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コンクリート機械

コードコード 型式型式 フレキ長さ (m)フレキ長さ (m) 全長 (㎜)全長 (㎜) 電圧 (V)電圧 (V) 振動部 ( 径 / 長㎜)振動部 ( 径 / 長㎜) メーカーメーカー
11595 E32FP 0.6 1079 100 32 × 187 エクセン

00509 E32FP 1.0 1483 100 32 × 187 エクセン

00510 E32FP 1.5 1983 100 32 × 187 エクセン

コードコード 型式型式 フレキ長さ(m)フレキ長さ(m) 全長 (㎜)全長 (㎜) 電源電源 バッテリー 1 個あたりバッテリー 1 個あたり
運転時間 (min)運転時間 (min)

11595 C28F 0.6 1089 バッテリー DC18V 4.0Ah 20

コードコード 型式型式 電圧 (V)電圧 (V) 全高 (㎜)全高 (㎜) 振動面 ( 幅×長㎜)振動面 ( 幅×長㎜) 振動部 (径×長㎜振動部 (径×長㎜) メーカーメーカー
00538 EKCA 100 404 76 × 113 95 エクセン

軽便バイブレーター

コードレス軽便バイブレーター

壁打ちバイブレーター

コードコード 型式型式 入力入力 出力出力 出力出力
コンセントコンセント

重量重量
(Kg)(Kg) メーカーメーカー定格容量 (kVA)定格容量 (kVA) 電流 (A)電流 (A) 定格容量 (kVA)定格容量 (kVA) 電流 (A)電流 (A)

00512 HC-113B 1.5 15 1.3 15.0 2 10 エクセン
00512 HC-116B 2.0 20 1.6 19.0 2 10.1 エクセン

高周波インバーター 100V

高周波エンジン
コードコード 型式型式 出力 (KVA)出力 (KVA) 電流 (A)電流 (A) 出力コンセント数出力コンセント数 重量 (Kg)重量 (Kg) メーカーメーカー
00511 HAG134MHA 3.4 40.9 3 40 エクセン

高周波インナーバイブレーター

コードコード 型式型式 出力 (W)出力 (W) 電圧 (V)電圧 (V) 全長 (㎜)全長 (㎜) 振動部 ( 径×長㎜振動部 ( 径×長㎜) 外部ホース外部ホース ( 径×長㎜( 径×長㎜) 重量 (Kg)重量 (Kg)
00515 HBM30ZX 130 48 6530 31 × 376 28 × 6000 9.6
00516 HBM40VF 250 48 6502 43 × 348 33 × 6000 12.1
00517 HBM50VF 400 48 6551 52 × 397 35 × 6000 16.1
00518 HBM60ZX 500 48 6570 61 × 415 36 × 6000 17.5

エンジンナイター
２灯式 コードコード 型式型式 ランプ型式ランプ型式 マスト最大高 (㎜)マスト最大高 (㎜) 重量 (Kg)重量 (Kg) メーカーメーカー

00368 HL23D メタルハライド 3670 246 北越工業
00368 HL-402-60 メタルハライド 3900 246 北越工業
00368 PL-402R メタルハライド 3900 253 デンヨー

4 灯式 コードコード 型式型式 ランプ型式ランプ型式 マスト最大高 (㎜)マスト最大高 (㎜) 重量 (Kg)重量 (Kg) メーカーメーカー
00369 HL-44D メタルハライド 4500 311 北越工業
00369 HL-404-60 メタルハライド 4500 311 北越工業
00369 PL-254D2 メタルハライド 4200 352 デンヨー

照明機械


