
オランダ生まれのミニローダー
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● バッテリー式。バッテリー容量は360Ahで、
　 最大で約7時間の走行が可能です。
      ( 運転・走行時間は作業内容に
         よって大きく異なります )
● 排気ガスを出せない 室内作業に
    最適。 
　 エンジン式と同等のパワーが
　 あります。

直流モーター（ブラシ無し）
出     力　　　                kW/HP               1.5/2
回 転 数                             rpm               1800
ドライブシステム　　                    油圧ホイールモーター ×２
速     度　　  　                km/h                 0-5
掘起し力　　　                     kg                 840
けん引力　　                        kg                 558
油圧システム　            　ℓ・bar               15/150
オイルタンク容量　　             ℓ　　         　42
許容荷重　
パレットフォーク　ローポジション（70％）    kg　　        　245
パレットハイポジション（70％）　kg　　　  　　154
パケット　ローポジション（50％）　kg　　　　  　175
パケット　ハイポジション（50％）　kg　　　　　  110
タイヤ　　　　　　　　　　　　　　　　   4.00×10
ブレーキ　                                     後二輪油圧ロック式
                                                    前二輪チェーン連結
ステアリング             　タイプ　     スキッドステアリング
電気システム
バッテリータイプ　　               　 トラクションバッテリー
電     圧　　　                    　V                   24
バッテリー容量　　            　Ah                 360
本体重量（オペレーター 1 名 60 ㎏含む）kg                 722

　

■ 主な仕様

農業や
畜産現場でも大活躍
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● エンジン式。
　 ホンダGX390 11.7HP
    ガソリンエンジンを搭載。 
● 材料の搬入や掘削など、
    アタッチメントにより
     多用途に活躍。

エンジン（メーカー / タイプ）　　　       ホンダ /GX390
出     力　　　                kW/HP               8.7/11.7
回 転 数                             rpm                 3000
ミリンダー数　　　　　　　　　　　　　　　　１
冷　  却  　　　　　　　　　　　　　　　  空　　冷
燃     料 　　　　　　　　　　　　　　　　ガソリン
燃料タンク容量　　　　　　　 ℓ                  6.1
ドライブシステム　　                    油圧ホイールモーター ×２
速     度　　  　                km/h                 0-7
掘起し力　　　                     kg                  840
けん引力　　                        kg                  558
油圧システム　            　ℓ・bar                24/190
オイルタンク容量　　             ℓ　　         　 42
許容荷重　
パレットフォーク　ローポジション（70％）    kg　　        　207
パレットハイポジション（70％）　kg　　　  　　135
パケット　ローポジション（50％）　kg　　　　  　148
パケット　ハイポジション（50％）　kg　　　  　    97
タイヤ　　　　　　　　　　　　　　　　   4.00×10
ブレーキ　                                     後二輪油圧ロック式
                                                    前二輪チェーン連結
ステアリング             　タイプ　     スキッドステアリング
電気システム
バッテリータイプ　　               　 トラクションバッテリー
電     圧　　　                    　V                   12
バッテリー容量　　            　Ah                  45
本体重量（オペレーター 1 名 60 ㎏含む）kg                 570

　

■ 主な仕様

四輪駆動で
小回り可能 !!
スムースな前進＆後進。
その場でターンが可能。

エンジン式と
バッテリー式 !!
どちらのタイプも同等の
パワーで屋内解体現場に

最適です。

豊富な
アタッチメントは
５０種類以上 !!
現場の用途に合わせて
お選びいただけます。

廃材や土砂の運搬に
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50 種類以上の豊富な取付可能アタッチメントで、
さまざまな現場で活躍します！
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SR1712

エンジン（メーカー / タイプ）　　　          PMAC 24V
出     力　　　             　   kW                   3.25
回 転 数                            rpm               0-2000
シリンダー数　　　　　　　　　　　　　　　n/a
冷　  却  　　　　　　　　　　　　　　　  空　　冷
燃     料 　　　　　　　                              n/a　　　　　　　　　
燃料タンク容量　　　　　　　 ℓ                 n/a
ドライブシステム　　                    油圧ホイールモーター ×２
速     度　　  　                km/h                 0-4
掘起し力　　　                     kg                 840
けん引力　　                        kg                 600
油圧システム　            　ℓ・bar              16/190
オイルタンク容量　　             ℓ　　         　29
許容荷重　
パレットフォーク　ローポジション（70％）    kg　　        　297
パレットハイポジション（70％）　kg　　　  　　217
パケット　ローポジション（50％）　kg　　　　  　193
パケット　ハイポジション（50％）　kg　　　　　  141
タイヤ　　　　　　　　　　　　　　　　   4.00×8
ブレーキ　                                     後二輪油圧ロック式
                                                    前二輪チェーン連結
ステアリング             　タイプ　     スキッドステアリング
電気システム
バッテリータイプ　　               　 トラクションバッテリー
電     圧　　　                    　V                   24
バッテリー容量　　            　Ah                 360
本体重量（オペレーター 1 名 60 ㎏含む）kg                 900

　

■ 主な仕様

掘削・解体工事現場に
便利なリモコン式


