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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
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スパイラルインナー
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)
00519 HBM40AXS 250 48 6464 43 × 310 33 × 6000 11.7
11718 HBM50AXS 400 48 6514 52 × 360 36 × 6000 15.7

ブロック吊り
コードコード 備考備考
00431 ブロック吊り　点字ブロック 7 個　幅 2100

生コンバケット ( 標準 )
コードコード 容量 (㎥ )容量 (㎥ ) 高さ (㎜)高さ (㎜) 重量 (Kg)重量 (Kg) メーカーメーカー
00531 0.2 751 110 川崎機械
00532 0.3 900 130 川崎機械
00534 0.5 1050 170 川崎機械
00535 0.7 1150 260 川崎機械
00536 1.0 1170 320 川崎機械

生コンバケット ( 背低 )
コードコード 容量 (㎥ )容量 (㎥ ) 高さ (㎜)高さ (㎜) 重量 (Kg)重量 (Kg) メーカーメーカー
00524 0.2 720 110 川崎機械
00525 0.3 755 130 川崎機械
00526 0.5 910 170 川崎機械
00527 0.7 1000 260 川崎機械
00528 1.0 1120 310 川崎機械

U 字溝吊
コードコード 型式型式 呼径 (㎜)呼径 (㎜) 定格容量 (Kg)定格容量 (Kg) 重量 (Kg)重量 (Kg) メーカーメーカー
00396 内吊ワイド 600 240 〜 600 1000 22 サンキョウトレーディング

かくはん機
コードコード 型式型式 スクリュ径 (㎜)スクリュ径 (㎜) 消費電力 (W)消費電力 (W) 電源 (V)電源 (V) 重量 (Kg)重量 (Kg) メーカーメーカー
00308 UM-22 180 700 100 4.2 工機販売

背負式コードレスインバーター

コンクリート機械

コードレスインバータ
コードコード 11841

入
力
入
力

容量容量 (W)(W) 500
電圧電圧 (V)(V) 36
電流電流 (A)(A) 14

出
力
出
力

容量容量 (W)(W) 500
電圧電圧 (V)(V) 36
電流電流 (A)(A) 14

周波数周波数 (Hz)(Hz) 400
質量質量 (kg)(kg) 3.9

背負式バッテリー
コードコード 11842

容量容量 (Ah)(Ah) 21
電圧電圧 (V)(V) DC36

使用可能時間使用可能時間 3 時間
充電時間充電時間 3 時間
質量質量 (kg)(kg) 7.3

コードレス40φフレキ
コードコード 11843

出力出力 (W)(W) 250
電圧電圧 (V)(V) 25
電流電流 (A)(A) 8

周波数周波数 (Hz)(Hz) 400
振動数振動数 (Hz)(Hz) 200
全長全長 (㎜)(㎜) 1795
質量質量 (kg)(kg) 3.9

モルタルミキサー
コードコード 型式型式 推奨練上料 (L)推奨練上料 (L) 動力 (W)動力 (W) 電源 (V)電源 (V) ドラム寸法ドラム寸法 (㎜)(㎜) 重量 (Kg)重量 (Kg)
00507 STR-4.5 150 1000 100/200( 切換 ) φ 900 × 360 128

※モルタルポンプ・コンクリートミキサー等別途お問い合わせください

マルチバイブレーター

コードコード 型式型式 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)
11933 HBM40VFLH 5829 43 × 360 28 × 4000 13.9


