
ＯＳマット(樹脂製通行マット)
特　長

●作業性の向上‼ 軽量化を実現し、運搬、施工、敷設など、大幅に作業性が向上します。更に、メンテナンスしやすい材質形

状となっています。

●安全性の向上‼ 鉄筋と識別しやすい色（オレンジ）で、暗い工事現場でも安全通路が一目でわかります。

滑り防止形状になっています。

メッシュの目の大きさは、安全に作業ができ、

なおかつバイブレーターが通るサイズです。

品名

厚さ

幅

長さ

重量

ゴムマット

仕様

ゴムマット

20mm

1ｍ

2m

約４５Kg

こんな時は『敷鉄板・ゴムマット』をご用意致しております。歩道に敷鉄板・ゴムマットを敷く事で

歩道を傷つける事無くトラックや重機などの出入りが出来ます。

バイブレーターが通る形状　φ５０

品　名 オーエスマット(オレンジ)

質量（㎏） 4.5

サイズ(ｍｍ) 500ｘ2000ｘｔ20
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プラシキ
ポイント1 ： 「白系大理石調」が明るい現場をイメージ！

ポイント2 ： 「点字ブロック調滑止め山」が歩行者にも安心！

ポイント3 ： 「手持専用穴」で持ち運びが便利に！

ポイント4 ： 割れにくく、曲がっても元に戻りやすい！

◎ 「プラシキII」は米国SVE社の製品です。

◎ ズレ防止、跳ね上がり防止等には固定具を利用してください。

◎ クローラの使用では頻度により摩耗が早まります。

◎ ブリッジとしての使用や、アウトリガー用の敷板としては使えません。

材質

大きさ

重量

厚さ 平均12.7mm（+-5%）

色

穴数 12（手持用長穴4、両端丸穴8）

穴径 長穴37×120mm、丸穴22mm

滑止め山

耐荷重 最大車輌重量 60t（実績値）

敷鉄板/リンクプレート(鉄板のバタツキ･ズレ防止)

面積 重量

（m2） （Kg）

3 513

4.5 802

9 1,604

22×5×10

22×5×20

表裏両面山付

仕様

100%ポリエチレン(リサイクル可能)

1,130×2,440mm

34kg（+-5%）

白系大理石調

吊穴(長穴楕円)50㎜×100㎜

寸法

(mm)

t22×1,219×2,438

t22×1,524×3,048

t22×1,524×6,096

品名

(mm×尺×尺)

22×4×8
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リンクプレート(鉄板のバタツキ･ズレ防止)
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マットフューチャー(鉄板用ﾏｸﾞﾈｯﾄ)0.7㎥

危険で手間のかかる作業を…安全作業でスピーディー　生産性ＵＰ

● 傾斜地や不正地でも安定した吸着！

● 最強の吸着力で、危険で手間のかかる敷板移設作業を安全にスピーディーにこなすアタッチメントです。

● 最大10度まで傾く揺動機構を採用し、省電力設計で取付け台車の電源改造は不要。

● 揺動ピン2点式・油圧可動安全フック・土砂かき落しブレードを装備しています。

● 傾斜地や不正地でも安定した吸着力を確保

油圧可動安全フック2本（落下防止）

型式 ＳＭＦ７０

適正使用圧力(MPa) 20.4

重量(kg) 約800

高さ(mm) 1,330

長さ(mm) 1,550

幅(mm) 750

旋回 油圧180°×2

落下防止 安全フック(油圧出張格納式)

マグネット電源 DC24V角型(3基)38A
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カラーコーン・コーンバー

質量/3.5KG

材質/PVC 長さ/2.0M

材質/アルミ

プラスチックフェンス

プラスチックフェンス 連結ジョイント フェンス用架台

1000×1000×59mm 102×55×60mm 295×145×90

φ32mm穴×4

重量 9.8kg

材質 鋳物

単管バリケード

サイズ：790×590×48.6mm厚

材質：鉄

重量：約3kg

サイズ
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建設支障用防護管・防護シート
建設支障用防護管

型式 名称 サイズ内径(mm)x長さ 色 重量 備考

YS-301-61-02 高圧用 φ35×2.5m 黄 1,400 継手付

YS-301-91-01 高圧用 φ65×2m 黄 1,500 継手付

防護シート

サイズ　500Ｘ1000㎜

サイレンサー防音ボックス(防音パネル)
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アルミ法面階段

　　　法面での安全な昇降を確保
　　　設置・連結も簡単、現場の作業時間を大幅に短縮

長さ：L1 使用角度 設置高さ 有効踏板寸法 質量 許容荷重

（mm） (θ) (mm) :W(mm) （kg） (kN)

クリフステアー11S ALKK38 3,850 25〜70° 1,627〜3,599 530 30 2 両側に手摺枠L＋S（計4枚）

クリフステアー7S ALKK24 2,450 25〜70° 1,035〜2,290 530 20 2 両側に手摺枠L（計2枚）

クリフステアー4S ALKK14 1,400 25〜70° 592〜1,309 530 13 2 両側に手摺枠S（計2枚）

名　　称 質量(kg)

手摺枠 L 4

手摺枠 S 3

●アルミ合金製による軽量設計により、
　　　 法面での設置・解体作業の負担が軽減。

　●使用角度はステップを1枚動かすだけで、12段階で傾斜が調節可能。

　●踏板幅はゆとりの530mm。
　 25〜70°までの法面なら、常に踏板は水平で安全な昇降ができます。
   フックはφ42.7〜48.6パイプ兼用仕様。

仕様

名　　称 品　番 備　考

品　　番 長さ：L2(mm)

ALKKR7H 2,386

ALKKR4H 1,336
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形状・寸法

断面性能 レンタル品　板厚5mm

1.0 m 14.8 Kg

2.0 m 29.6 Kg

2.5 m 37.0 Kg

3.0 m 44.4 Kg

安全な高所作業をサポートする巻取り式の墜落防止装置　キーパー

型式 KP-12 KP-20

メーカー

使用体重

ワイヤーロープ φ4×12 m φ4×20 m

ランヤード 12 m 20 m

停止距離

衝撃荷重

動作速度

ワイヤーロープ戻り力

付属品

自重量 4.2 kg 7.4 kg

注：停止距離は試験落下体85kgの場合

注：台付けロープはオプションです。

50～100 cm

3～4 kＮ

約2ｍ/秒

1～2 kg

引き寄せロープカラピナ

軽量鋼矢板

長 さ 重 さ

足場キーパー　ＫＰ-12/20

トーヨーコーケン

30～100 kg

●墜落の恐れのある、高所作業に従事する作業者の安全確保のための
墜落防止器具です。
●"キーパー"は万一の落下にも確実に、安全に作動する小型・計量の安
全ブロックです。
●安全ブロックは落下時の作業者の安全確保はもちろん、短い距離で
落下を止める際の衝撃軽減作業も重要です。
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ソーラー式メッセージボード

型式

保安灯部 ：径100mm×2　2箇所

：縦900mm×横300mm

 48ﾄﾞｯﾄ×16ﾄﾞｯﾄ

保安灯部 ：超高輝度ＬＥＤ　赤、黄、白

文字表示部 ：超高輝度ＬＥＤ　オレンジ　※1

保安灯部 表示ﾊﾟﾀｰﾝ8種類から選択表示

表示ﾊﾟﾀｰﾝ80種類以上から選択表示

ﾊﾟｿｺﾝ文字入力（RS-232C）

日本語表記、日本語+英語表記　2種類選択可能

① 信号機本体　DC12V

② 密閉型38Ahﾊﾞｯﾃﾘｰ+太陽電池26W

AC充電器：AC100　50/60Hz

消費電力

バッテリー動作時間

寸法

総重量

特定小電力トランシーバー
◆無線免許や登録申請不要。すぐに使える特定小電力無線

◆クラス最小・最軽量

◆シンプルだから初めてでも操作が簡単

◆ノイズを徹底削減。クリアな音質

◆乾電池1本で約34時間の連続使用が可能

◆屋外や水に濡れやすい環境での使用も安心防塵防水IP65/67規格

型名

メーカー

チャンネル数

通信方式

送信出力

送信出力

動作温度範囲

定格電圧

重量

寸法

イヤホンマイク

ＣＭＦ－３３０ＳＶ

表示部
文字表示部

表示素子

表　示
文字表示部

電　源

3W以下（電源電圧12V時）　※2

連続使用　約5日間以上（120時間）※2

H2100mm　W690mm　D750mm

約80ｋｇ（ﾊﾞｯﾃﾘｰﾎﾞｯｸｽ含む）

FTH-314

急速充電器

ＦＴＨ-３１４本体

ニッケル水素電池

-10℃~+50℃

10ｍW(0.01w)以下

83ｇ(電池・カバー除く)

47（W)×80（H)×22（D)mm

単信及び半複信方式

スタンダード

20ｃｈ(中継機対応27ｃｈ)

定格1.2Ｖ 動作範囲0.95-1.7Ｖ

-13dBμＶ以下
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Bluetooth(ﾌﾞﾙｰﾄｩｰｽ)インカム無線(同時通話)
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ソーラー式信号機

型式

発光素子

● 自動同期運転

① GPS衛星電波による同期方式

ﾗﾝﾀﾞﾑｽﾀｰﾄ可能

② ﾄﾝﾈﾙﾓｰﾄﾞ

同時ｽﾀｰﾄによる内部時計同期方式

● 手動操作運転

外部接点入力による信号灯手動切替

①青時間調整 最大40%まで増減可能。

時間帯入替可能（通勤ﾗｯｼｭﾓｰﾄﾞ）

① 信号機本体　DC12V

② 密閉型24Ahﾊﾞｯﾃﾘｰ+太陽電池13W

AC充電器：AC100　50/60Hz

消費電力

ﾊﾞｯﾃﾘｰ動作時間

本　体 H2040mm*W600mm*D600mm（含脚部）

表示部 H820mm*W340mm*D285mm（含ﾌｰﾄﾞ）

総重量

信号灯

ＣＧＳ２２５ＢＳ

発光部有効径　250ｍｍ

赤点灯時『×』印抜きﾊﾟﾀｰﾝ

青点灯時『↑』印抜きﾊﾟﾀｰﾝ

超高輝度ＬＥＤ　赤・青（又は青緑）・黄

制御方法

機能

電源

2W以下（電源電圧12V時、信号機本体）

連続使用　約7日間（168時間）

約50ｋｇ

寸法

②時間設定任意入力可能

③弊社ﾒｯｾｰｼﾞﾎﾞｰﾄﾞ連動動作
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振動計
［仕様 ]
●検出方式:実効値検波
●測定精度:FS±5%以内
●表示周期:3回/秒
●電源:単3乾電池×2(付属)、AC100V(オプション)
●本体サイズ(mm):72×24×220
●本体重量(g):200(乾電池含む)

[ 特長 ]
●加速、速度、変位の3モード計測が可能です。
●最大値ホールド機能付です。

[ 付属品 ]
●ピックアップ　●ピックアップケーブル　●マグネットホルダ　●アタッチメント　
●ハンドストラップ　●マイクロドライバー　●単3乾電池×2　●収納ケース

テクニカルデータ

ピックアップ

周波数範囲及び計測範囲

騒音計

測定範囲

マイクロホン

周波数重み特性

動特性

寸法・重さ

プリアンプ内蔵せん断型

加速度（ACC1）

10〜6000Hz

Hi : 1.0〜199.9(m/sec2)

Lo : 0.1〜19.99(m/sec2)

加速度（ACC2）

10〜300Hz

Hi : 1.0〜199.9(m/sec2)

Lo : 0.1〜19.99(m/sec2)

Lo : 0.1〜19.99(mm/sec2)

等価騒音レベルLeq、単発騒音曝露レベルLE

速度（VEL）
10〜1000Hz

Hi : 1.0〜199.9(mm/sec2)

変位（DIS）

10〜1000Hz

Hi : 10〜1999(μm)

Lo : 1〜199.9(μm)

液晶表示数値表示：分解能0.1 dB、

表示周期 1 秒バーグラフ表示　　　 　　

分解能　5 Db

目盛り範囲 100 dB、表示周期 0.1 秒

適用規格 計量法、JIS C 1502：1990、IEC60672-1：2002 

Class2、

IEC60651：1979 Type 2、IEC60804：2000 Type2

測定機能 騒音レベルLp、騒音レベルの最大値Lmax、

電源 乾電池　（単３）　2本、　　　　　　　

電池寿命：約20時間

（アルカリ乾電池、25℃にて連続使用時）

227 (L) X 78 (W) X 31 (D) mm、約240 g

30〜130 dB (A)、20〜8000 Hz

1/2インチ・エレクトレットコンデンサマイクロホン UC-52型

ＡおよびＣ特性

FAST、SLOW

表示
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コンクリート探知機

テクニカルデータ

型式

最大探知範囲

最小測定間隔

使用温度範囲

保管温度範囲

連続使用時間

電源

質量

防水性

サイズ

標準付属品

マルチ型ガス検知器

単3アルカリ乾電池×4本

0.7Ｋg

IP54

H220㎜xW97㎜ｘＤ120㎜

キャリングバック

探査対象物

40㎜

-10℃〜50℃

約5時間

湿ったコンクリートでの探知±10㎜

-20℃〜70℃

	D-TECT 150CNT

150mm

コンクリート、プラスチック管、木材、金

属、電気配線など

深さ制度
乾燥したコンクリートでの探知±5㎜
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管内カメラ　Ｇラインスコープ

サイズ/適応管径

外形寸法

防水構造

照明

画角

径/長さ

被覆部

最小曲げ半径

最小曲げ半径

TV方式

撮像素子

距離表示

本体 質量

コネクター･端子

LCDモニタ

搭載機能

静止画記録・再生

動画記録・再生

ファイルフォーマット

記録メディア

検出方式

TV方式

映像出力

SN比

ホワイトバランス

本体

ACアダプター接続時

画面表示

各ステータスを画面上下に表示

(記録画質､サイズ､操作表示､カード情報､日時､距離カウンタ

湿度　10〜90％Ｒh (非結露)

1.0Ⅴ(p－p)/75Ω終端　1系統

40 dB 以上

レコーダー部

映像出力部

電源部

動作環境

性能保証

動作保証

AUTO固定

DC＋12V  ±10％ 0.8A (内部バッテリー充電時は1.5A)

湿度　10〜90％Ｒh (非結露)

湿度　-10℃〜＋45℃

AC100V   ±10％ 0.2A (内部バッテリー充電時は0.3A)

湿度　０℃〜＋40℃

Ｈ.264方式にて動画記録・再生可能（画質選択可能）

動画：AVI / 日時：SRT

ケーブル引出し長を-99.9m〜99.9mの範囲で表示可能

(リセット可能)　誤差 約±5％

ケーブルドラムの回転数により検出

距離計

SDHCカード　CLSS4/CLASS10(推奨：東芝　SD－Lシリーズ)

W350mmxD438mmxH153mm

DC＋12V　IN/バッテリーソケット
ケーブル

ドラム部 外径寸法

　電池状態､警告）(太字の表示はON/OFF可能)

5.7型TFT液晶カラーVIGAモニター

レコーダー機能搭載

JPEG方式にて静止画を記録・再生可能(画像サイズ選択可能)

(突起物含まず/モニター収納時）

L　C　D

モニター部

NTSC方式準拠

カメラ

ヘッド

曲管通過能力

ETFE(水色)

Φ2.0mm　FRPロッド

カ メ ラ

ケーブル

1/4型 30万画素カラー C-MOSセンサー

Φ16mm〜21mm

水中型防水構造JIS-IP68 水深10m

白色LED８灯

GLS1616Ｓ型式

φ20〜φ80

Φ25mm90゜エルボ1箇所以上通過(VP25)

Φ30mm90゜エルボ1箇所以上通過(VP30)

(スキッド使用時)

4.8Kg

φ6.1/16m(有効長15m）

Ｒ＝70mm(常温)

Ｆ2.8　f＝2mｍ

0.1m刻み表示

レンズ
水中：約81゜　気中：約120゜

NTSC方式準拠

カメラ部
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