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KD-200M鴇Vシリ_ズ

小径バネコン採用
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コードレス機構により

電源コード取り外し式

圃場への移動にも邪魔
になりません｡
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移動時のモーターベース
ロック機構を採用
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厚生省食品衛生法第20条
適応の無毒配合で作られています｡
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転収納台 
●KS-51 G

¥36,000 (糖抜)

※KS-51 6月キット(1 t～1.5t章適用)

●コンテナ
インバータ

【重圧嚢機機i
KD.Ale 1

¥38,000 (擁標)

KD-20 I G*tB
(三相200V)を
I 00V電源(単相

I 00V)で使用可

能にします｡

●直続出スクリュー
KD-GP 1

¥33,000 (糠接)

(有効長/260mm)

直排出時に便利です｡

※ KD-200LVlには

使用できません｡

¥1 5,800(税抜)　　⑫⑥小売価格(税抜)には､別途消費税がかかります｡



運搬車搭載型
●主要諸元
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●モータ一葉接防止サーキットプロテクター 

スイッチ付●ホースガード●ホーススタンド 

●雨後けシート 

<オプション>収納台KS-1G　¥32,000 (税抜)

●主要諸元

この型式は高さ可変､

折りたたみはできません｡
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排出能力( 劔凵ｿ) ��7.-8 

適応ホース長 劔�(m) �"����� ��3.0 ��4.0 剴RﾃR� 途�.0 

有効長( 劔� ����R��� ��2,05 ��3,05 剴B經R� 澱��05 
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モータ(k 劔瓶����0.4 劔� �� ��縱R��� 

×冨( 劔�1m) ��1,705×1,303 劔劔剪� 

値 劔YB�m ��1,170 劔劔剪� 
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量 剪�高 凵宦宦� m ��約1,600(約33袋) 劔劔剪� 

副 凵� ��旨力(t/ 刧� ��5-6 劔� �� 澱ﾓr��� 

適応ホース長 劔�(m) ��2,0 ��3.0 �� 釘���劔5.5 �� 

有効長( 劔� ��1.05 ��2.05 版c�2���� �2��R�劔4.55 鉄R��� 
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価格(税抜)I(衣 劔剽｣i,_.～ ��¥223,000 ��¥227, �0 陛#3Bﾃ��00 �� 陛#s2ﾃ����¥290.0 �0 

※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｡ ㊤◎小売価格(税抜)には､別途消費税がかかります｡
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●道路交通法に従い､積載重量を厳守してください｡ 

●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o 

諸寄:諌農稔袈館:玩
●本社･工場　〒99か0832　山形県酒田市両羽町332番地

TELO2糾(23) 151 1㈹　FAXO234(26)4161

●北海道営業所　〒079-0181北海道岩見沢市岡山町18番地

TEL0126(24)5401㈹　FAXO126(24)5402

●九州営業所　〒861-8039　熊本高桑区長嶺南1丁目1番10号

TELO96 (384) 6865㈹　FAXO96 (384) 6864

●大阪営業所　〒5900808　大阪府堺市堺区旭ヶ丘中町1丁6番29号

TEL072 (245) 0797㈹　FAXO72 (245) 081 8

●ご用命は下記のサイト-販売店でどうぞ｡
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