆動システムは、
他のコードレスレスキューツールに比べ非常にエネル
ギー効率が高い

• これによりバッテリーを交換することなく長時間の活動
が可能になります。
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Features & Benefits – Maximum Endurance

高効率ドライブシステム



活動可能時間の延長
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Features & Benefits – Maximum Endurance

オートスタート/ストップシステム

オペレーターへ視覚＆聴覚的にツールが最大圧
に達したことを伝える：
例 切断作業が終了した際

• ツールが作動していない時や最大作
動圧に達した時は自動的にモーター
がストップします。

エネルギーの節約: バッテリーの
浪費を防ぐ



温度管理技術

• この技術はツールとバッテリーの温度を継続的にモニ
ターし、温度上昇によるツールテの作動停止を防止しま
す。

• 極高温下においては、ペンオンツールは自動的に能力を
落とさずに低出力モードに切り替わります。

これは高負荷・高温下での活動継続を可能にします。
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Features & Benefits – Maximum Endurance

極高温下での作業性維持



水中使用

• ペンテオンツールは完全水没状態で
の使用が可能です。

高温、低温、降雨、降雪や水中あ
らゆる状況でペンテオンツールは
使用が可能です。
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Features & Benefits – Maximum Endurance



バッテリー管理の省力化

• ホルマトロオンツールチャージシステムはツールにバッテ
リーが取り付けられたままの状態で充電を可能にします。

• ツールをチャージャーに接続するだけで自動的に充電されま
す。

• 1つのコンセントから3つのチャージャーを並列に接続し使用
することが可能です。チャージャーにはバッテリー充電口も
あるため最大6個のバッテリーを自動充電することが可能です。
（ツールオンチャージとバッテリーのみのチャージを同時に
行う場合、ツールオンチャージが優先されます）

チャージャー上でのバッテリー入れ替えはもう必要ありま
せん。
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Features & Benefits – User Centered Design

オンツールチャージ



バッテリー管理の省力化

マグネットコネクター付充電ケーブル

• マグネットコネクター採用で接続不備を防止: 
マグネットコネクターによりツールがチャージャーに接
続されていると、自動的にツールの電源がオフになりま
す。

活動の際は、工作車のハンガーからツールを持ってい
くだけで使用が可能
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Features & Benefits – User Centered Design

オンツールチャージ
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Features & Benefits – User Centered Design

リアルタイム診断機能
 LED インジケータ―

• ツール上のLEDインジケーターでバッテリー
やチャージャーの状態をリアルタイムで把握
可能:

 ツール内部温度

 最大作動圧到達時

 バッテリー温度

 バッテリー充電状態

 バッテリー作動状態

即時視認可能

ツール内部温度最大作動圧到達時



リアルタイム診断機能

エンドユーザー向け:

• バッテリー状態の詳細情報

Holmatroディーラーサービスセンター向け:

• バッテリー状態の詳細情報

• 検査手順を含むツールの総合情報

ペンテオンツールに最適な検査とメンテナンス情報
が包括されています。
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Features & Benefits – User Centered Design

ホルマトロ機器診断ソフトウェア



コンパクト & インラインツールデザイン DESIGN

• 電動モーターと油圧ポンプが同じシャフトを共用

省スペース構造によりペンツェオンツールのハイパ
フォーマンスとコンパクト性を両立
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Features & Benefits – User Centered Design

コンパクトモーター＆ポンプ内蔵



コンパクト & インラインツールデザイン

• バッテリーはブレスレットのようにツールに密着

スリム＆コンパクトなデザインに寄与
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Features & Benefits – User Centered Design

ツールの形状にバッテリーを内包



イージーユース

• コントロールハンドルは器具の後部に配置され、常に手
が届く位置にあります。

これによりペンテオンツールは事故車両のすべての位
置、すべての部分において簡単に使用が可能です。
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Features & Benefits – User Centered Design

インラインコントロールハンドルによる全方向からの操作性
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Features & Benefits – User Centered Design

イージーユース

• キャリングハンドルはツールの全周を回る形で配置されて
います

どの位置でもツールを確実に保持することができます

• スーツケースグリップ

簡単に高バランスでツール搬送が可能

• 非常に丈夫で弾性がある高品質合成ポリマーを採用

難変形性（元の形状を保持）

高い耐衝撃性

 360° キャリングハンドル
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Features & Benefits – User Centered Design

イージーユース

• 高輝度６灯 LEDライトに作業箇所のクリアな視認性

昼夜問わずオペレーターの影を気にすることなく作業が可
能

• ライトは自動的にツールのメインスイッチON/OFFに連動

別のスイッチ操作や電池交換は不要

メインバッテリーから電源供給されるLEDライト内蔵キャリングハンドル
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AVAILABLE MODELS
CUTTER PCU50
 ADDITIONAL FEATURES



30°インクラインドブレード

• 車両の上部または下部を切断する際、ツールを肩口へ持
ち上げたり腰をかがめる必要は無し

改良されたエルゴノミクス: オペレーターは常にウェ
スト位置でのカッター使用が可能

23

Additional Features Cutter PCU50

改良されたエルゴノミクス



30°インクラインドブレード

• インクラインドカッターの開口部は、ツールと事故車両
や、ピラー切断個所と要救助者の間に従来以上のスペー
スを確保

ツールの移動に対する空間の確保で、カッターの切り
直しが不必要

要救助者への安全性

全周囲型キャリングハンドルにより事故車両のどの側
においてもインクラインドカッターの恩恵を受けるこ
とが可能
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Additional Features Cutter PCU50

最大限の作業スペース



NCT(ニューカーテクノロジー）ブレードデザイン

• U字型ブレードは非常に強固な素材においてもセン
ターボルト直近のブレード最奥部で最大の切断能力を
発揮する. 

最新、将来開発されるであろう頑丈な車両に対して
も最適な切断能力
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Additional Features Cutter PCU50

新型車両に対する優れた切断能力



最適化された刃先形状

• ブレードに傷が付くと切断能力に影響が出ます。そのた
め刃先に改良を加え耐久性を高めています。

耐摩耗性の向上
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Additional Features Cutter PCU50

ブレードの長寿命化
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Additional Features Cutter PCU50

I-ボルト
より良い切断性能と良メンテナンス性

• i-ボルトは2枚のブレードをホルダー等を介さ
ず直接強固に締め付けます。

これによりブレードの開きを最小限に抑え、
最大の切断能力を生み出します。

これは又、使用毎にボルトを増し締めする
手間も不要にします。



I-ボルト

• i-ボルトは通常のセンターボルト構造よりも平滑です。

これは通常のセンターボルトでは使用が不可能な狭所での使用を可能にします

28

Additional Features Cutter PCU50

狭所での良作業性



29

AVAILABLE MODELS
SPREADER PSP40
 ADDITIONAL FEATURES



ノンスリップスプレッドチップ

• チップの内外に多くの尖歯を配置

対象物にに咬み込むデザイン

• チップ外側中央部の歯列は両サイドに向けて配置

接触と同時にグリップ力を発揮

• チップ外側の歯列は歯の向きを交互に配置

すべての押し拡げ作業で完全なグリップ性能を発揮

• チップ内側の歯列は噛み合わせ式

チップ挿入時の寸法を低減
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Additional Features Spreader PSP40

押し拡げ、押し潰し時の驚異的なグリップ力
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TELESCOPIC RAM PTR50
 ADDITIONAL FEATURES



スマートラムエクステンション

• オプションの延長パイプを使用すると、ラムは自動的に
その最大長に応じた圧力に調整されます。

1台のコンパクトなラムと1本の延長パイプを使用する
だけですべての作業に適応可能です。

延長パイプは、ラムヘッドを外す必要も無く、素早く
簡単に接続できます。

最大1804㎜の全長の中で安全に使用が可能
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Additional Features Telescopic Ram PTR50

クロスラミングを含むすべての作業を1つのラムで



レーザーポインター内蔵ラムヘッド

• ラムヘッドに内蔵されたレーザーポインターは、ラム
ヘッドが当たる車両構造物の位置を示します。

救助隊内で正しいラム設置位置を探して迷う必要は
もうありません

一度で正しい位置にラムを設置できるため、車両構
造物の跳ね返りや挟み込みで要救助者を危険にさら
すことがありません。
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Additional Features Telescopic Ram PTR50

 1回で最適なポジションセッティング



ダブルキャリングハンドル

• ラム両サイドのハンドル

車両の両側、又内部においても確実なラムの保
持が可能

• より強固で柔軟性がある高品質合成ポリマー

原型復帰

耐衝撃性
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Additional Features Telescopic Ram PTR50

簡単なラムセッティング



クロスラムサポートセット （別売りオプション）

• 事故車両内部のクロスラミングで、ツールの前後に各
1台ずつのラムサポートを使用

• クロスラムサポートはラムの圧力を大きな表面積に分
散させる

効果的なクロスラミングが可能: ラムが車両構造物
を貫通することを防ぐ

• 高性能グリップ

車両の内装面で最大のグリップ力
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Additional Features Telescopic Ram PTR50

クロスラミング時の安定した足場を形成
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COMBI TOOL PCT50
 ADDITIONAL FEATURES



優れた性能を持つグリップティース

• コンビツールのブレードに各2か所ずつグリップ
ティースを配置

切断時の対象物押し出しを防止
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Additional Features Combi Tool PCT50



着脱式チップ

• 切断時の対象物破壊を避ける際には、コンビツールの
ブレードからチップw取り外すことが可能

 切断性能が更に向上

チップは工具を使わず簡単に着脱が可能
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Additional Features Combi Tool PCT50
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Additional Features Combi Tool PCT50

I-ボルト
より良い切断性能と良メンテナンス性

• i-ボルトは2枚のブレードをホルダー等を介さ
ず直接強固に締め付けます。

これによりブレードの開きを最小限に抑え、
最大の切断能力を生み出します。

これは又、使用毎にボルトを増し締めする
手間も不要にします。



I-ボルト
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Additional Features Combi Tool PCT50

狭所での良作業性

• i-ボルトは通常のセンターボルト構造よりも平滑です。

これは通常のセンターボルトでは使用が不可能な狭所での使用を可能にします



ACCESSORIES
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ペンテオン

アクセサリー
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Back-end Accessories バッテリー関連アクセサリー

バッテリー

チャージャー オンツールチャージコード

デイジーチェーンコード

メインパワーコネクター
バッテリー診断ツール

ツール診断コード

+
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Front-end Accessories 先端機器用アクセサリー

テレスコピックラム PTR50用

延長パイプ

クロスラムサポートセット

ラムサポート

コンビツール PCT50用

スプレッディングチップ
セット

チェーンアダプターセット牽引チェーンセット

ケース入り牽引チェーンセット ケース入りアクセサリー
（チップ）セット

スプレッダー PSP40用

ケース入りアクセサリー
（チップ）セット

ケース入り牽引チェーンセット

牽引チェーンセット チェーンアダプターセット

スプレッディングチップ
セット

カッティングチップセット


