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スイッチ-~話-ぜ 
※過負荷状態でモータが止まった時/I 焼損保護装置が作動しますo電源コードの コードレス化i} 
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コードレス化 

支柱を前後交互に
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4隅を付属のゴムワで固定､わずか数分
で折りたたみ完了できます｡
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収納台の取付け(トラックよりコンテナを

降す場合) ｢UPJ ｢DOWN｣でラクラク移動｡

収納スペースを減らすためコンテナを立｢

状態で収納台を使用することもできます｡



田園亜関田

メッシュ地
優れた通気性と一目で
わかる容量｡

メッシュ地は厚生省食品

衛生法第20乗適応の無毒
配合で作られています｡

#機械 童謡 �,ﾈ�|ｩ_ﾂ�8��

本体重量

62.5kg
★価格がヨイト
小諸1 6.6万円

2mバネホース付

メモリ付シャツタ-
※排出量の調整はシャッターの

開度調節で行います｡

醤烹｢~一一一撃鵡 
TijF.-一字■■一一 ~一一"〝ゴー 

∴∴､ _峯t 

I.-a:-I 
-I:--J&-,曲 

顕艶麗襲翳

一書一 再÷二二i_∴- /i ～ 劔��劔剪�

1;"宰殴雌._ii.握サー`T::｢一言や半丁∴`-/ 二二へ � � ��ー＼ふよiJ㌣{-〝青山.少一億一 一iやT, 價9zj(自?�H爾�ﾂ｣｢罎ｲ粐��R����育��

+ 劔･一一一､` 劔剪貳�6｣zB�

888- 劔-+.I- 劔剪�
1 劔着 侏��ﾈ�ﾃ｢�耳爾rr(�ｹ�ﾘ蒔B籀�ﾈ��xﾙR�劔一.-.三..十三…懸._,.I.薫:. ����"r�gBr�

菓m三一~一､＼∴霞 劔l<_～ ti 劔 � ��

i 劔/､､ ＼/ ∴∠ 
+ 剴�鼈鶺i.一一ヽ � � ��**(��� ��.i-二 王∈ぎー 剪���

劃 剌汕�--I i: � � ________ー____-漢 � 刳ｿ-!臆 迄��蓼ﾋ�?�?�R�� �� ��

むri一一L､.-.+,ー ����ｸ�ﾈ���i__＼精鋼竣 ��事 唸耳耳ﾘh4ﾈ�ｲ���ｷ���苒�冲t` ����

) ) 

一 劔:A ��弌�5ﾒ�劔収納台】 ヽ¥3; ※KS-5 (lt～ ¥15 劔津���姶��ﾄyw�4ﾈ6(6r���cWH�4ｹw��ﾃ���姶��

33 

●仕様

収納スペースを減らすためコンテナを立てた

状態で収納台を使用することもできます｡

=三享潰勘 剪�i:郵 劔KD-131L20 閥Bﾓ�3�ﾃ3��KD-131L40 

∴蟄瓢 劔前面が 劔1320 

全長:ら 劔細雨) 劔1700 

塗溺魚面前) 劔劔1280 

蒸膝垂呈《 劔俯�鋳��62.5 

多言,_C.多憲!-_- 劔宙xb���1300 

ら ����劔��単相100V 

÷こ lE ��俤rﾈﾝx.��劔0.4 

月 ��撫掘り 劔5-6 

蘇-黒裏鰯 劔亂���2 �2�4 

萌,) ���2�2,3` �2�2�語熟I梱=.シ＼:質 劔� 

偲鹿i 劔們b���ホーススタンド.雨よけシート 

:∴÷∴∴∴ 劔剴ﾔﾃ｢亦�¥166,000 陛�s�ﾃ����¥177,000 

※この仕様は改良のため､予告なく変更することがあります｡

⑫⑥小売価格(税抜)には､別途消費税がかかります｡
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※高さ可変､折りたたみは　<オプション>収納台KS-1G　¥32･000(税抜)

できません｡

自動コントロールBOX標準装備!

高さ調節(低) (高)

折りたたみ収納

閣iiE訪尉調書臆臆臆 劔劔iiII=lIlILT-i-i. 劔粕粕粕粕X�8粂ｫ���4��ﾄ��ﾉ68��ﾔX粂ｫ��(����$�)��6H�臟滴ｨF�4�ﾈ,ﾖ末討�

塾i妻して: 劔剩ｴB##��c#�"�KD〃201630R 閥B##���C���KD.201655R 閥B�#��t�s�"�KD.200LV120R 閥Bﾃ#��ﾅc�3�"�KO,200LV140R 閥B�#��cC�E"�K 韮##��cSTE"�

千手.=/:一一㌢ 劔騨 � �0.7511.5 劔��紕��0,75 

I �(h耳����1,705×1,303 劔��ﾃs�X����3�2�

三三lLi! 劍闥ｆﾆﾆ��俟ｨ��鋳���1,170 劔1,200 ��ﾃ�s��

:∴言∴∴∴ 劔��ﾃ3s��剴�ﾃC���1,370 

駒:i �-.--ーし.-_i-＼し ｢∴∴ �:;∴申.ら 劔1,705×1,303×348 劔1,705×1,303×378 ��ﾃs�X���ﾃ3�8��3C��

揺.:.一il 劍�����ｨ�������都��剴�2�80 剴s��

∴∴∴ :∴∴∴∴ ll--三､ii 劔�b��窒�)) 剿�1,200(約26袋) 劔冩��ﾃ#��頴�#i�ﾂ��

i,∴十十 劔冩��ﾃc��頴�39�ﾂ��劔約1,600(約33袋) 

糧虜訊くi/酬帥 劔剴rﾓ��劔5-6 剴bﾂﾓr�

十∴∴-∴∴､∵十 劔劔2.0 �2���4.0 迭絣�7.0 �"���3,0 釘ﾃ����5.5 

語調= 劔証) 劔1.05 �"ﾃ�R�3.05 釘經R�6,05 ����R�2.05 �2��R���4.55 

試用,-_ ≡硬質秘書薮≡ 膏喜一湘詰⊇ 劔侏���3ｲﾕ�9h軏�¥267,000 陛#s�ﾃ����¥284000 陛#湯ﾃ����¥335,000 陛#Srﾃ����¥261,000 陛#cづ����¥308,000 陛3#Rﾃ����

※この仕様は改良のため､予告なく変更することがあります｡ ㊤⑥小売価格(税抜)には､別途消費税がかが)ます｡

カタログはホームページでもご覧いただけます｡

http://www｡saitonouki,jp

鬱畿斎藤農複製鯖節
●本社･工場　〒998-0832　山形県酒田市両羽町332番地

TELO234(23) 1511㈹　FAXO234(26)4161

●北海道営業所　〒079-0181北海道岩見沢市岡山町18番地

TELO126(24) 5401㈹　FAXO126(24) 5402

●九州営業所　〒861-8039　熊本市東区長嶺南1丁目1番10号

TELO96(384)6865㈹　FAXO96(384)6864

●大阪営業所　〒590-0808　大阪府堺市堺区旭ヶ丘申町1丁6番29号

TEL072(245)0797㈹　FAXO72(245)0818

A安全に関するご注意 
●ご使用の際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｡ 
●故障.事故を未然 �+�f育�+x.�x,唏誡�用前には点検を必ず行ってくださいo 
●道路交通法に従い､積載重量を厳守してくださいo 

●ご用命は下記のサイトー販売店でどうぞ｡
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