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駐駐駐駐 車車車車 ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

緊緊緊緊 急急急急 ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

駆駆駆駆 動動動動 方方方方 式式式式

伝伝伝伝 達達達達 方方方方 式式式式

名名名名 称称称称

型型型型 式式式式

気気気気 筒筒筒筒 数数数数

始始始始 動動動動 方方方方 式式式式

使使使使 用用用用 燃燃燃燃 料料料料

タタタタ ンンンン クククク 容容容容 量量量量 (((( ㍑㍑㍑㍑ ))))

前前前前進進進進低低低低速速速速

前前前前進進進進高高高高速速速速

後後後後進進進進低低低低速速速速

後後後後進進進進高高高高速速速速

車車車車 速速速速

((((mmmm／／／／mmmmiiiinnnn))))

最最最最 大大大大 積積積積 載載載載 量量量量 (((( kkkk gggg ))))

４４４４５５５５

５５５５００００００００

内内内内部部部部拡拡拡拡張張張張式式式式

１１１１

リリリリココココイイイイルルルル・・・・セセセセルルルルモモモモーーーータタタターーーー併併併併用用用用方方方方式式式式

デデデディィィィーーーーゼゼゼゼルルルル軽軽軽軽油油油油

ＫＫＫＫＳＳＳＳ－－－－３３３３００００２２２２ＮＮＮＮＴＴＴＴ型型型型

９９９９５５５５２２２２

５５５５６６６６３３３３

８８８８８８８８７７７７

１１１１６６６６７７７７

３３３３００００．．．．００００

３３３３８８８８．．．．００００

２２２２８８８８．．．．００００

３３３３５５５５．．．．００００

ＯＯＯＯＣＣＣＣ６６６６２２２２－－－－ＥＥＥＥＧＧＧＧＢＢＢＢＸＸＸＸ

６６６６．．．．００００////１１１１７７７７００００００００

３３３３

☆☆☆☆支支支支柱柱柱柱打打打打ちちちち込込込込みみみみｏｏｏｏｒｒｒｒ

支支支支柱柱柱柱打打打打ちちちち込込込込みみみみ・・・・支支支支持持持持台台台台併併併併用用用用方方方方式式式式（（（（下下下下図図図図））））

動動動動力力力力車車車車ＫＫＫＫＳＳＳＳ－－－－３３３３００００２２２２ＮＮＮＮＴＴＴＴ型型型型＋＋＋＋乗乗乗乗用用用用台台台台車車車車ＫＫＫＫＲＲＲＲＴＴＴＴ－－－－１１１１((((ブブブブレレレレーーーーキキキキ付付付付))))＋＋＋＋荷荷荷荷物物物物台台台台車車車車ＫＫＫＫＴＴＴＴ－－－－２２２２
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4444....8888mmmm

立立立立形形形形液液液液冷冷冷冷４４４４ササササイイイイククククルルルルデデデディィィィーーーーゼゼゼゼルルルル

定定定定格格格格出出出出力力力力((((ppppssss／／／／rrrrppppmmmm))))



光光光光 永永永永 産産産産 業業業業 株株株株 式式式式 会会会会 社社社社

生生生生

事事事事

営営営営

外外外外

配配配配
付付付付
先先先先

資資資資材材材材

支支支支持持持持台台台台間間間間隔隔隔隔

レレレレ

ーーーー

ルルルル

1111....2222mmmm

ﾀﾀﾀﾀﾃﾃﾃﾃ55550000mmmmmmmm××××ﾖﾖﾖﾖｺｺｺｺ55550000mmmmmmmm××××厚厚厚厚ささささ3333....2222mmmmmmmm

ＳＳＳＳＴＴＴＴＫＫＫＫＲＲＲＲ４４４４００００００００

寸寸寸寸 法法法法

形形形形 材材材材

全全全全 長長長長

３３３３))))レレレレーーーールルルルのののの仕仕仕仕様様様様

手手手手動動動動ブブブブレレレレーーーーキキキキ

停停停停止止止止ブブブブレレレレーーーーキキキキ

定定定定速速速速ブブブブレレレレーーーーキキキキ

制制制制 動動動動 装装装装 置置置置

乗乗乗乗用用用用主主主主 用用用用 途途途途

１１１１人人人人

１１１１００００００００kkkkgggg

７７７７８８８８００００mmmmmmmm

６６６６４４４４００００mmmmmmmm

８８８８２２２２００００mmmmmmmm

ＫＫＫＫＲＲＲＲＴＴＴＴ－－－－１１１１

積積積積 載載載載 量量量量

重重重重 量量量量

全全全全 高高高高

全全全全 幅幅幅幅

全全全全 長長長長

項項項項目目目目／／／／型型型型式式式式

２２２２))))台台台台車車車車のののの仕仕仕仕様様様様及及及及びびびび構構構構造造造造・・・・諸諸諸諸元元元元

２２２２００００８８８８００００mmmmmmmm

６６６６６６６６００００mmmmmmmm

６６６６７７７７００００mmmmmmmm

１１１１００００５５５５kkkkgggg

５５５５００００００００kkkkgggg
※※※※1111人人人人乗乗乗乗車車車車時時時時、、、、KKKKTTTT----3333のののの積積積積載載載載量量量量はははは
333322225555kkkkgggg以以以以下下下下ととととななななりりりりまままますすすす。。。。

ＫＫＫＫＴＴＴＴ－－－－３３３３項項項項目目目目／／／／型型型型式式式式

１１１１))))動動動動力力力力車車車車のののの仕仕仕仕様様様様及及及及びびびび構構構構造造造造････諸諸諸諸元元元元

寸寸寸寸 法法法法 ・・・・ 重重重重 量量量量

動動動動 力力力力 車車車車 性性性性 能能能能

制制制制 御御御御 装装装装 置置置置

伝伝伝伝 達達達達 装装装装 置置置置

エエエエンンンンジジジジンンンン機機機機関関関関

仕仕仕仕 様様様様

燃燃燃燃 料料料料

突突突突起起起起輪輪輪輪

遠遠遠遠心心心心ククククララララッッッッチチチチ

全全全全 長長長長 (((( mmmm mmmm ))))

全全全全 幅幅幅幅 (((( mmmm mmmm ))))

全全全全 高高高高 (((( mmmm mmmm ))))

重重重重 量量量量 (((( kkkk gggg ))))

登登登登 坂坂坂坂 能能能能 力力力力 (((( °°°° ))))

降降降降 坂坂坂坂 ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

駐駐駐駐 車車車車 ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

緊緊緊緊 急急急急 ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

駆駆駆駆 動動動動 方方方方 式式式式

伝伝伝伝 達達達達 方方方方 式式式式

名名名名 称称称称

型型型型 式式式式

気気気気 筒筒筒筒 数数数数

始始始始 動動動動 方方方方 式式式式

使使使使 用用用用 燃燃燃燃 料料料料

タタタタ ンンンン クククク 容容容容 量量量量 (((( ㍑㍑㍑㍑ ))))

前前前前進進進進低低低低速速速速

前前前前進進進進高高高高速速速速

後後後後進進進進低低低低速速速速

後後後後進進進進高高高高速速速速

車車車車 速速速速

((((mmmm／／／／mmmmiiiinnnn))))

最最最最 大大大大 積積積積 載載載載 量量量量 (((( kkkk gggg ))))

４４４４５５５５

５５５５００００００００

内内内内部部部部拡拡拡拡張張張張式式式式

１１１１

リリリリココココイイイイルルルル・・・・セセセセルルルルモモモモーーーータタタターーーー併併併併用用用用方方方方式式式式

デデデディィィィーーーーゼゼゼゼルルルル軽軽軽軽油油油油

ＫＫＫＫＳＳＳＳ－－－－３３３３００００２２２２ＮＮＮＮＴＴＴＴ型型型型

９９９９５５５５２２２２

５５５５６６６６３３３３

８８８８８８８８７７７７

１１１１６６６６７７７７

３３３３００００．．．．００００

３３３３８８８８．．．．００００

２２２２８８８８．．．．００００

３３３３５５５５．．．．００００

ＯＯＯＯＣＣＣＣ６６６６２２２２－－－－ＥＥＥＥＧＧＧＧＢＢＢＢＸＸＸＸ

６６６６．．．．００００////１１１１７７７７００００００００

３３３３

☆☆☆☆支支支支柱柱柱柱打打打打ちちちち込込込込みみみみｏｏｏｏｒｒｒｒ

支支支支柱柱柱柱打打打打ちちちち込込込込みみみみ・・・・支支支支持持持持台台台台併併併併用用用用方方方方式式式式（（（（下下下下図図図図））））
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4444....8888mmmm

動動動動力力力力車車車車ＫＫＫＫＳＳＳＳ－－－－３３３３００００２２２２ＮＮＮＮＴＴＴＴ＋＋＋＋乗乗乗乗用用用用台台台台車車車車ＫＫＫＫＲＲＲＲＴＴＴＴ－－－－１１１１((((ブブブブレレレレーーーーキキキキ付付付付))))＋＋＋＋荷荷荷荷物物物物台台台台車車車車ＫＫＫＫＴＴＴＴ－－－－３３３３

立立立立形形形形液液液液冷冷冷冷４４４４ササササイイイイククククルルルルデデデディィィィーーーーゼゼゼゼルルルル

定定定定格格格格出出出出力力力力((((ppppssss／／／／rrrrppppmmmm))))



生生生生

事事事事

営営営営

外外外外

配配配配
付付付付
先先先先

支支支支持持持持台台台台間間間間隔隔隔隔

レレレレ

ーーーー

ルルルル

1111....2222mmmm

ﾀﾀﾀﾀﾃﾃﾃﾃ55550000mmmmmmmm××××ﾖﾖﾖﾖｺｺｺｺ55550000mmmmmmmm××××厚厚厚厚ささささ3333....2222mmmmmmmm

ＳＳＳＳＴＴＴＴＫＫＫＫＲＲＲＲ４４４４００００００００

寸寸寸寸 法法法法

形形形形 材材材材

全全全全 長長長長

３３３３))))レレレレーーーールルルルのののの仕仕仕仕様様様様

手手手手動動動動ブブブブレレレレーーーーキキキキ

停停停停止止止止ブブブブレレレレーーーーキキキキ

定定定定速速速速ブブブブレレレレーーーーキキキキ

制制制制 動動動動 装装装装 置置置置

乗乗乗乗用用用用主主主主 用用用用 途途途途

１１１１人人人人

１１１１００００００００kkkkgggg

７７７７８８８８００００mmmmmmmm

６６６６４４４４００００mmmmmmmm

８８８８２２２２００００mmmmmmmm

ＫＫＫＫＲＲＲＲＴＴＴＴ－－－－１１１１

積積積積 載載載載 量量量量

重重重重 量量量量

全全全全 高高高高

全全全全 幅幅幅幅

全全全全 長長長長

項項項項目目目目／／／／型型型型式式式式

２２２２))))台台台台車車車車のののの仕仕仕仕様様様様及及及及びびびび構構構構造造造造・・・・諸諸諸諸元元元元

項項項項目目目目／／／／型型型型式式式式

１１１１))))動動動動力力力力車車車車のののの仕仕仕仕様様様様及及及及びびびび構構構構造造造造････諸諸諸諸元元元元

寸寸寸寸 法法法法 ・・・・ 重重重重 量量量量

動動動動 力力力力 車車車車 性性性性 能能能能

制制制制 御御御御 装装装装 置置置置

伝伝伝伝 達達達達 装装装装 置置置置

エエエエンンンンジジジジンンンン機機機機関関関関

仕仕仕仕 様様様様

燃燃燃燃 料料料料

突突突突起起起起輪輪輪輪

遠遠遠遠心心心心ククククララララッッッッチチチチ

全全全全 長長長長 (((( mmmm mmmm ))))

全全全全 幅幅幅幅 (((( mmmm mmmm ))))

全全全全 高高高高 (((( mmmm mmmm ))))

重重重重 量量量量 (((( kkkk gggg ))))

登登登登 坂坂坂坂 能能能能 力力力力 (((( °°°° ))))

降降降降 坂坂坂坂 ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

駐駐駐駐 車車車車 ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

緊緊緊緊 急急急急 ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

駆駆駆駆 動動動動 方方方方 式式式式

伝伝伝伝 達達達達 方方方方 式式式式

名名名名 称称称称

型型型型 式式式式

気気気気 筒筒筒筒 数数数数

始始始始 動動動動 方方方方 式式式式

使使使使 用用用用 燃燃燃燃 料料料料

タタタタ ンンンン クククク 容容容容 量量量量 (((( ㍑㍑㍑㍑ ))))

前前前前進進進進低低低低速速速速

前前前前進進進進高高高高速速速速

後後後後進進進進低低低低速速速速

後後後後進進進進高高高高速速速速

車車車車 速速速速

((((mmmm／／／／mmmmiiiinnnn))))

最最最最 大大大大 積積積積 載載載載 量量量量 (((( kkkk gggg ))))

４４４４５５５５

５５５５００００００００

内内内内部部部部拡拡拡拡張張張張式式式式

１１１１

リリリリココココイイイイルルルル・・・・セセセセルルルルモモモモーーーータタタターーーー併併併併用用用用方方方方式式式式

デデデディィィィーーーーゼゼゼゼルルルル軽軽軽軽油油油油

ＫＫＫＫＳＳＳＳ－－－－３３３３００００２２２２ＮＮＮＮＴＴＴＴ型型型型

９９９９５５５５２２２２

５５５５６６６６３３３３

８８８８８８８８７７７７

１１１１６６６６７７７７

３３３３００００．．．．００００

３３３３８８８８．．．．００００

２２２２８８８８．．．．００００

３３３３５５５５．．．．００００

ＯＯＯＯＣＣＣＣ６６６６２２２２－－－－ＥＥＥＥＧＧＧＧＢＢＢＢＸＸＸＸ

６６６６．．．．００００////１１１１７７７７００００００００

３３３３

4444....8888mmmm

動動動動力力力力車車車車ＫＫＫＫＳＳＳＳ－－－－３３３３００００２２２２ＮＮＮＮＴＴＴＴ＋＋＋＋乗乗乗乗用用用用台台台台車車車車ＫＫＫＫＲＲＲＲＴＴＴＴ－－－－１１１１((((ブブブブレレレレーーーーキキキキ付付付付))))＋＋＋＋乗乗乗乗用用用用台台台台車車車車ＫＫＫＫＲＲＲＲＴＴＴＴ－－－－４４４４((((ブブブブレレレレーーーーキキキキ付付付付))))

手手手手動動動動ブブブブレレレレーーーーキキキキ

停停停停止止止止ブブブブレレレレーーーーキキキキ

定定定定速速速速ブブブブレレレレーーーーキキキキ
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☆☆☆☆支支支支柱柱柱柱打打打打ちちちち込込込込みみみみｏｏｏｏｒｒｒｒ

支支支支柱柱柱柱打打打打ちちちち込込込込みみみみ・・・・支支支支持持持持台台台台併併併併用用用用方方方方式式式式（（（（下下下下図図図図））））
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先先先先

☆☆☆☆支支支支柱柱柱柱打打打打ちちちち込込込込みみみみｏｏｏｏｒｒｒｒ

支支支支柱柱柱柱打打打打ちちちち込込込込みみみみ・・・・支支支支持持持持台台台台併併併併用用用用方方方方式式式式（（（（下下下下図図図図））））

手手手手動動動動ブブブブレレレレーーーーキキキキ

停停停停止止止止ブブブブレレレレーーーーキキキキ

定定定定速速速速ブブブブレレレレーーーーキキキキ

制制制制 動動動動 装装装装 置置置置

乗乗乗乗用用用用主主主主 用用用用 途途途途

積積積積 載載載載 量量量量

重重重重 量量量量

全全全全 高高高高

全全全全 幅幅幅幅

全全全全 長長長長

項項項項目目目目／／／／型型型型式式式式

２２２２))))台台台台車車車車のののの仕仕仕仕様様様様及及及及びびびび構構構構造造造造・・・・諸諸諸諸元元元元

支支支支持持持持台台台台間間間間隔隔隔隔

レレレレ
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ルルルル
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ﾀﾀﾀﾀﾃﾃﾃﾃ55550000mmmmmmmm××××ﾖﾖﾖﾖｺｺｺｺ55550000mmmmmmmm××××厚厚厚厚ささささ3333....2222mmmmmmmm
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寸寸寸寸 法法法法

形形形形 材材材材

全全全全 長長長長

３３３３))))レレレレーーーールルルルのののの仕仕仕仕様様様様

ＫＫＫＫＲＲＲＲＴＴＴＴ－－－－４４４４

２２２２８８８８００００００００mmmmmmmm

６６６６１１１１００００mmmmmmmm

９９９９２２２２００００mmmmmmmm

２２２２１１１１６６６６kkkkgggg

４４４４人人人人

項項項項目目目目／／／／型型型型式式式式

１１１１))))動動動動力力力力車車車車のののの仕仕仕仕様様様様及及及及びびびび構構構構造造造造････諸諸諸諸元元元元

寸寸寸寸 法法法法 ・・・・ 重重重重 量量量量

動動動動 力力力力 車車車車 性性性性 能能能能

制制制制 御御御御 装装装装 置置置置

伝伝伝伝 達達達達 装装装装 置置置置

エエエエンンンンジジジジンンンン機機機機関関関関

仕仕仕仕 様様様様

燃燃燃燃 料料料料

突突突突起起起起輪輪輪輪

遠遠遠遠心心心心ククククララララッッッッチチチチ

全全全全 長長長長 (((( mmmm mmmm ))))

全全全全 幅幅幅幅 (((( mmmm mmmm ))))

全全全全 高高高高 (((( mmmm mmmm ))))

重重重重 量量量量 (((( kkkk gggg ))))

登登登登 坂坂坂坂 能能能能 力力力力 (((( °°°° ))))

降降降降 坂坂坂坂 ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

駐駐駐駐 車車車車 ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

緊緊緊緊 急急急急 ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

駆駆駆駆 動動動動 方方方方 式式式式

伝伝伝伝 達達達達 方方方方 式式式式

名名名名 称称称称

型型型型 式式式式

気気気気 筒筒筒筒 数数数数

始始始始 動動動動 方方方方 式式式式

使使使使 用用用用 燃燃燃燃 料料料料

タタタタ ンンンン クククク 容容容容 量量量量 (((( ㍑㍑㍑㍑ ))))

前前前前進進進進低低低低速速速速

前前前前進進進進高高高高速速速速

後後後後進進進進低低低低速速速速

後後後後進進進進高高高高速速速速

車車車車 速速速速

((((mmmm／／／／mmmmiiiinnnn))))

最最最最 大大大大 積積積積 載載載載 量量量量 (((( kkkk gggg ))))
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内内内内部部部部拡拡拡拡張張張張式式式式

１１１１

リリリリココココイイイイルルルル・・・・セセセセルルルルモモモモーーーータタタターーーー併併併併用用用用方方方方式式式式

デデデディィィィーーーーゼゼゼゼルルルル軽軽軽軽油油油油

ＫＫＫＫＳＳＳＳ－－－－３３３３００００２２２２ＮＮＮＮＴＴＴＴ型型型型

９９９９５５５５２２２２

５５５５６６６６３３３３

８８８８８８８８７７７７

１１１１６６６６７７７７

３３３３００００．．．．００００

３３３３８８８８．．．．００００

２２２２８８８８．．．．００００

３３３３５５５５．．．．００００

ＯＯＯＯＣＣＣＣ６６６６２２２２－－－－ＥＥＥＥＧＧＧＧＢＢＢＢＸＸＸＸ

６６６６．．．．００００////１１１１７７７７００００００００

３３３３

動動動動力力力力車車車車ＫＫＫＫＳＳＳＳ－－－－３３３３００００２２２２ＮＮＮＮＴＴＴＴ型型型型＋＋＋＋乗乗乗乗用用用用台台台台車車車車ＫＫＫＫＲＲＲＲＴＴＴＴ－－－－４４４４((((ブブブブレレレレーーーーキキキキ付付付付))))
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先先先先

光光光光 永永永永 産産産産 業業業業 株株株株 式式式式 会会会会 社社社社

項項項項目目目目／／／／型型型型式式式式

１１１１))))動動動動力力力力車車車車のののの仕仕仕仕様様様様及及及及びびびび構構構構造造造造････諸諸諸諸元元元元

寸寸寸寸 法法法法 ・・・・ 重重重重 量量量量

動動動動 力力力力 車車車車 性性性性 能能能能

制制制制 御御御御 装装装装 置置置置

伝伝伝伝 達達達達 装装装装 置置置置

エエエエンンンンジジジジンンンン機機機機関関関関

仕仕仕仕 様様様様

燃燃燃燃 料料料料

突突突突起起起起輪輪輪輪

遠遠遠遠心心心心ククククララララッッッッチチチチ

全全全全 長長長長 (((( mmmm mmmm ))))

全全全全 幅幅幅幅 (((( mmmm mmmm ))))

全全全全 高高高高 (((( mmmm mmmm ))))

重重重重 量量量量 (((( kkkk gggg ))))

登登登登 坂坂坂坂 能能能能 力力力力 (((( °°°° ))))

降降降降 坂坂坂坂 ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

駐駐駐駐 車車車車 ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

緊緊緊緊 急急急急 ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

駆駆駆駆 動動動動 方方方方 式式式式

伝伝伝伝 達達達達 方方方方 式式式式

名名名名 称称称称

型型型型 式式式式

気気気気 筒筒筒筒 数数数数

始始始始 動動動動 方方方方 式式式式

使使使使 用用用用 燃燃燃燃 料料料料

タタタタ ンンンン クククク 容容容容 量量量量 (((( ㍑㍑㍑㍑ ))))

前前前前進進進進低低低低速速速速

前前前前進進進進高高高高速速速速

後後後後進進進進低低低低速速速速

後後後後進進進進高高高高速速速速

車車車車 速速速速

((((mmmm／／／／mmmmiiiinnnn))))

最最最最 大大大大 積積積積 載載載載 量量量量 (((( kkkk gggg ))))
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内内内内部部部部拡拡拡拡張張張張式式式式
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リリリリココココイイイイルルルル・・・・セセセセルルルルモモモモーーーータタタターーーー併併併併用用用用方方方方式式式式

デデデディィィィーーーーゼゼゼゼルルルル軽軽軽軽油油油油

ＫＫＫＫＳＳＳＳ－－－－３３３３００００２２２２ＮＮＮＮＴＴＴＴ型型型型
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５５５５６６６６３３３３
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１１１１６６６６７７７７
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３３３３８８８８．．．．００００

２２２２８８８８．．．．００００

３３３３５５５５．．．．００００

ＯＯＯＯＣＣＣＣ６６６６２２２２－－－－ＥＥＥＥＧＧＧＧＢＢＢＢＸＸＸＸ

６６６６．．．．００００////１１１１７７７７００００００００
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☆☆☆☆支支支支柱柱柱柱打打打打ちちちち込込込込みみみみｏｏｏｏｒｒｒｒ

支支支支柱柱柱柱打打打打ちちちち込込込込みみみみ・・・・支支支支持持持持台台台台併併併併用用用用方方方方式式式式（（（（下下下下図図図図））））
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ﾀﾀﾀﾀﾃﾃﾃﾃ55550000mmmmmmmm××××ﾖﾖﾖﾖｺｺｺｺ55550000mmmmmmmm××××厚厚厚厚ささささ3333....2222mmmmmmmm
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ルルルル

支支支支 柱柱柱柱 間間間間 隔隔隔隔

２２２２))))台台台台車車車車のののの仕仕仕仕様様様様及及及及びびびび構構構構造造造造・・・・諸諸諸諸元元元元

項項項項目目目目／／／／型型型型式式式式

全全全全 長長長長

全全全全 幅幅幅幅

全全全全 高高高高

重重重重 量量量量

積積積積 載載載載 量量量量
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333355550000㎏㎏㎏㎏以以以以下下下下ととととななななりりりりまままますすすす。。。。
※※※※DDDDBBBB----11115555ととととKKKKTTTT----3333のののの積積積積載載載載量量量量のののの合合合合計計計計はははは、、、、
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事事事事

営営営営

外外外外

配配配配
付付付付
先先先先

光光光光 永永永永 産産産産 業業業業 株株株株 式式式式 会会会会 社社社社

項項項項目目目目／／／／型型型型式式式式

１１１１))))動動動動力力力力車車車車のののの仕仕仕仕様様様様及及及及びびびび構構構構造造造造････諸諸諸諸元元元元

寸寸寸寸 法法法法 ・・・・ 重重重重 量量量量

動動動動 力力力力 車車車車 性性性性 能能能能

制制制制 御御御御 装装装装 置置置置

伝伝伝伝 達達達達 装装装装 置置置置

エエエエンンンンジジジジンンンン機機機機関関関関

仕仕仕仕 様様様様

燃燃燃燃 料料料料

突突突突起起起起輪輪輪輪

遠遠遠遠心心心心ククククララララッッッッチチチチ

全全全全 長長長長 (((( mmmm mmmm ))))

全全全全 幅幅幅幅 (((( mmmm mmmm ))))

全全全全 高高高高 (((( mmmm mmmm ))))

重重重重 量量量量 (((( kkkk gggg ))))

登登登登 坂坂坂坂 能能能能 力力力力 (((( °°°° ))))

降降降降 坂坂坂坂 ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

駐駐駐駐 車車車車 ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

緊緊緊緊 急急急急 ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

駆駆駆駆 動動動動 方方方方 式式式式

伝伝伝伝 達達達達 方方方方 式式式式

名名名名 称称称称

型型型型 式式式式

気気気気 筒筒筒筒 数数数数

始始始始 動動動動 方方方方 式式式式

使使使使 用用用用 燃燃燃燃 料料料料

タタタタ ンンンン クククク 容容容容 量量量量 (((( ㍑㍑㍑㍑ ))))

前前前前進進進進低低低低速速速速
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