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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

ブブブブ レレレレ ーーーー キキキキ

主主主主 用用用用 途途途途

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

９９９９４４４４５５５５

１１１１２２２２４４４４００００

４４４４５５５５

３３３３００００００００００００

内内内内部部部部拡拡拡拡張張張張式式式式

内内内内部部部部拡拡拡拡張張張張式式式式ドドドドララララムムムムブブブブレレレレーーーーキキキキ

１１１１４４４４．．．．００００

１１１１４４４４．．．．００００

３３３３００００．．．．００００

３３３３００００．．．．００００

ＤＤＤＤ７７７７２２２２２２２２－－－－ＢＢＢＢ

３３３３

１１１１６６６６////３３３３２２２２００００００００

セセセセルルルルススススタタタターーーータタタターーーー方方方方式式式式

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

１１１１５５５５

ＤＤＤＤＪＪＪＪ－－－－３３３３００００

３３３３１１１１５５５５００００mmmmmmmm

１１１１３３３３５５５５００００mmmmmmmm

１１１１２２２２００００００００mmmmmmmm

７７７７８８８８００００kkkkgggg

３３３３００００００００００００kkkkgggg

標標標標準準準準装装装装備備備備

小小小小型型型型ユユユユンンンンボボボボ・・・・各各各各種種種種資資資資材材材材

吊吊吊吊下下下下げげげげババババケケケケッッッットトトト

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

レレレレ

ーーーー

ルルルル

補補補補
助助助助
レレレレ
ーーーー
ルルルル
支支支支
持持持持
台台台台

ＳＳＳＳＴＴＴＴＫＫＫＫＲＲＲＲ４４４４００００００００

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

4444....8888ｍｍｍｍ

支支支支持持持持台台台台間間間間隔隔隔隔

規規規規 格格格格

全全全全 長長長長

寸寸寸寸 法法法法

形形形形 材材材材

全全全全 長長長長

寸寸寸寸 法法法法

形形形形 材材材材

ＳＳＳＳＴＴＴＴＫＫＫＫ４４４４００００００００((((亜亜亜亜鉛鉛鉛鉛ﾒﾒﾒﾒｯｯｯｯｷｷｷｷ))))

外外外外径径径径44442222....7777mmmmmmmm××××厚厚厚厚ささささ3333....2222mmmmmmmm

4444....8888ｍｍｍｍ

３３３３条条条条レレレレーーーールルルル支支支支持持持持台台台台

0000....8888ｍｍｍｍ

3333

００００．．．．５５５５mmmm

生生生生ココココンンンン・・・・土土土土砂砂砂砂

－－－－

１１１１００００００００５５５５mmmmmmmm

１１１１７７７７００００kkkkgggg

１１１１１１１１２２２２００００mmmmmmmm

－－－－

ベベベベルルルルトトトトテテテテンンンンシシシショョョョンンンン方方方方式式式式

水水水水冷冷冷冷４４４４ササササイイイイククククルルルル３３３３気気気気筒筒筒筒デデデディィィィーーーーゼゼゼゼルルルル

動動動動力力力力車車車車ＫＫＫＫＳＳＳＳ－－－－３３３３００００６６６６ＡＡＡＡ（（（（運運運運転転転転席席席席付付付付））））＋＋＋＋吊吊吊吊下下下下げげげげババババケケケケッッッットトトト台台台台車車車車（（（（００００．．．．５５５５））））××××２２２２

ＫＫＫＫＳＳＳＳ－－－－３３３３００００６６６６ＡＡＡＡ型型型型（（（（運運運運転転転転席席席席付付付付））））

２２２２２２２２８８８８００００

７７７７００００００００

31503152280 1350
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945

上上上上下下下下面面面面補補補補強強強強板板板板厚厚厚厚ささささ4444....5555mmmmmmmm

1000

3
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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

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

動動動動力力力力車車車車ＫＫＫＫＳＳＳＳ－－－－３３３３００００６６６６ＡＡＡＡ((((運運運運転転転転席席席席付付付付))))＋＋＋＋ババババケケケケッッッットトトト台台台台車車車車ＤＤＤＤＢＢＢＢ－－－－４４４４００００××××３３３３

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

レレレレ

ーーーー

ルルルル

補補補補
助助助助
レレレレ
ーーーー
ルルルル
支支支支
持持持持
台台台台

ＳＳＳＳＴＴＴＴＫＫＫＫＲＲＲＲ４４４４００００００００

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

下下下下面面面面補補補補強強強強板板板板厚厚厚厚ささささ4444....5555mmmmmmmm

4444....8888ｍｍｍｍ

支支支支持持持持台台台台間間間間隔隔隔隔

規規規規 格格格格

全全全全 長長長長

寸寸寸寸 法法法法

形形形形 材材材材

全全全全 長長長長

寸寸寸寸 法法法法

形形形形 材材材材

ＳＳＳＳＴＴＴＴＫＫＫＫ４４４４００００００００((((亜亜亜亜鉛鉛鉛鉛ﾒﾒﾒﾒｯｯｯｯｷｷｷｷ))))

外外外外径径径径44442222....7777mmmmmmmm××××厚厚厚厚ささささ3333....2222mmmmmmmm

4444....8888ｍｍｍｍ

３３３３条条条条レレレレーーーールルルル支支支支持持持持台台台台

0000....8888ｍｍｍｍ

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

主主主主 用用用用 途途途途

3333

生生生生ココココンンンン・・・・土土土土砂砂砂砂

１１１１６６６６５５５５００００mmmmmmmm

１１１１００００８８８８００００mmmmmmmm

１１１１２２２２７７７７００００mmmmmmmm

２２２２１１１１００００kkkkgggg

００００．．．．４４４４mmmm

ＤＤＤＤＢＢＢＢ－－－－４４４４００００

1650 400 1650400 1650 400 1650400 16502280 400

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

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

最最最最大大大大出出出出力力力力((((ppppssss／／／／rrrrppppmmmm))))

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 ))))

９９９９４４４４５５５５

１１１１２２２２４４４４００００

４４４４５５５５

３３３３００００００００００００

内内内内部部部部拡拡拡拡張張張張式式式式

内内内内部部部部拡拡拡拡張張張張式式式式ドドドドララララムムムムブブブブレレレレーーーーキキキキ

１１１１４４４４．．．．００００

１１１１４４４４．．．．００００

３３３３００００．．．．００００

３３３３００００．．．．００００

ＤＤＤＤ７７７７２２２２２２２２－－－－ＢＢＢＢ

３３３３

１１１１６６６６////３３３３２２２２００００００００

セセセセルルルルススススタタタターーーータタタターーーー方方方方式式式式

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

１１１１５５５５

水水水水冷冷冷冷４４４４ササササイイイイククククルルルル３３３３気気気気筒筒筒筒デデデディィィィーーーーゼゼゼゼルルルル

ベベベベルルルルトトトトテテテテンンンンシシシショョョョンンンン方方方方式式式式

ＫＫＫＫＳＳＳＳ－－－－３３３３００００６６６６ＡＡＡＡ型型型型（（（（運運運運転転転転席席席席付付付付））））

２２２２２２２２８８８８００００

７７７７００００００００
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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

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

3
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1000

945

1
24

0

36302280 (300)

(荷台幅 1200)

1400
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

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

最最最最大大大大出出出出力力力力((((ppppssss／／／／rrrrppppmmmm))))

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 ))))

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

レレレレ

ーーーー

ルルルル

補補補補
助助助助
レレレレ
ーーーー
ルルルル
支支支支
持持持持
台台台台

ＳＳＳＳＴＴＴＴＫＫＫＫＲＲＲＲ４４４４００００００００

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

4444....8888ｍｍｍｍ

支支支支持持持持台台台台間間間間隔隔隔隔

規規規規 格格格格

全全全全 長長長長

寸寸寸寸 法法法法

形形形形 材材材材

全全全全 長長長長

寸寸寸寸 法法法法

形形形形 材材材材

ＳＳＳＳＴＴＴＴＫＫＫＫ４４４４００００００００((((亜亜亜亜鉛鉛鉛鉛ﾒﾒﾒﾒｯｯｯｯｷｷｷｷ))))

外外外外径径径径44442222....7777mmmmmmmm××××厚厚厚厚ささささ3333....2222mmmmmmmm

4444....8888ｍｍｍｍ

３３３３条条条条レレレレーーーールルルル支支支支持持持持台台台台

0000....8888ｍｍｍｍ

９９９９４４４４５５５５

１１１１２２２２４４４４００００

４４４４５５５５

３３３３００００００００００００

内内内内部部部部拡拡拡拡張張張張式式式式

内内内内部部部部拡拡拡拡張張張張式式式式ドドドドララララムムムムブブブブレレレレーーーーキキキキ

１１１１４４４４．．．．００００

１１１１４４４４．．．．００００

３３３３００００．．．．００００

３３３３００００．．．．００００

ＤＤＤＤ７７７７２２２２２２２２－－－－ＢＢＢＢ

３３３３

１１１１６６６６////３３３３２２２２００００００００

セセセセルルルルススススタタタターーーータタタターーーー方方方方式式式式

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

１１１１５５５５

水水水水冷冷冷冷４４４４ササササイイイイククククルルルル３３３３気気気気筒筒筒筒デデデディィィィーーーーゼゼゼゼルルルル

ベベベベルルルルトトトトテテテテンンンンシシシショョョョンンンン方方方方式式式式

ＫＫＫＫＳＳＳＳ－－－－３３３３００００６６６６ＡＡＡＡ型型型型（（（（運運運運転転転転席席席席付付付付））））

２２２２２２２２８８８８００００

７７７７００００００００

上上上上下下下下面面面面補補補補強強強強板板板板厚厚厚厚ささささ4444....5555mmmmmmmm

動動動動力力力力車車車車ＫＫＫＫＳＳＳＳ－－－－３３３３００００６６６６ＡＡＡＡ((((運運運運転転転転席席席席付付付付))))＋＋＋＋リリリリフフフフタタタターーーー台台台台車車車車

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

主主主主 用用用用 途途途途

操操操操 作作作作

最最最最大大大大４４４４５５５５°°°°

ＡＡＡＡＣＣＣＣ２２２２００００００００ＶＶＶＶ

ボボボボタタタタンンンン

リリリリフフフフトトトト角角角角

重重重重 力力力力 源源源源

リリリリ
フフフフ
トトトト
部部部部

リリリリフフフフタタタターーーー台台台台車車車車

３３３３６６６６３３３３００００mmmmmmmm

１１１１４４４４００００００００mmmmmmmm

１１１１３３３３６６６６００００mmmmmmmm

１１１１４４４４７７７７００００kkkkgggg

３３３３００００００００００００kkkkgggg

小小小小型型型型ユユユユンンンンボボボボ・・・・各各各各種種種種資資資資材材材材


