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錫ummW VPBL･ 1 70ZT/2 7 OPT

搬送能力18t/hH抜群の搬送力

抜群の適応性を誇るダンプカー用の張り込みホッパ
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ロック部分 

(写真)BL一°70ZT30新機構籾漏れ防止シート採用!!蒸欝饗盤古 

ダンプホッパ仕様
型式 傳L-170ZT �$ﾂﾓ#��･B�

全長(請/m) �2185 �#cSR�

全幅(請/m) �690 塔3R�

全高(m/m) �775 塔cR�

全重量(嶋) �117 ��CB�

ホッパ有効内編(m/請) �1710 �#����

搬送能力(t/∩) 剄ﾅ大18 

使用電源 剋O相200V 

千 I タ I �7ｨ6(7��r��0.75 ��縱R�

パネコン(kw) ��絣�2.2 

適応パネコン 僖B-30-65Z 妊"ﾓ3�ﾒﾓ��｢�

排出倉度 �3000 

対応ダンプ 刳ﾘ国ダンプ �'H5�987b�

適応穀物 剞ｿ.大麦(小麦) 兌��YI竏揵I竰�

(注) BL-21 0ZT (6.5m以上)で小麦使用される場合は､お問い合わせ下さい｡

本体単品(バネホースなし)
型式 傅ﾉHH廁ｦ忠�YK"��

BL-170ZT �#cBﾃ����

BL-210ZT �3SRﾃ����

本体バネホース付小売価格(税抜)

ー2 1 0ZT30

乾燥機の

立直にあわせて.

張込み自在! !

っかかっても､ロック`る事はありません｡

型式 傅ﾉHH廁ｦ忠�YK"��ホース長さ 

BL-170ZT30 �332ﾃ����3.0m 

BL-170ZT40 �3Cづ����4.0m 

BL-170ZT50 �3c2ﾃ����5.0m 

BL-170ZT65 �3ッﾃ����6.5m 

BL-210ZT30 鼎#Bﾃ����3.0m 

BL-210ZT40 鼎3津����4.0m 

BL-210ZT50 鼎SBﾃ����5.0m 

BL-210ZT65 鼎srﾃ����6.5m 

BL-210ZT80 鉄��ﾃ����8.0m 

バネホース単品

型式 傅ﾉHH廁ｦ忠�YK"��バネホース長さ 

DB-20Z 涛2ﾃ����2.0m 

D8-30Z 涛rﾃ����3.0m(スタンド付) 

DB-40Z ����篥����4.0m(スタンド付) 

DB-50Z ��32ﾃ����5.0m(スタンド付) 

DB-65Z ��SBﾃ����6.5m(スタンド付) 

D8-80Z ��sづ����8.0m(スタンド付) 



この商品の最大の魅力は､籾漏れがほとんど柏く､ 
しかも高排出.低価格を実現しました｡ 

①ダブプゐ上昇.下降により上下作動するシートを採用し､前方.両サイドからゐ 
籾漏れ防止! 

冒 

①軽トラックダンプへの適応性をはかるため､BL-170ZTにはキット(シユ-卜) 

を標準装備しましたo 

③作業形態lこようi-肩子し:シ二ト-b組み換えで左右とちうーからでも排出できる 

王雪構造にしましたo 

④DB-Z用バネホースを使用し､最大18t/hの排出能力を可能にしましたo 
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オプション 

BL-170ZT用キ 

22,000円(撹 
※本体に1セット標準装備 
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Sバネコン仕様

(バネホース用スタンド付)

I/(*j>tIB

バネコンベア 

型式 �%･Bﾓ3���BZT-40H �%･BﾓS���BZT-65H �%･Bﾓ����

小売価格(税抜) �##2ﾃ����235.000 �#S������292,000 �3�Rﾃ����

帽X奥行×全高(供給高)(m/m) 鉄���經���緜コ�

木.y八-Bt(kg) 鉄b�

有効長さ(m) �2�4 迭�6.5 唐�

排出能力(t/∩) 俐Y�S�B�

動力 倅��｣#��b�"�$ｷr�

i i t �� 儉Iw�5�987iw��7ｨ6(7�自Yﾓ�S��ﾖﾒ��劔汎用ダンプ用(ホッパ一幅2100mm) 

型式 �%ｨ�R�3�③�BZT40Hl �(*蔦S���BZT-65Hl �%･H�ｳ����Bか-30H4 �%･BﾓC�ィ�BZT-50H4 �%･BﾓcTィ�BZT-80H4 

小雪 ��忠�YK"���h���8ﾘ"飴�畏"忠��ﾒ��262000 �#sC����289000 �33�����344000 �3�3����315000 �33�����372000 �3ゴ����プロ 帽X奥 僮● 1500×500×790 劔��ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾂ�#����經�������R�

ポッ �6��ｹvY|｢�r��120 劔��s��

有 佰�+x+2����3 釘�5 澱絣�8 �2�4 迭�6.5 唐�

排 偬�ﾉ|ﾒ⑨�ﾆｒ�最大14 

動 處ﾒ�三相200V/2.2Kw 

--.-: �ｨ自?�爾�

(帽寸法)
二　　　　　Hll帥mm　　　　　=

H421 00mm



衝卿を使い方いろいろ　LL'ne up

乾燥機･籾摺機への搬送は抜群です! !

最大処理能力

約4u時

BS-402

椛一.f � 

最大処理能力

約8u時

BSB-GOT

搬送距離
4･5･6･8メートル

(三相200V)

Sオプション

○差し込みパネコン仕様

型式 �%2ﾓC�"�BS-602 �%2ﾓ��"�BS-602V1 

小売価格(税抜) ��sB�����187-000 �#�津����183,000 

運搬距離(m) 釘�6 唐�6 

搬送能力(I/∩) �2ﾓB��2 

ホース内径(m/m) 田2��50 

動力 倅��｣#��b�S�r�剪P相100V400W 

適応穀物 �粳����h揵I�'B�������Oｩ�yI��義燥輔.乾燥妻 
モミガラ 

自動装覆 �4�7H8ﾉf育��刄Aフレ防止 

EI(Bf*)(ke) �3茶#b��43(30) 鼎r�3B��38(28) 

長田i障害脹麗容曇り臆臆 凵ｦBS勘2Vlには ����､V凉h�������d%4｣c�%fﾈ,�,ﾒ�

小売価格(撹披) �#Bﾃ����使用できません. 着○ 秦 傅ﾉHH廁ｦ宙ｦ卯"��20,000 俶yw�,X*ｸ-ﾈ+�/���4��ｸ6��ｸ7H8ﾘ�ｹWB�TY�xｴ�,�+(諍w��

●ホッパを使って緩あるいは他機よ● 劍�ﾉ-ﾘ.粟�ｾ�/�諄,�,JB�

籾を受けて機搬送o 劍ｪ9�xｴ�*�.yn�,ﾂ�機 �*ﾘ+�+8*"��

●バネホースはホッパにワンタッチ袈 劍ｶ8補��

●空転防止センサ付. 劍�ﾂ�*ﾘ6ﾈ7ｨ�ｸ5�,ﾘ8�92�5�6(6��Y(R���ﾈｿ8ｬﾙf育�5ｨ985B��

コ_. ＼_ここ一一/ 劍4�7h8ﾉf育�5ｨ985IWB��俤tﾂ�

音大径差し込みパネコン仕様
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型式 傳S8-40T �%4"ﾕ4��BS8-GOT �%3ふ��B�

小売値 丿忠��F｢��181,000 ���"ﾃ����203,000 �##bﾃ����

運搬 距離 ��Y[ﾒ���4 迭�6 唐�

揚港(m) �"�

重量(kg) �34.5 �3r紕�40.3 鼎e���

搬送能力(t/∩) �6-8 

ホース内径(請/m) �75 

動力 剋O相200V/1.OKw 剩Vﾕs�綉ｷr�

適応穀物 剳ｿ.麦.モミガラ 

"オプション　_　し　-

養子､十㌔
BSB-ll 1 BSB･Hl

型　　　　　式

小売価格(秘技)

○オーガ仕様

BSB-B l^･-スOA)

､イ=,.S単相100Vで使い易さ抜群!! 辻謦粐ﾒ粡Dｨ,ﾒﾒ��
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●ご使用の鹿は､取扱説明書をよくお読みのうえ､正しくお使いくださいo ●道絡交通法(こ従い積載重量を厳守してくださいo 
｢△妾 886僻 剔Sに関する寡 王事言 

●故障､事故を未然に防止する為に､使用前には点検を必ず行ってください. 

仕様/型式 播2ﾓ#��b�

小売価格(税抜) 都rﾃ����

全長(m/m) �#���液ﾈﾏ�+x+2��

全幅(m/m) 鼎S"�

全島(m/m) 蒙�ピ��ﾖ悶S���

全重量(嶋) �3��

搬送能力(t/∩) 迭ﾓ��

使用電源 �%��｣���b�

モーター(Kw) ��紕�

㊤⑥小売価格(税抜)には､別途消費税がかかります｡

壁
SA一〇〇
雪嶺雪芦∋ 圭謁斎:諌農機袈鯖節

●本社･工場◎〒998-0832　山形県酒田市岡羽町332番地

TEL.0234(23)1511㈹　FAX.0234(26)4161

●北海道営業所⑥〒079-0181　北海道岩見沢市岡山町18番地

TEL.0126(24)5401㈹　FAX.0126(24)5402

●大阪営業所◎〒590-0808　大師堺赫醜ケ丘帥一丁錐29号(駒舗媚)

TEL,072(245)0797㈹　FAX.072(245)0818

●九州営業所◎〒861-8039　熊本県熊本市東区長嶺南1丁目1番10号

TEL,096(384)6865㈹　FAX.096(384)6864

カタログはホームページでもご覧いただけますo 

http:IIwww,saitonouki,jp 

製品の詳しいご相談は下記までご連絡くださいo 

2017.01. 10.000


