
本　社 〒810-0033 福岡県福岡市中央区小笹５丁目２２－３４

本 社 営 業 部

北 九 州 支 社

久 留 米 支 社

佐 賀 支 社

長 崎 支 社

佐 世 保 支 社

熊 本 支 社

阿 蘇 出 張 所

人 吉 営 業 所

大  分  支  社

沖 縄 支 社

名 護 営 業 所

グリーンレンタル事業部
本部

〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-1-4
TEL 092-292-9551／FAX 092-292-9553

〒802-0013 福岡県北九州市小倉北区長浜町17-14
TEL 093-521-8800／FAX 093-521-8807

〒830-0047 福岡県久留米市津福本町字南津留2347-1
TEL 0942-39-5511／FAX 0942-39-7804

〒840-0857 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸3036
TEL 0952-41-5000／FAX 0952-41-5009

〒851-2122 長崎県西彼杵郡長与町本川内郷2-2
TEL 095-887-3388／FAX 095-887-3387

〒857-1161 長崎県佐世保市大塔町2002-21
TEL 0956-33-3388／FAX 0956-31-7575

〒861-8043 熊本県熊本市東区戸島西5-1-23
TEL 096-369-2288／FAX 096-367-5137

〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地4524-4
TEL 0967-24-1000／FAX 0967-24-1001

〒868-0415 熊本県球磨郡あさぎり町免田西3045-5
TEL 0966-45-6868／FAX 0966-45-6767

〒870-0854 大分県大分市大字羽屋110-4
TEL 097-545-2222／FAX 097-544-9412a

宮 崎 支 社

鹿 児 島 支 社

鹿 屋 営 業 所

〒880-0912 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田1476
TEL 0985-52-2626／FAX 0985-52-2386

〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2-31-2
TEL 099-275-0900／FAX 099-275-09037

山 口 支 社

下 関 営 業 所

広 島 支 社

福 山 営 業 所

岡 山 営 業 所

島 根 営 業 所

鳥 取 支 社

〒754-0002 山口県山口市小郡下郷2646-1
TEL 083-978-0008／FAX 083-978-0010

〒751-0829 山口県下関市幡生宮の下町24-17
TEL 083-254-2008／FAX 083-254-2007

〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井8-2-30
TEL 082-831-8380／FAX 082-831-8385

〒721-0965 広島県福山市王子町2-5-18
TEL 084-927-0200／FAX 084-927-0211

〒702-8006 岡山県岡山市中区藤崎627-1
TEL 086-200-3350／FAX 086-200-3353

〒690-0133 島根県松江市東長江町902-58
TEL 0852-36-8800／FAX 0852-36-8080

〒680-0003 鳥取県鳥取市覚寺48-6
TEL 0857-30-7720／FAX 0857-30-7721

グリーンレンタル事業部
岩国営業所

〒740-0015 山口県岩国市川口町1-2-22
TEL 0827-35-5560／FAX 0827-35-5561

〒893-0037 鹿児島県鹿屋市田崎町824
TEL 0994-43-3988／FAX 0994-43-3922

〒901-2101 沖縄県浦添市西原1-1-11
TEL 098-873-0200／FAX 098-873-0203

〒905-1152 沖縄県名護市伊差川1004-1
TEL 0980-43-6640／FAX 0980-43-6641

〒841-0023 佐賀県鳥栖市姫方町字牟田1652
TEL 0942-87-5511／FAX 0942-87-5521

本 　 　 部

東 京 本 部

〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-1-4
TEL 092-292-9551／FAX 092-292-9553

九州ブロック

関西ブロック

東海ブロック

関東ブロック

東北ブロック

グリーンメディア事業部

中国ブロック

中国ブロック

四国ブロック

松 山 営 業 所

高 松 営 業 所

徳 島 営 業 所

高 知 営 業 所

〒799-2661 愛媛県松山市勝岡町38
TEL 089-989-5071／FAX 089-989-5072

〒760-0080 香川県高松市木太町2588-5
TEL 087-862-2400／FAX 087-862-9933

〒770-0873 徳島県徳島市東沖洲2-1-5
TEL 088-664-8780／FAX 088-664-8782

〒780-8037 高知県高知市城山町52-4
TEL 088-837-1588／FAX 088-837-1577

神 戸 支 社

姫 路 支 社

大 阪 支 社

京 都 支 社

奈 良 営 業 所

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-3-3
TEL 078-306-3880／FAX 078-306-3899

〒670-0981 兵庫県姫路市西庄甲96-1
TEL 079-299-6521／FAX 079-299-6522

〒593-8327 大阪府堺市西区鳳中町10-18-1
TEL 072-247-7901／FAX 072-247-7902

〒559-0026 大阪府大阪市住之江区平林北2-7-127
TEL 06-4702-3880／FAX 06-4702-3881

〒612-8425 京都府京都市伏見区竹田田中殿町75
TEL 075-605-3171／FAX 075-605-3175

〒630-8445 奈良県奈良市池田町178-4
TEL 0742-63-8110／FAX 0742-63-8121

グリーンレンタル事業部
関西営業所

〒630-8445 奈良県奈良市池田町178-4
TEL 0742-63-8120／FAX 0742-63-8121

グリーンレンタル事業部
大阪営業所

〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-1-13
フェニックス内本町ビル1階
TEL 06-6943-1001／FAX 06-6943-1011

名 古 屋 支 社

四日市営業所

静 岡 支 社

岐 阜 営 業 所

〒458-0847 愛知県名古屋市緑区浦里5-74
TEL 052-626-8590／FAX 052-626-8596

〒510-0802 三重県四日市市三ツ谷町16-19
TEL 059-334-8611／FAX 059-334-8622

〒420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター11-8
TEL 054-263-3630／FAX 054-263-3632

〒501-6215 岐阜県羽島市正木町須賀赤松353
TEL 058-372-5100／FAX 058-372-5101

グリーンレンタル事業部
東海営業所

グリーンレンタル事業部
関東営業所

グリーンレンタル事業部
東北営業所

〒501-6215 岐阜県羽島市正木町須賀赤松35
TEL 058-372-5100／FAX 058-372-51013

仙 台 支 社

石 巻 支 社

大船渡営業所

郡 山 支 社

山 形 営 業 所

南相馬出張所

〒981-1103 宮城県仙台市太白区中田町字前沖124-1
TEL 022-398-3550／FAX 022-398-3580

〒986-0859 宮城県石巻市大街道西2-2-16
TEL 0225-98-7511／FAX 0225-98-7521

〒022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字上平16-4
TEL 0192-47-5570／FAX 0192-47-5571

〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字大久保68-2
TEL 024-953-7531／FAX 024-953-7532

〒987-0365 宮城県登米市豊里町新町11-11
TEL 0225-98-7102／FAX 0225-98-7103

〒975-0002 福島県南相馬市原町区東町2-23
TEL 0244-26-6690／FAX 0244-26-6691

〒990-0813 山形市桧町三丁目8番1号
TEL 023-679-3601／FAX 023-679-3602

東 京 支 社

東 京 事 務 所

埼 玉 営 業 所

横 浜 営 業 所

相模原営業所

千 葉 支 社

関 東 支 社

〒168-0071 東京都杉並区高井戸西1-9-5
TEL 03-6381-1711／FAX 03-6381-1721

〒104-0033 東京都中央区新川2-13-10新川ビル8階
TEL 03-5244-9581／FAX 03-5244-9582

〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-491-4
TEL 048-871-9011／FAX 048-871-9012

〒230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1-27-43
TEL 045-947-2890／FAX 045-947-2891

〒252-0135 神奈川県相模原市緑区大島3215-3
TEL 042-713-3821／FAX 042-713-3828

〒260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町5-1
TEL 043-445-8867／FAX 043-445-8868

〒346-0035 埼玉県久喜市清久町45-17
TEL 0480-53-7421／FAX 0480-53-7437

〒346-0035 埼玉県久喜市清久町45-17
TEL 0480-53-7423／FAX 0480-53-7437

〒104-0033 東京都中央区新川2-13-10新川ビル8階
TEL 03-3297-2611／FAX 03-3297-2631

TEL 092-521-6561／FAX 092-521-6564

大 阪 営 業 所

Rental catalog

すべての現場の『安全』を守る



GREEN RENTALS
Do your Best For Safety

グリーンレンタル約款

レンタル約款

現場シーン

デジタルサイネージ

建設キャリアアップシステム

ウェアラブルカメラ

監視カメラ

WETHERY・MEMORY

ドローン空撮

規制車

LED電光掲示板

信号機

工事灯

照明

バリケード

02

03

15

19

20

21

23

25

26

27

33

34

35

37

39

40

41

42

43

47

48

49

51

53

57

58

60

矢印板

フェンス

コーン・バー

敷板

掲示板・工事用看板

仮囲い

ゲート

ネット・足場用品

ハウス・トイレ

計測測量機器

脚立

事務用品

イベント用品

レ
ン
タ
ル
約
款

レンタル商品は、弊社がこの規約に基づいて、お客様にお貸しするものです。

レンタル期間は、レンタル商品をお客様の所へ搬入した日から始まり、
弊社に返却された日に終了するものとします。

レンタル商品の月額料金の1ヶ月とは、お客様の所へ搬入した該当日の前日迄とします。

レンタル期間の延長又は、解約の申し出があった場合は弊社規定の料金にて
請求させていただきます。

レンタル商品の返却を延滞された場合は弊社規定の料金を請求させていただきます。

レンタル料金、配達料金、消費税等のお支払い方法は、弊社との取り決め通りとします。

レンタル商品は、お客様の所へ搬入された後、速やかに点検してください。搬入日の翌日迄に
連絡がない場合、そのレンタル商品は正常な性能を備えた状態で搬入されたものとします。

レンタル商品は、その使用目的に合った通常方法で、ご使用ください。
保管、使用については十分な注意をお願い致します。

レンタル商品の故障、使用、設置、保管によって事故が生じた場合の損害又は、
第三者に与えた損害について弊社は一切責任を負いません。

乾電池類、回転灯の球等、消耗品やレンタル期間内の電気、燃料費及び、
使用済み消耗品や看板の廃棄料についてはお客様の負担となります。

レンタル商品に盗難、紛失、滅失、破損が生じた場合の修理又は、
新規購入に要する費用はお客様の負担となります。
（保険に加入いただいている場合は保険規約による）

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

INDEX

01 02GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG

レンタル商品のご利用に際し、
お客様には下記の内容についてご了承の程、お願い申し上げます。

Do your
Best For
Safety.



現場シーン
RENTAL CATALOG

03 04

Green cross Rental Catalog

GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG

❶防炎シート

❷メッシュシート

❸防音シート

❹LED仮設照明

❺デジタルサイネージ

❻フラッグポール

P49

P49

P49

P36

P15

P58

商品掲載ページ

※詳しくは各ページをご覧ください

Site scene

仮
囲
い
・
ゲ
ー
ト
周
辺

2

3

1

4

5

6



05 06GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG

現場シーン
RENTAL CATALOG

Green cross Rental Catalog

❶ハウス

❷トイレ

❸安全掲示板ユニット

❹プラフェンス

❺アルミキャスターゲート

❻セフティファースト

P51

P52

P43

P40

P48

P37

商品掲載ページ

※詳しくは各ページをご覧ください

Site scene

朝
礼
会
場

6

5
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4

2

3



現場シーン
RENTAL CATALOG
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Green cross Rental Catalog

GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG

❶2WAYアロー

❷フルカラーソーラⅧ

❸LEDフィールドライトEV

❹ハイパーフラッシュライト

❺クッションドラム

❻とまるくん

P39

P31

P35

P33

P38

P38

商品掲載ページ

※詳しくは各ページをご覧ください

Site scene

道
路
工
事（
夜
間
）

1

2

3

4

5
6



現場シーン
RENTAL CATALOG
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Green cross Rental Catalog

GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG

❶工事用看板

❷ヘビーコーン

❸アルミグリーンバー

❹コンビネーション掲示板

❺コンパクト掲示板

❻ハウス

P44

P41

P41

P43

P43

P51

商品掲載ページ

※詳しくは各ページをご覧ください

Site scene

ず
い
道
工
事

5

6

4

1

3

2
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現場シーン
RENTAL CATALOG

Green cross Rental Catalog

❶プラフェンス

❷ヘビーコーン

❸アルミキャスターゲート

❹防炎シート

❺ユニバーサルユニット

❻単菅

P40

P41

P48

P49

P48

P37

商品掲載ページ

※詳しくは各ページをご覧ください

Site scene

橋
梁
・
護
岸
工
事

6

5

4

3 2 1
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現場シーン
RENTAL CATALOG

Green cross Rental Catalog

❶とまるくん

❷ソーラー地建タイプ

❸蛍光高輝度二方向矢印板

❹コーン

❺工事掲示板

P38

P27

P39

P41

P44

商品掲載ページ

※詳しくは各ページをご覧ください

Site scene

高
速
道
路

3

2

1

4

5
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デジタルサイネージ
RENTAL CATALOG

Digital signage

Green cross Rental Catalog

建設工事用電子看板システム概念図

表 示

更 新

週間作業予定

振動騒音表示システム

現場なう

天気予報 天気予報

ニッポンなうばーちゃんトリビア

今日の星座占い

今日のKY占い（作業員向け）

地域住民との
コミュニケーション

ツールに

ばっちゃの知恵袋を
550枚用意。
1日に一回入れ替わります。

日本の祝日、イベントごとにその時期入れ替わります。

イベント

★騒音・振動目安表示でわかりやすい！
★履歴表示も可能です。

スマホやアイフォン等で撮影した写真をアップ。
①は事務所に戻らなくても現場で撮影した画像をすぐに
アップできます。②は事前に撮影しておいた画像を事務所から
アップします。上の画像のように書き込み機能もありますので
危険個所もわかりやすく表示可能です。

① ②

高精度天気情報 ラジオ体操等の動画再生（朝礼用）

ペイントアプリ 簡易気象計

スライドグループ（オリジナルコンテンツ作成）

ペイント機能で図面にお絵かき、
スタンプ機能保存、履歴の呼び出しが
できます。

気象庁からの情報を元に、
全国
表示をします。

の地域の熱中症警報の

●オリジナルラジオ体操動画です。
●動画等を指定した時間に放送する事も
　可能です。

●気象条件に左右
　される現場の強い
　味方です。

●設定した「しきい値」
　を超えると登録者に
　メールで知らせる事
　が可能です。

無地のスライドグループからオリジナルのコンテンツ画面を
作成できます。アップロードしたいJPEG（画像）、PDF、パワー
ポイント、MPEG（画像）、URL（ホームページ）等を表示できます。
自分で投稿したYouTube等のURLもアップロード可能です。

KT-170083-A

重量

サイズ H1150×W1500×D381mm
商品コード 4144-6000-02

約70kg

朝礼向けタッチパネル式

屋外用60インチ
デジタルサイネージ

屋外用43インチ
デジタルサイネージ

その他

重量

サイズ H1000×W990×D150mm
商品コード 4144-6000-05

約70kg

近隣住民様向けタッチパネル式その他

屋外用55インチ
デジタルサイネージ

重量

サイズ H1260×W765×D60mm
商品コード 4144-6000-04

約60kg

キャスター付架台その他

現場デジタルサイネージ

スマホ

パソコン
タブレット

管理画面

ログイン画面
https://cloud-sign.com 管理画面 編集画面

インターネットに繋がる環境であればどこからでも管理画面にログインして
現場デジタルサイネージの表示内容を変更することができます。
変更した内容は、確認画面を開くとその場で確認することができます。

インターネットブラウザ上の管理画面を操作するとクラウドサーバーと
通信局を通してデータが送信され現場デジタルサイネージの表示内容が変更されます。

クラウドサーバー
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デジタルサイネージ
Digital signage

車両検知警報システム
CheckCars
-チェッカーズ-

環境表示器
Environmental Indicator

CheckCars-チェッカーズ-は、屋外環境で圧倒的に誤作動が少ない「ドップラー
センサ」を搭載した車両検知警報システムです。任意の設定速度を超える車両を
検知して、ドライバーや周囲への注意喚起を行ったり、見通しの悪い道に設置す
ることで車両の接近を知らせます。また、車両の移動方向も識別出来るため、逆
走車両のみ警報することも可能です。

標準品

オプション品 検知距離が約100m
検知距離が約100m ※
現場出入口の車両検知に使用する場合、システムの検知距離が長いため、現場敷地内か
ら敷地外の計測が出来ます。そのため、道路占有許可を必要としません。（設置状況によ
り必要となる場合もあります。）
※検知距離は車種や環境状況によって異なります。

マイクロ波レーダーを使用しているため、熱、雨、霧、雪による影響をほとんど受けず、
直射日光が当たっても問題ありません。

誤作動が圧倒的に少ない

一台のセンサで接近・離反を識別できるため、センサを何台も設置する必要がありません。
1台のセンサで接近・離反を識別

赤外線センサと異なり反射板は不要で、設置はセンサを取り付けるだけ！また、検知速
度はダイヤルを回すだけで変更でき、接近・離反の検知切り替えもスイッチ一つです。

設置・設定が簡単

100V電源 電柱取付例

ソーラー電源 使用例

LED表示器
オプション使用例

HK-120036-A

検知センサ（標準仕様） 回転灯（標準仕様）

検出方式 ： マイクロ波レーダー方式

検知距離 ： 約100m

検知速度範囲 ： 1～200㎞/h

電源 ： AC100V（ソーラー電源可［オプション］）

サイズ（㎜） ： W200×H300×奥行180　※突起物を除く 色　： 黄、赤、青

アイチェッカー ※販売のみ

音声付回転灯
音声付の回転灯で、周知性アップ！
・ DC12V仕様（ソーラー電源対応）
・ 音声メッセージの変更可能
・ 色 ： 黄のみ

・ 制限速度以上の車両が通過した際にのみ録画し、車両を特定できます。
・ 受注生産品となり、レンタルは行っておりません。
・ 設定速度以上の車両を検知した際に、内蔵カメラが作動し通過の±5秒間をSDカードに保存します。
・ 夜間は車両検知時、近赤外線照明を点灯することで、ナンバーの視認が可能です。

ソーラー電源セット
ソーラーエネルギーで省エネ！
ソーラーパネルと電源バッテリーの
セット

LED表示器
ドライバーへの周知性アップ！
表示時間や文字をお選び頂けます。

無線ユニット
検知した情報を遠隔地に通知！

制限速度以上の車両が通過時のみ録画し、車両を特定！

・見通しが悪くはなれた場所に回
転灯や表示器を設置する場合、
必要となります。

主な特徴
■ 目覚まし機能付き ■ 別途任意文字も表示可能

■ ソーラーパネルでの稼働にも対応

 振動 　騒音　… 住民への配慮
  風速 　雨量　… 重機事故への配慮
  気温 　湿度　… 作業員の熱中症への配慮

毎日設定した時刻に自動的に電源をON↔OFF
することができるので始業・終業などの作業環
境に連動できます。

ソーラーシステムとともにご使用いただくと
NETIS登録製品となり登録されている製品を使
用することでNETIS活用のメリットを受けられる
可能性があります。

建設工事におけるさまざまな課題（安全対策・コスト縮減・品質
確保など）を改善するための新技術に関わる情報の共有及び提
供を目的としたシステムです。NETIS登録商品を建設現場等で
使用することにより総合評価入札方式や工事成績評定で加点
の措置が行われます。

任意の文字を作成し表示することも可能です。
※別途専用ソフトが必要になりますので詳細はお問い合
わせください。

NETISとは… 国土交通省「新技術情報提出システム」

商品コード

寸　　  法

L 　E　 D

電　　  源

重　　  量

4144-6200-00

W920×H310×D103(mm)

W600×H200(mm)/単色オレンジ

DC12V/AC100V

25kg

■ 環境表示器本体

寸　法 W920×H1750×D920(mm)
■ 専用脚部

寸　法 W980×H440×D200(mm)

仕　様 DC12V55W

■ ソーラーユニット（ソーラーパネル）

GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG
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■ LEDキャビネット

■ 電力

 

サイズ 512mm×512mm×80mm
モジュール数 8pcs
電源 5V/70Ａ×2 pcs
放熱構造 ファン　1pcs
解像度 128×128
視野距離 4M～50M
視野角度 160°(W) 120°(H)

温度範囲 保存温度：-35℃～+85℃
動作温度：-20℃～+50℃

湿度範囲 10%～95%
IPレート（前/後） IP65/IP54
重量 10KG

 

  

動作電圧 AC100Ｖ～220Ｖ±10%
平均電力 < 360W/㎡
最大電力 < 900W/㎡

■ システム
一般電流 <20mA(single LED)
CPU Pentium4以上 
OS
コントロール

WIN98/2000/NT/XP/WIN7

画像ピッチ4mm、輝度最大6500cd/m2 で、屋外でも鮮明な画像を表示可能です。

大型ＬＥＤビジョンは遠くからの視認性に長けています。一度に大勢のにアピールする
ことが可能です。液晶のデジタルサイネージでは見えにくい現場や大きな画面が
必要な場所で威力を発揮します。

同期・非同期

■ メイン仕様
駆動装置 定流ドライブ　IC 
リフレッシュレイト >1920HZ

表示色

MTBF
電源スイッチ
解像

16384 16.7M
16384gray level/16.7M colors
>9000hours
オート
≥  800×600/1024×768

表

裏

歩行者向け高輝度液晶電子看板です。
工事現場等で案内を表示したり、防塵・防滴性能が付いて、店頭等で案内情報や広告等を
表示できます。照明を取り付けたA型看板と違い視認性が向上します。また、災害による
停電時でも現場の発電機から電源をとれるため、路上での帰宅困難者への道案内表示や
テレビやインターネットの画面を流すことで地域貢献ツールとして活用できます。

静止画だけでなく、動画・音声にも対応！
屋外で使用可能な次世代の電子看板

1200(cd/m2)

PCシステム内蔵

0～50℃

AC100～240V(50～60Hz)

300W(最大)

工事現場用デジタルサイネージ装置

特許第6014810号

輝度

制御システム

動作温度

動作電圧

消費電力

特許名称 

特許番号

工事用デジタルサイネージ
KT-130012-VE

屋外用LEDビジョン

型番

外形 

モニターサイズ

解像度

表示色

アスペクト比

MMB-KTR-H-32

W540 × H1700 × D200mm

32インチ

Full HD: 1366 × 768px

1670万色

16:9
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建設キャリアアップシステム
Wearable camera

ウェアラブルカメラ
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「建レコアプリ」を標準搭載特徴

01

特徴

02

特徴

03

特徴

04

一般財団法人 建設業振興基金が配信している、建設キャリアアップシス
テムへ就業情報を送信するためのアプリケーション「建レコアプリ」がイ
ンストールされています。納品後は、単管ポールへ取り付け、電源を挿し
てログイン（現場ごとに登録した「事業者情報」等を入力）することで、運
用が可能となります。

オールインワン端末で
導入負担と盗難リスクを軽減

「建レコキット」は通信機能を有している為、インターネット回線の準備が
不要です。従来は、カードリーダーとスマートデバイスが必要でしたが、
「建レコキット」単体のみでCCUSの導入が可能となります。また、用途が
限られる専用端末のため、盗難のリスクを抑えることも可能となります。

簡単設置で常設が可能

本体には単管クランプが付属しており、簡単に取り付けが可能です。また
防水仕様のため、屋外に設置ができます。更に、毎日のシャットダウン作
業は不要で、ログインを行った後は、電源を入れたまま常設が可能です。
※モニター表示の都合上、屋外軒下の設置を推奨しております。

月単位のレンタルで導入コストを軽減

必要な期間だけ、低コストでCCUSを導入可能です。メンテナンスの必要
がなく、故障した場合は代替品を提供するため、安心してご利用いただ
けます。

建レコキット

RCF-CC01

AC100V 50/60Hz

最大26Ｗ

約5m

0℃～50℃

無線通信網

屋内／軒下

H（高さ）380×w（横）470×D（奥行）200㎜

7.5㎏

「建設キャリアアップシステム」現場登録済ステッカー（A3）

名称

品番

電源

消費電力

電源ケーブル長

使用温度範囲

通信

設置環境

外形寸法

重量

同梱品
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監視カメラ

カメラの種類と仕様

大規模一括監視システム

マルチビュアー シングル画面

22GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG
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新時代のクラウド映像監視システム

ユーザーID・パスワードで
閲覧可能台数に制限
をかけることが可能
（大規模管理に最適）

ユーザーID・パスワードで
操作制限可能
（録画再生の可および不可）

自社開発で管理画面等、
カスタマイズ可能

ブラウザーで閲覧
（Edge、Chrome）

動作環境

周波数

伝送距離

耐久性

保護構造

外形寸法

-25～55℃

2.4GHz

25m

40万回

IP67規格

40W×195H×58.7D

-25～55℃

2.4GHz

4W

100万回

24V～240V

36W×100H×74.5D

送信機【XCKW149】 受信機【ZBRRD】

動作環境

周波数

最大電力

機械的耐久性

電圧

外形図

風　向

気　温

気　圧

雨　量

外形寸法

０～360°

-50～60℃

500～1,100hPa

0～400mm/hr

Φ100mm×H340mm

０～30m/s

0～100％

トワイライト

0～40km

660g

風速

湿度

WBGT

落雷距離計測

重量（風速：0～60m/s）

風速センサー
【AS-2002】

気象観測センサー【AS-2001】 扉開閉センサー【AS-2001】

AM-3001型　番 AG-3002 AB-1001 AP-1001

通信

設置場所

画像センサー

解像度

カ 

メ 

ラ

一

　般

サ
ー
ビ
ス
オ
プ
シ
ョ
ン

ズーム機能

焦点距離

画角

赤外線（IR）

電源

防水・保護基準

外観材質

外形寸法

重量

カメラ死活監視

モーション検知

プライバシーマスク

気象観測

扉開閉センサー

最低照度
カラー・白黒

パンチルト

形　式

無線通信網（LTE）

屋内／屋外

1/1.8”プログレッシブスキャンCMOS

最大1920×1920

デジタル4倍ズーム

1.47mm

水平180°/ 垂直180°

最大20m

カラー：0.18Lux@F2.2
白　黒：0.001Lux@F2.2 

全方位
固定フィッシュアイ（魚眼）型
平面画像変換有り

固定 固定

AC100V（50/60Hz）最大24.4W

IP65規格

色：ライトベージュ、材質：ABS樹脂

H448×W300×D208(mm）

約5.5kg（ケーブル除く）

○

開発中

開発中

○

○

○

開発中

開発中

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

無線通信網（LTE）

屋内／屋外

1/2.7”プログレッシブスキャンCMOS

最大1280×960

カラー：0.11Lux@F2.2
白　黒：0.01Lux@F2.2

デジタル4倍ズーム

1.45mm

水平180°/ 垂直120°

最大15m

AC100V（50/60Hz）最大11.1W

IP65規格

色：ライトベージュ、材質：ABS樹脂

H316×W300×D208（mm）

約5.1kg（ケーブル除く）

無線通信網（LTE）

屋内／屋外

1/2.8”プログレッシブスキャンCMOS

最大1280×720

カラー：0.005Lux@F1.6
白　黒：0.001Lux@F1.6 

デジタル4倍ズーム

2.8mm

水平108°/ 垂直59°

最大30m

AC100V（50/60Hz）最大9.4W

IP65規格

色：ライトベージュ、材質：ABS樹脂

H310×W300×D208（mm）

約4.6kg（ケーブル除く）

無線通信網（LTE）

屋内／屋外

1/3”プログレッシブスキャンCMOS

最大1280×720

カラー：0.005Lux@F1.6
白　黒：0.001Lux@F1.6 

デジタル4倍ズーム、光学4倍ズーム

2.8mm～12mm

水平109°/垂直57°

最大20m

水平330°/垂直90°
画角と合わせ、360°以上の
視野をカバー可能

AC100V（50/60Hz）最大16.4W

IP65規格

色：ライトベージュ、材質：ABS樹脂

H412×W300×D208（mm）

約4.5kg（ケーブル除く）

ユーザーID・パスワードで閲覧可能
台数に制限をかけることが可能

検索しやすい
アコーディオン表示

本社責任者
Dさん
閲覧範囲

ユーザーID：DDDD
パスワード：DDDD

タイムラインで、見たいところを簡単に再生することができます。
映像は、拡大・縮小・フルスクリーン表示に対応。

タイムライン カレンダー パンチルト操作ボタン 気象観測表示

マルチビュアー画面は、同時に72台のカメラを1ページで表示できます。
カメラ毎の名称（※25文字まで）も表示されるため、一括管理に便利。

石川11 石川12

石川15 石川16石川13 石川14

石川17 石川18 石川19 石川20

エリアマネージャー
Cさん
閲覧範囲

ユーザーID：CCCC
パスワード：CCCC

石川支社の
Bさん
閲覧範囲

ユーザーID：BBBB
パスワード：BBBB

加賀担当の
Aさん
閲覧範囲

ユーザーID：AAAA
パスワード：AAAA

化石燃料を使用せずに各種計測機器や保安用品の電力供給が可能なソーラ
ー電源です。
AC100V及びDC12Vの電気供給が可能です。正弦波インバーターを使用
しています。

530（W）×270（H)×370（D） 

約30㎏ ＊仕様により変動 

88Aｈ （20HR） 

AC100Vコンセント×2　DC12V×1   

インバーター定格200W 50/60Hz 　  ＊通常60Hzにて設定 

ソーラーパネル 40W/100W/150W 

外形サイズ

重 量 

容 量 

電 源 

出 力 

オプション品 

1台で水平360°全
方位撮影により死角
の少ない録画が可能
です。円形の魚眼映
像を平面映像にリア
ルタイム補正し、表
示/録画を実現しま
す。夜間や暗所、雨の
日でも撮影します。

1台で水平180°、
垂直120°の広範
囲を閲覧、録画が
可能です。魚眼映像
を平面映像にリア
ルタイム補正し、表
示・録画を実現しま
す。赤外線が内蔵さ
れているため夜間
でも鮮明な画像で
す。

一方向固定（画角
108°）にて、夜間や暗
所、雨の日でも赤外線
カメラにて最大30m
まで撮影します。

可動域330°、16倍
ズーム機能にて広
範囲の撮影ができ、
遠隔操作にて角度
の調整が可能です。
赤外線カメラにて
最大20mまで夜間
や暗所、雨の日でも
撮影します。

サンプル動画

ログイン画面

バッテリーECO 電源 トルエコ

各カメラの
サンプル動画を
公開しています。
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WEATHERY
Environmental Sensor

MAMORY
Electric display board

熱中症
強風
不審者
音・光・メールでお知らせ！

レンタルOK！
簡単！コンセントに
挿すだけ！
工事・設定 
不要で即起動！

クラウド型警報機！
堅牢な自社運用サーバーによる

対策に!！

こんなシーンに！

工事現場
イベント会場
学校
運動場 など

GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG

Green cross Rental Catalog

RENTAL CATALOG RENTAL CATALOG

しきい値に達したら、音・光・メールでお知らせ！
※しきい値は各現場毎に調整可能です。
平均風速：７ m/s
最大瞬間風速：10 m/s

風力センサー

温度・湿度からWBGT値(熱中症指数)を算出。
音・光・メールでお知らせ！
※しきい値は各現場毎に調整可能です。
WBGT値28°以上 → 黄色
WBGT値31°以上 → 赤色

温湿度センサー

人感センサー

設置現場

PC・スマホ・タブレット

侵入者を
検知しました スケジュールや

検知記録もバッチリ！
複数のアドレスに
送れます！

センサー検知距離
12m

センサー検知幅
1m

製品概要

2.5m設置時に
12m先まで
検知します。

2.5m

離れた場所でも
状況確認!!
複数の現場を
管理される
現場監督者様
にもおすすめ！

侵入者検知時に
音・光で威嚇、
メールでお知らせ！音で

お知らせ

光で
お知らせ

メールで
お知らせ

クラウド型 環境センサー（風速/温度/湿度/人感センサー）

（ウェザリー）

正面 背面

電　源
消費電力
電源ケーブル長
使用温度範囲
使用湿度範囲
設置環境
外形寸法
重　量

AC100V（50/60Hz）
13W
5m
-10～50℃
20～85%Rh(結露無きこと)
屋内/屋外
610（H）mm×450（W）mm×310（D）mm
6.3kg
無線通信網

基　本

通　信

パッシブインフラレッド方式
12m（取付高2.5m時）
0～60m/s
2.2kg
300（H）mm×230（W）mm×390（D）mm
-20～50℃
0～100％
15～44℃（換算表より算出)
LED
800～2150mcd（色によって異なる）
最大87db

検知方式
検知距離
風速測定範囲
重量
外径寸法
温度測定範囲
湿度測定範囲
WBGT
電球
光度
音圧レベル

人感センサー

風速センサー

温湿度センサー

表示灯

警報機

MCF-PT01 MCF-NV01 MCF-ZM01

広範囲かつ詳細な監視が可能
赤外線ライトで
夜間時の撮影にも対応

無線通信網

2週間連続録画

クラウド クラウド無線通信網

電源ケーブル 2週間連続録画 電源ケーブル 2週間連続録画 電源ケーブル

ズーム

人感センサー
夜間照明

防水・防塵 防水・防塵 赤外線
夜間利用

パン・チルト 無線通信網 クラウド ズーム防水・防塵 パン・チルト

機　能 機　能

製品の特徴
首振り機能とズーム機能を搭載。
広範囲をカバーします。人感セン
サーで動きに反応して照明が点き
ます。

必要な時に、必要な期間使用し、返却できるので高額
な初期投資が必要ありません。
設備のメンテナンスも必要なく、維持管理が簡単です。

オススメ設置場所
広域をカバーしたい現場・費用を
抑えたい現場など（パン・チルト機
能で広域カバー出来るため）

製品の特徴
赤外線搭載で、夜間撮影も安心で
す。天候にも左右されずに利用で
きるので、人が監視できない場所
でもご利用いただけます。

オススメ設置場所
夜間など終日監視したい現場など
警備員の配置が難しい配置など

最大36倍高ズーム
遠くの映像もはっきり確認

機　能

製品の特徴
最大36倍ズームの高ズームによ
り詳細な画像確認が可能。水平方
向350°、垂直方向-30°～90°まで
の広範囲もカバーできます。

オススメ設置場所
大型現場、
工程を管理したい現場など
（最大36倍ズームの為）

屋 外 用

1ヶ月～レンタル可能

面倒な回線工事や、専用の設備はもちろん、回線契約
やソフトもすべて不要です。コンセントに挿すだけで録
画を開始します。画面操作も簡単で、誰でもすぐに利用
できます。

簡単、スピード設置

現場のカメラに何かあっても録画データは完全自社運
用によるデータサーバーに保存されるため、セキュリ
ティが万全です。堅牢なセキュリティの自社クラウドに
保管するので漏洩の心配もありません。

クラウドサーバーだから、
高セキュリティを実現

Webブラウザを起動するだけで、様々な端末から閲覧
ができます。複数のカメラの同時監視・録画映像のダ
ウンロードも可能です。動体探知機能付で確認作業も
スムーズです。

24hいつでもどこでも
利用可能
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ドローン空撮 規制車
Rrgulated car

ソーラー電光板630昇降式LEDGソーラーVⅢ　UD
電光板昇降式横型
ASCO-SH31S-V3B

ソーラー大型電光板 DX42 昇降式
SHBG-42-01　

GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG

Green cross Rental Catalog

RENTAL CATALOG RENTAL CATALOG

規制車 イメージ

下記の商品以外にもトラックと電光板の組み合わせは可能です。
詳しくは近隣の営業所にお問い合わせください。

LEDGソーラーVⅢ32電光版昇降式
ASCO-SH325-V3A

その他 満充電より約6日間※但し表示内容により異なります
LED：超高輝度オレンジ

重量

サイズ H1,810～2,410×W730×D800mm

商品コード 4110-6003-20

約170kg

NETIS KK-100021-VE

ドローンを使った空撮から動画制作を
 ワンストップでご提供！

ドローンの操縦に精通した空撮のプロが撮影します。
 国土交通省大臣の飛行許可取得済み、賠償責任保険加入済み！

通常のレンタカーとしてもご利用可能ですが、グリーンクロスの
豊富なレンタルアイテムを組み合わせルことができます。

ドローンを使った、空撮・測量・点検が一般的になりつつあります。
【全国各地】に200名以上のパイロットがおりますので、どんなご要望でも
「安全」「迅速」「高品質」で動画や静止画をご提供させて頂きます！！

地上測量と比べて最短1/6まで作業を短縮可能なので「安い！！」

ドローン測量のメリット

・素早く広範囲をカバー！

・人が入れない場所にもドローンは行けるので、
  山、山林、起伏の激しい土地もラクラク測量
・3Dモデル作成が容易
写真データから点群データ作成もできる

お問合せから納品までの５つのステップ

お問合せ
まずはお近くの営業所に、お気軽にお問い合わせください。
写真、動画の用途、ご希望の撮影日、納期をお伝えください。

お見積額を提示
まずは空撮の目的、ご希望の撮影日、納期をお伝え頂ければ、お客様の目的に
沿った料金プランで概算の料金をお伝えします。概算の料金にご納得頂けまし
たら、現地調査などをした上で、お客様の目的に沿ったご提案を致します。お見
積りは無料です。後からの追加料金は一切頂きません。※撮影、編集内容または
料金にご納得いかない場合は、お断りいただいても問題ありません。

ご希望日に撮影を開始
ご希望日時に撮影いたします。ご選択の料金プランの範囲内であれば何度でも
発着陸可能です。撮影内容をご確認いただきながら撮影いたします、お客様の目
的の沿った撮影を心がけておりますのでご要望があればおっしゃってください。

ご依頼
撮影内容・料金にご了承いただきましたら、撮影、動画制作をご依頼ください。
撮影内容、ご希望日、納期の最終確認をいたします。必要な場合は、国土交通省
への飛行許可申請など、撮影準備を行います。

ご希望日までに納品
撮影のみご希望の場合、納品は素材データになります。素材データをご確認い
ただき、バックアップデータを作成します。

ス
テ
ッ
プ 
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ス
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プ 
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電光掲示板とレンタカーを組み合わせれば規制車として現場での
安全性を向上できます。

例えば

軽トラック 2tトラック



商　品　名

サイズ・重量

NETIS

電　源

画面サイズ

表　示　色

連続点灯日数

その他

ソーラー大型電光板
DX42昇降式
SHBG-42-01

NETIS:KK-100021-VE
（2021年3月31日まで）

満充電より約5日間
※但し表示内容により異なります

H2,300～3,480×W1,640×D1,220mm

約250kg

横型タイプ 横型タイプ

製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

LED電光掲示板
LED display remote control unit

ラインナップ
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4110-6003-10商品コード

ソーラー地建タイプLED電光板
CMF-430SHSW-L

4110-6005-51商品コード

SOLAR AC100V

1,280mm 6
4
0
m
m

320角

8面

超高輝度オレンジ

LEDGソーラーBIG

NETIS:KK-100021-VE
（2021年3月31日まで）

NETIS:CB-100003-VE
（2021年3月31日まで）

満充電より約5日間
※但し表示内容により異なります

満充電より約3日間
※但し表示内容により異なります

満充電より約6日間
※但し表示内容により異なります

満充電より約5日間
※但し表示内容により異なります

満充電より約10日間
※但し表示内容により異なります

満充電より約5日間
※但し表示内容により異なります

満充電より約6日間
※但し表示内容により異なります

H2,058～3,210×W1,615×D1,182mm

約350kg

H2,700～4,200×W1,800×D1,600mm

約460kg

LEDGソーラーVⅢ32電光版昇降式
ASCO-SH325-V3A

4110-6003-20商品コード

NETIS:KK-100021-VE
（2021年3月31日まで）

NETIS:CB-100003-VE
（2021年3月31日まで）

NETIS:KK-100021-VE
（2021年3月31日まで）

H1,810～2,410×W730×D800mm

約170kg

4110-6004-01商品コード

SOLAR AC100V SOLAR AC100V

1,280mm 6
4
0
m
m

320角

8面

1,280mm 6
4
0
m
m

320角

8面

超高輝度オレンジ 超高輝度オレンジ 超高輝度オレンジ

ソーラーLED電光板 なっくん2号
TB-L017-1

4110-6005-90商品コード

NETIS:CB-160005-A

H2,005～2,605×W1,440×D850mm

約254kg

SOLAR AC100V

1,280mm 6
4
0
m
m

320角

8面

ソーラー式LED電光板 
横型3文字1段

4110-6005-60商品コード

ソーラー電光板 630昇降式
CMF-630HS

4110-6001-90商品コード

ソーラー昇降式電光板
LEDGソーラーX（カスタム）

4110-6005-01商品コード

H1,795～2,360×W1,270×D1,370mm

約190kg

H1,785～2,685×W1,200×D1,000mm

約165kg

H1,980～2,480×W1,290×D1,020mm

約160kg

SOLAR AC100V SOLAR AC100V SOLAR AC100V

960mm 32
0
m
m320角3面

960mm 32
0
m
m320角3面

LED3色（赤・緑・橙（混色））

SOLAR AC100V

1,280mm 6
4
0
m
m

320角

8面

超高輝度オレンジ オレンジ単色 オレンジ単色

消費電力：11W
表示内容：合計99種類の表示内容の中から、
最大4種類まで表示可能
調光機能：昼夜2段階切換（自動にて）
データ入力方法：携帯電話の赤外線機能にて
入力可能
筐体素材：焼付塗装仕上げ、溶解メッキ系鋼板
構造：屋外使用可能な防滴構造
使用環境温度：-10℃～45℃（ただし結露なき
こと）

消費電力：12W（表示内容により異なる）
表示内容：合計99種類の表示内容の中から、
最大4種類まで表示可能・2種類のメモリー機
能搭載
調光機能：昼夜2段階切替（自動にて）
トップライト機能：超高輝度オレンジLEDにて7
パターン表示可能
昇降：手動式ウインチ

動作用電源：
鉛蓄電池（DC11.0～14.5V・65Ah×2、消費電力：約17W）
充電電源：
太陽電池36W×2枚、AC充電バッテリー
主な機能：有線リモコンによる表示設定操作、
ワイヤーウインチによる手動昇降機能、
２段階手動調光機能、AC100Vによる充電機
能とソーラーパネルによる補充電機能、
過電流保護機能、鉛蓄電池の過充電過放電防
止機能

消費電力：約3.0W
調光機能：照度センサーによる自動輝度調整機能
（昼夜2段階）
バッテリー充電器：AC100V 50/60Hz
主な機能：ソーラーパネル40W、蓄電池75Ah（シー
ルドタイプ）・公称電圧DC12V、
動作モード 点滅・点灯

消費電力：4.8W 消費電力：3～5W（表示内容により異なる）

900mm 6
0
0
m
m

320角

6面

GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG

Green cross Rental Catalog

RENTAL CATALOG



商　品　名

サイズ・重量

NETIS

電　源

画面サイズ

表　示　色

連続点灯日数

その他

フルカラーソーラーVⅢ
UD電光板昇降式横型
ASCO-SH31T-V3B

NETIS:KK-100021-VE
（2021年3月31日まで）

満充電より約9日間
※但し表示内容により異なります

H1,810～2,590×W1,270×D900mm

約150kg

横型タイプ ガードマンタイプ

製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

LED電光掲示板
LED display remote control unit

ラインナップ
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4110-6003-04商品コード

フルカラーソーラーVⅡ UD横型
ASCO-SH31T-V2A

LEDGソーラーVⅢ
UD 電光板昇降式横型
ASCO-SH31S-V3B

4110-6003-02商品コード

SOLAR AC100V

NETIS:KK-100021-VE
（2021年3月31日まで）

NETIS:KK-100021-VE
（2021年3月31日まで）

満充電より約9日間
※但し表示内容により異なります

満充電より約7日間
※但し表示内容により異なります

満充電より約12日間
※但し表示内容により異なります

満充電より約5日間
※但し表示内容により異なります

満充電より約6日間
※但し表示内容により異なります

H1,810～2,590×W1,270×D900mm

約150kg

H1,840～2,600×W1,320×D1,060mm

約155.5kg

LEDGソーラーVⅡ UDタイプ
ASCO-SHUDV2-1.2

4110-6003-01商品コード

NETIS:KK-100021-VE
（2021年3月31日まで）

H1,840～2,600×W1,320×D1,060mm

約155.5kg

4110-6004-03商品コード

SOLAR AC100V SOLAR AC100V

超高輝度オレンジ RGカラー

昇降式LED電光板フルカラー
KSG-FU24042-HW

4110-4005-01商品コード

H1,898～2,526×W1,280×D1,005mm

約200kg

AC100V AC100V

960mm 4
8
0
m
m

320角

8面

昇降式LED電光板ファインカラー
KSG-FA32032-HW

4110-4005-02商品コード

LEDガードマンQ
CMF-630HS

4112-5103-02商品コード

LEDガードマンⅢ
CMF-630HS

4112-5102-01商品コード

H2,058～2,773×W1,280×D1,005mm

約200kg

H1,886×W1,052×D832mm

約52kg

H2,024×W1,300×D880mm

約95kg

AC100V AC100V

960mm 32
0
m
m320角3面

960mm 32
0
m
m320角3面

960mm 32
0
m
m320角3面

960mm 32
0
m
m320角3面

SOLAR AC100V

超高輝度オレンジ ファインカラー RGカラー

外形寸法（mm）：
昇降前/横幅1,320×高さ1,840×奥行1,060、
昇降後/横幅1,320×高さ2,600×奥行1,060

消費電力：4.2W
リモコン標準装備

消費電力：AC100V、140W
電灯：AC100V、40W、2灯
サイズ：下降時/2,058ｍｍ（回転灯取付台まで）、
上昇時/2,773ｍｍ（回転灯取付台まで）
昇降システム：手動式ウインチ
表示内容：合計99種類、ガードマン映像を3種類標
準装備

消費電力：AC100V、140W
電灯：AC100V、40W、2灯
サイズ：下降時/2,058ｍｍ（回転灯取付台まで）、
上昇時/2,773ｍｍ（回転灯取付台まで）
昇降システム：手動式ウインチ
表示内容：合計99種類、ガードマン映像を3種類標準装
備

消費電力：150W以下
パネル枚数：縦4枚（4文字）×横2枚（2文字）
データ入力：カセットによるデータ入力

消費電力：150W以下
パネル枚数：縦4枚（4文字）×横2枚（2文字）
データ入力：ROMカセットによるデータ入力

RGBフルカラー RGBフルカラー RGBフルカラー

960mm 6
4
0
m
m

320角

6面

9
6
0
m
m

240mm

240角

4面

12
8
0
m
m

320mm

320角

4面

GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG

RENTAL CATALOG

Green cross Rental Catalog



商　品　名

サイズ・重量

NETIS

電　源

画面サイズ

表　示　色

連続点灯日数

その他

フルカラーソーラーVⅢ
SL 電光板縦型

ASCO-SH13T-V3B

NETIS:KK-100021-VE
（2021年3月31日まで）

満充電より約9日間
※但し表示内容により異なります

H1,800×W730×D800mm

約100kg

縦型タイプ コンパクトタイプ

製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

LED電光掲示板
LED display remote control unit

ラインナップ

31 32

4110-6002-04商品コード

フルカラーソーラーVⅡ SLタイプ
ASCO-SH13T-V2A

LEDGソーラーVⅢ
SL 電光板縦型

ASCO-SH13S-V3B
4110-6002-02商品コード

SOLAR AC100V

NETIS:KK-100021-VE
（2021年3月31日まで）

NETIS:KK-100021-VE
（2021年3月31日まで）

満充電より約9日間
※但し表示内容により異なります

満充電より約7日間
※但し表示内容により異なります

満充電より約12日間
※但し表示内容により異なります

満充電より約5日間
※但し表示内容により異なります

満充電より約10日間
※但し表示内容により異なります

満充電より約3日間
※但し表示内容により異なります

満充電より約4日間
※但し表示内容により異なります

H1,800×W730×D800mm

約100kg

H1,815×W750×D800mm

約102kg

LEDGソーラーVⅡ SLタイプ
ASCO-SHSLV2-1.2

4110-6002-01商品コード

NETIS:KK-100021-VE
（2021年3月31日まで）

NETIS:KK-100003-VE
（2021年3月31日まで）

NETIS:KK-100003-VE
（2021年3月31日まで）

NETIS:KK-100021-VE
（2021年3月31日まで）

H1,815×W750×D800mm

約102kg

4110-6002-03商品コード

SOLAR AC100V SOLAR AC100V

超高輝度オレンジ 超高輝度オレンジ

ソーラー式LED電光板
縦型1文字3段　

4110-6005-70商品コード

H2,075×W702×D950mm

約118kg

ソーラー式フルカラーメッセージボード
CMF-330SVC

4110-6002-00商品コード

ソーラー式ポータブルLED表示機
CMF-230HS

4109-5005-00商品コード

ソーラー板小型表示機 ソーラーONE
CMF-630HS

4109-5006-00商品コード

H1,790～2,050×W760×D990mm

約90kg

H430×W700×D109mm

約14.5kg

H410×W370×D102mm

約6.0kg

SOLAR AC100V SOLAR AC100V

9
6
0
m
m

320mm 320mm 32
0
m
m320角2面

320mm 32
0
m
m

320角

1面

SOLAR AC100V SOLAR AC100V SOLAR AC100V

超高輝度オレンジ 超高輝度オレンジ オレンジ単色

消費電力：4W ●フルカラー動画と多彩な文字色
●バッテリーのみで連続5日間以上動作
消費電力：11W以下
データ入力方法：パソコン入力（USBメモリー経由）

消費電力：5W
充電時間：約9時間

材質：本体/ポリカーボネート、
アタッチメント部/ステンレス
表示種類：
99種類（点滅、スクロール）、最大16台連動可
バッテリー：ニッケル水素電池

RGBフルカラー RGBフルカラー RGBフルカラー

320角

3面
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ソーラパネル
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信号機
Traffic light

工事灯
Construction light

●実績のあるGPS同期方式。
　簡単操作で多彩な機能環境に
　優しいソーラー式。
　使い易さが更に向上。

●環境に優しいソーラー式大型フラッシュ警告灯
●明るさ！コスト！耐久性に優れたパワフルな性能！
●24時間連続使用可能！（無日照：約10日間）
●センターフラッシュにより昼夜間、
　雨霧でも視認良好！
●3パターンの点滅切替式！
●風抜き孔により、風圧での転倒削減！
●昼夜　 輝度自動切替装置付！

●環境に優しいソーラータイプ
●24時間使用可能
●点滅／回転の切替スイッチ付
●工事看板にも取付可能
　※（オプション：回転灯用クランプ別途）
●昼夜　輝度自動切替機能付
●充電不足警告LED付
●高輝度LED／赤30個　青緑10個
●２色発光で視認性抜群
●防滴構造

●昼夜自動輝度調節
●CO2削減で環境配慮
●点灯パターン3種類

●赤、緑、白の超高輝度LED搭載
●フラッシュ、矢印など
　多種多様な点灯が可能
●43種類の点灯パターン搭載

●ソーラーバッテリーにより、
　電池交換不要
●視認効果300m以上を確保
●夜間自動点滅装置付

●2色のLEDを
交互に閃光点滅
させることで視
認性効率アップ

手動切替が手元で行え
ます。後付可能。CB-100003-VE

同期無日照
約 日7ソーラー

KT-100078-VE
ソーラー

無日照
約 日10

KT-100078-VE
ソーラー

無日照
約 日10

ソーラー
無日照
約 日8

同期無日照
約 日7ソーラー

CB-100003-VE

その他

サイズ H44×φ60.8mm
商品コード 4107-1000-01

太陽電池:単結晶シリコン太陽電池、蓄電池：NiMH
（ニッケル水素）、点灯時間帯：夜間（日没から日の出ま
で）、電源：スイッチ切替式（ON↔OFF）、本体材質：ポ
リカーボネート（クリア）、ソーラー充電時間：約16時
間、無日照連続動作時間：170時間、発光体数量：4灯

ソーラースパークアイ

その他

サイズ H44×W74×D156mm

商品コード 4107-1000-11（赤・緑）
4107-1000-12（赤）

LED：2チップ仕様（赤・赤・緑）×2、ソーラー充電時間：
約14時間、無日照点滅時間：約120時間、同期システ
ム：2.4GHz同期点滅式、通信距離：最大40m、蓄電
池：Ni-MH（ニッケル水素）、発光体：赤/赤・緑、点灯時
間帯：夜間（日没から日の出まで）

その他

サイズ 径φ78.6×H182mm
商品コード 4107-1000-13

LED：COB赤・緑仕様、ソーラー充電時間：約14時間、
無日照点滅時間：約100時間、同期システム：2.4GHz
同期点滅式、通信距離：最大40m、電池残量インジ
ケータ機能

ソーラープリズムアイ
ソーラーメモリアル50

その他

重量

サイズ
本体サイズ：H1860×W600×D600mm（含脚部）
表示部サイズ：H545×W340×D285mm（含フード）

商品コード 4111-0505-01

約40kg
信号灯：発光部有効径 250mm・赤点灯時『×』印抜きパターン・青点灯時『↑』印抜きパターン
発光素子：超高輝度LED 赤・青緑・黄　制御方法：●自動同期運転（GPS衛星電波による同
期方式、ランダムスタート可能トンネルモード、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）　機能：青時間調整 最大40％まで増減
時間設定任意入力可能　電源：信号機本体 DC12V密閉型24Ahバッテリー＋太陽電池
13W　AC充電器：AC100 50/60Hz　消費電力：2W以下（電源電圧12V時、信号機本
体）バッテリー　動作時間：連続使用 約7日間（168時間）

GPSソーラー信号機　

その他 CGS225CS用
3Ｍコード付

商品コード 4111-0506-06
GPS信号機2灯式用手動切替スイッチ　CGS-RC3

その他
STL-K 約170g（電池別）
単3型乾電池×3本、
チューブを4本まで接続可能

商品コード 4107-5007-07

ソーラー
チューブライト用
乾電池ユニット

その他

重量

サイズ H2070×W600×D600mm
商品コード 4111-0530-01

約20kg
信号灯：発光部250φ発光時『×』抜き・青点灯時『↑』抜き
　　　 高輝度JED赤、青　超高輝度LED
赤：630ｍｍ以下　青：470mm前後　黄：591ｍｍ前後　消費電力：2W以下

GPS　2灯式信号機
CGS225CS

その他

重量

サイズ H600×W646×96.5mm
5.4kg
材質：ポリカーボネート
無日照：10日間

ソーラー式 警告灯
ハイパーフラッシュライト 800

重量

サイズ H646×W600×D100mm

商品コード 4109-5002-01（本体）
4109-0101-20（三脚）

商品コード 4109-5001-91（本体）
4109-0101-20（三脚）

7kg

その他 材質：ポリカーボネート
青緑/赤　点滅 その他 無日照：満充電から約15日間、

LED：2色LED オレンジ/ブルー

ソーラー式警告灯（三脚付）
SFL600 

その他

重量

サイズ φ600

商品コード 4109-5004-11（本体）+
4109-0101-20（三脚）

9kg
赤、青緑、3パターン点滅、
センターフラッシュ付、
無日照10日間

ソーラー式フラッシュ
警告灯（三脚付）
SLAV-08　

ソーラーマルチライト ミニ　MLM-S40

その他

重量

サイズ φ260×H320mm
商品コード 4109-0202-02

1.3kg
LED数、赤40個、青30個、青緑30個、黄色40個
無日照10日間　受注生産品

その他

重量

サイズ φ22ｍｍ×10ｍ
商品コード 4107-5001-01

2kg
材質：PVC、LED数：40球
定格：100V/6W
発光方式：1ヶ毎交互点滅/
夜間自動点滅装置付き
（50本接続可能）

重量

サイズ H315.5×74×70mm
商品コード 4107-1602-00

約320g（乾電池含まず）

その他 無日照約14日間作動可、
LED：赤2個、マルチ（赤・青緑）1個

サイズ H162×W79mm
商品コード 4107-1111-01

重量 約170g

デュアルコーンフラッシュ

その他

商品コード 4107-0811-00
単1電池×2本（別売）、φ123mm
電池寿命：マンガン約20日、
アルカリ約36日
LED：赤8個、青緑2個
視認距離：400m以上

ビューティー閃光灯　

商品コード 4107-0810-01
マルチバイス

LEDピカピカチューブ　

ソーラーキングミニ　

サイズ
チューブライト:φ22mm×10m　
ソーラーユニット寸法:
162×177×94mm

商品コード 4107-5007-05

その他

LED数:レッド24個
無日照で10日間の使用が可能。
ソーラーユニット1個でチューブ
3本まで接続可能
交互点滅、同時点滅の切り替えが可能

重量 チューブライト：1.8kg
ソーラーユニット：1.0kg

ソーラー
チューブライト
STL-2400

その他 LED：赤6個、マルチ（赤・青緑）2個
重量

サイズ H260×W120×D80mm
商品コード 4107-1201-20

約430g

ソーラーキング輝　

●ソーラー充電池と乾電池の
　ハイブリッド仕様

ソーラー

無日照
約 日15

　

KT-100078-VE

同期
ソーラー

無日照
約 日10

KK-180038-A
KK-180038-A

KT-100078-VE
ソーラー

無日照
約 日14

オリジ
ナル

電池寿命

約 日36

電池式

KT-100078-VE

ソーラー
無日照
約 日10

QRを読み込んで商品紹介動画をチェック！ QRを読み込んで商品紹介動画をチェック！

無日照
約 日14ソーラー

同期無日照
約 日10ソーラー

同期無日照
約 日9ソーラー

同期
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重量

サイズ H1635～3260×W550×D1195mm
収納時：H1635×W550×D825mm

商品コード 4135-3903-10

39.5kg

LED2
灯式スポットライト
（本体）
LB202CC

LED2
灯式スポットライト
（本体）
LB202CC

その他

サイズ H2500×W700×D700mm
商品コード 4135-4500-01

ソーラーパネル、充電BOX、投光器セット
急速充電器、専用フレーム付き

ソーラー
フラッド照明　

その他

その他

商品コード 4135-3601-03（本体）+
4135-6102-01（三脚）

110V、175W、5mコードアース付、
床スタンド式、バイス式もあります

サイズ

商品コード 4136-0501-08
φ20×10ｍ

商品コード 4135-3601-03（本体）+
4135-3601-04（床スタンド）

110V、175W、5mコード
アース付、三脚式

メタルハライドライト　

サイズ Ｌ30m
商品コード 4136-0104-09

その他 100V、15A、3C、コンセント3個

電工ドラム
（防雨型・アースブレーカー付）
NPW-EB33

その他
125V、5Ａ、3C、
コンセント3個
ブレーカー付タイプもあります

電工ドラム（防雨・防塵型）　

その他

重量

サイズ 1,110×500×1,560～2,615mm
商品コード 4135-3900-05

94.5kg
電源：バッテリーランプ
LED：連続点灯時間 最大12時間

LEDリチウム
バッテリー投光機
LB030CC-L-2

その他

重量

サイズ H1335×W900×D1400～2360mm
商品コード 4135-3900-08

38kg
防塵防水性能IP23
連続点灯時間：11時間
充電時間：8時間

LED
フィールドライトEV

その他

重量

サイズ
最小：H1548×W537×D690mm
最大：H2556×W840×D1278mm0cm

商品コード 4135-3900-01（本体）+4135-3900-02（充電器）

61kg
搭載バッテリー：リチウムイオンバッテリー
定格電圧：DC12V
バッテリー容量：100Ah×2　ランプ消費電力：約190W(ファン含む)
連続点灯時間：10時間　照度：150Lux

LEDフィールドライトLEDフィールドライト

その他

重量

サイズ
H2000～4110×W1600×D1550mm
収納時：H1700×W800×D1040mm

商品コード 4135-3903-01（本体）+4135-9103-00（50Hz）

275kg
LEDランプ：300W×4灯
切替スイッチで上部2灯・下部2灯
ON/OFF可能

LED4灯式スポットライト
LS304-GC
LED4灯式スポットライト
LS304-GC

その他
重量

サイズ
サイズ：H2,320～4,420×W1,600×D1,550mm
収納時：H1,675×W800×D1,040mm

商品コード 4135-3900-31（本体）+4135-9101-03（発電機）

本体重量：40kg、ガソリン発電機重量：12.7kg

LEDランプ：300W/200W/100Wの3段階調光

LEDバルーンライト
300W
ガソリン発電機セット
LB030CC+G900is　

LEDバルーンライト
300W
ガソリン発電機セット
LB030CC+G900is　

その他
重量

サイズ
サイズ：H2,320～4,420×W1,600×D1,550mm
収納時：H1,675×W800×D1,040mm

商品コード
4135-3900-21（ディーゼル用本体）+
4135-9103-00（50Hz） or 4135-9103-01（60Hz）

本体重量：105kg、ディーゼル発電機重量：145kg

LEDランプ：800W×1灯

LEDバルーンライト
800W
ディーゼル発電機セット
LB080D+YDG250VS-6E　

LEDバルーンライト
800W
ディーゼル発電機セット
LB080D+YDG250VS-6E　

LEDディスクバルーン　
L300W-AB-50K 
LEDディスクバルーン　
L300W-AB-50K 

その他

サイズ
H2,320～4,420×W1,600×D1,550mm
収納時：H1,675×W800×D1,040mm

商品コード 4135-3900-90

LEDランプ：800W×1灯

LEDバルーンライト
800W  本体
（ガソリン発電機搭載仕様）
LB080GI

LEDバルーンライト
800W  本体
（ガソリン発電機搭載仕様）
LB080GI

その他

重量

サイズ 1,110×1,045×1,560～2,615mm
商品コード 4135-3902-11（本体）+4135-9101-03（発電機）

50.2kg
電圧：AC100V　電流：4.5A
ランプ：メタルハイドロランプ
伸縮3段式（エアブレーキ付）　

ミニバルーンライト
ガソリン発電機付
LB43CLB-3/G900IS　

ミニバルーンライト
ガソリン発電機付
LB43CLB-3/G900IS　

その他

サイズ 2345～4445mm
商品コード 4135-3902-01（本体）+4135-9101-01（発電機）

投光器LB1130FBG、伸縮3段式、手動ウインチ、
電圧：単相100V、電流：11.2A、
ランプ：1000W×1灯、発電機G280iSE(防音タイプ
定格交流出力：2.8kVA、電圧：100V)
電流：2.8A、始動方式：セル式、燃料：無鉛ガソリン

昇降式バルーン
ライトセット
LB1130FBG

その他

重量

サイズ H1,550×W1,600×D2,360～4,460mm

商品コード 4135-3902-21（本体）+4135-9103-00（50Hz）
4135-3902-21（本体）+4135-9103-01（60Hz）

254kg

ランプ：メタルハイドロランプ　伸縮3段式　手動ウインチ、
電圧：ＡＣ100V　電流：11.2A　使用燃料：ディーゼル軽油

バルーンライト
ディーゼル発電機付　

商品コード 4136-0104-10（FW-E33・L30m）
4136-0104-11（FW-E53・L52m）

コードプロテクター　

サイズ

商品コード 4136-0502-05
φ40×4ｍ

コードプロテクター　

重量

サイズ
H2400mm～2930mm（2m単管時）
W700mm　D700mm

商品コード 4135-4501-01

約56kg

LED仮設照明ECO
CL-066S
LED仮設照明ECO
CL-066S

その他

サイズ H1720～3150mm
商品コード 4135-3900-11（本体）+4135-3900-12（三脚）

照明：H331×W386×D330mm
三脚：H1390～2820mm（手動ウィンチ）
300W、電源装置一体型、昼白色、調光機なし
照明ガード・三脚セット、
入力電源：100V、定格光束：28500lm
消費電力：10～344W

重量 8kg

リチウムイオン
バッテリーを
使用した
LEDバルーン

排出量削減
超低騒音・無振動

CB-110022-VE

LED
KT-120042-VE KT-120042-VE

LED

電源事情の悪い現場での
照明に最適で、環境にも
配慮したソーラー式LED照明装置

CB-110043-VE

LED
ソーラー

薄型コンパクトな
ソーラーパネル

LED
ソーラー

LED

道路横断配線防護カバーゴム製

KT-120042-VE

LED

KT-120042-VE

LED
KT-120042-VE

LED

KT-120042-VE

LED
高い照度

長い持続時間
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バリケード
barricade

重量

サイズ H755×W460×D67mm
商品コード 4104 -1106-11

2.4kg

セフティファースト
（安全単管バリケード）

その他 素材：PE製ブロー成型、
　　  3M製高輝度反射シート

重量

サイズ H755×W460×D67mm
商品コード 4104 -1106-12

2.4kg

レディファースト
（安全単管バリケード）

その他 素材：PE製ブロー成型、
　　  3M製高輝度反射シート

なでしこブルー
（安全単管バリケード）

h型　メッキタンカン
バリケード（名古屋仕様）　

A型バリケード用
鋳物ウエイト（メッキ）　

重量

サイズ H755×W460×D67mm
商品コード 4104 -1106-04

2.4kg

その他 素材：PE製ブロー成型、
　　  3M製高輝度反射シート

重量

サイズ Ｈ800×Ｗ1200×D70mm
商品コード 4104-1106-50

約8kg

その他 材質：ポリエチレン
色：レッド×ホワイト

重量

商品コード 4104-1170-02
9.5kg

その他 単管バリケード用重し、
鋳物ドブメッキ製

くまモンのバリケード　

重量

サイズ H740×W480×D52mm
商品コード 4104 -1106-09

約1.7kg（クランプ除く）

シェブロンＧバリケード　

重量

サイズ H795×W450×D52mm
商品コード 4104 -1106-10

約2.2kg

シェブロンアイズ　

重量

サイズ H845×W330mm
商品コード 4104-1202-01

900ｇ その他 ドブメッキ製　クランプ2個付
重量

サイズ H805×W600mm
商品コード 4104 -1002-00

約3.2kg

メッキタンカンバリケード　

その他 ドブメッキ製　クランプ2個付
重量

サイズ H900×W496mm
商品コード 4104 -1002-01

約4kg

その他 材質：超高分子PE
重量

サイズ φ580×830mm 
商品コード 4112-0101-02

6.9kg

東海
限定

色

重量

サイズ H280×Ｗ160×Ｄ81mm
商品コード 4104-1170-10

約4.2kg

ブラック

その他 材質：再生ゴム その他 材質：超高分子PE

ラバーブロック KYブロック
シルバーブロック　

その他 鉄製・電気メッキ仕上げ
※足場での使用は不可

単管パイプ　

重量

サイズ 長さ：4m、直径：φ42mm
商品コード 4139-1001-01

3.1kg

その他 本体パイプ：特殊樹脂
エンドキャップ：特殊樹脂、黒

KYライングリーン　

重量

サイズ 長さ：4m、直径：φ42mm
商品コード 4139-1001-03

3.1kg

その他 本体パイプ：特殊樹脂
エンドキャップ：特殊樹脂、黒

KYラインオレンジ
商品コード

クッションドラム

シェブロン紅白バリケード

重量

サイズ H600×L1000×D440mm
商品コード 4104-3000-03

14kg

その他 満水総重量：75kg
材質：高密度ポリエチレン

KYムーヴロック

とまるくん

その他 表面：ドブメッキ処理
重量

サイズ L495×Ｗ105×H80mm
商品コード 4104-0171-11

5kg

サイズ H800×Ｗ1200ｍｍ
商品コード 4104-0106-01
メッキA型バリケード　

サイズ H900×Ｗ2000×φ50mm
商品コード 4104-2202-03

その他
材質：アルミ合金、材料仕様：アルミ成
型材、表面処理：焼付塗装、ゴム：成型
合成ゴム、本体重量：27.8kg

重量 8.4kg

その他
材質：アルミ、赤反射テープ巻
脚部分：差し込み式、ドブメッキ塗装
角：メッキスチール製角当て付

アルミ公団型バリケード　

重量
18.7kg
満水時：約140kg

サイズ Ｈ550×Ｗ450×L1000mm
商品コード 4104-3000-01 サイズ

展開時寸法：
L1195×W860×H1070mm
収納時寸法：
L1077×W860×H400mm
重量：約27.8kg/材質：アルミ/
表面処理：焼付塗装/ゴム：成型合成ゴム 

商品コード 4112-1300-00
MINIとまるくん

その他
材質：アルミ合金、材料仕様：アルミ成
型材、表面処理：焼付塗装、ゴム：成型
合成ゴム、本体重量：約20kg

サイズ

展開時寸法：
L1040×W664×H894mm
収納時寸法：
L1098×W664×H187mm
重量：約20kg/材質：アルミ/
表面処理：焼付塗装/ゴム：成型合成ゴム

商品コード 4112-1310-00

重量

サイズ H842×W5000×D300mm
H842×W3000×D300mm
609kg、371kg
地域によっては仕様が変わる場合があります。

H鋼ガードレール

サイズ

その他

H775×W8330×D300mm
大型車に約80m分の仮設資材が搭載可能です。

収納式 仮設防護柵

その他



りん光時

反射時

39 40

矢印板
Arrow plate

フェンス
Fence

QRを読み込んで商品紹介動画をチェック！
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その他

重量

サイズ H432×W770×D79mm
商品コード 4106-0103-10

5.0kg（単一形乾電池含まず）
LED数：赤32個、乾電池：単一形×2本
ソーラー・乾電池自動切替機能付き

2WAYアロー

その他

重量

サイズ H450×W900mm
商品コード 4106-0416-13

約8.3kg
プリズム反射+蓄光、赤矢印

プリズム反射蓄光二方向矢印板

その他

重量

サイズ H513×W880×D53（折畳時）mm
商品コード 4106-0406-13

約5.2kg
材質：ポリエチレン、ゴム
板面：アルミ複合板、3Mプリズムイエロー反射

マルチサインボード

その他

サイズ H450×W900mm
商品コード 4106-0404-13

アルミ折畳式、蛍光プリズム高輝度反射シート
（イエローグリーン面、赤矢印）

蛍光高輝度二方向矢印板

その他

重量

サイズ H432×W787×D78mm
商品コード 4106-0104-33

約4.0kg（乾電池別）
超高輝度LED・33個使用、単1電池×2本（別売）
電池寿命約30時間（マンガン）

LEDフラッシュアロー
LY-H33

その他

重量

サイズ H432×W787×D78mm
商品コード 4106-0103-33

約4.8kg
超高輝度LED発光（点滅・流動切り替え可能）
軽量アルミフレーム

ソーラーフラッシュアロー
SLY-H33

その他
サイズ H1800×W1800mm
商品コード

商品コード

商品コード

商品コード 商品コード

商品コード 商品コード 商品コード4104-5013-01 

4104-5513-17

4104-5202-02

4104-5512-17 4104-5202-01
4104-5202-12

ドブメッキ製

メッキ
オールネットフェンス大　

その他
サイズ H1200×W1800mm

4104-5013-02

ドブメッキ製

メッキ
オールネットフェンス中　

その他
サイズ H1800×W1800mm

4104-5113-01

ドブメッキ製

メッキ
ガードフェンス（大）　

その他

その他
サイズ H1200×W1800mm

4104-5112-01

ドブメッキ製

メッキ
ガードフェンス（中）　

重量

サイズ H1800×W1800mm
約20kg
扉スライド式

メッキ
オールネットフェンス　
スライド扉付　

扉付メッキ
オールネットフェンス 900幅

プラフェンス　 プラフェンス用
ジョイント　

重量

サイズ Ｈ87×Ｗ148×L296mm
商品コード 4104-7003-02

約9.5kg

フェンス用鋳物ベース　

その他

商品コード 4104-7201-01
GF用、L=1100mm、
上部・下部金具付
伸縮

メッキ
フェンスサポート　

商品コード 4104-8070-01

フェンスサポート
樹脂フェンス用　 その他

サイズ φ32×L1050～1500mm 伸縮式
商品コード 4104-7201-00

材質：スチール製
表面：ドブメッキ処理
上部：フェンスバンド付
下部：単管クランプ付

メッキフェンス用サポート
（単管クランプ付）　

その他

サイズ φ32×L1050～1500mm 伸縮式
商品コード 4104-7201-07

材質：スチール製
表面：ドブメッキ処理
上部：フェンス固定金具付
下部：単管クランプ付

樹脂フェンス用サポート
（単管クランプ付）　

その他

サイズ H450×W900mm
商品コード

アルミ折畳式、プリズム高輝度反射シート
（赤面、白矢印）

高輝度二方向矢印板
4106-0404-15

サイズ H725×W1750 mm
商品コード

メッシュ目隠しシート
4104-7503-11（安全+第一） 4104-7503-12（草原） 4104-7503-13（都市） 4104-7503-14（トラ）

その他 その他 その他
サイズ H1800×W1800mm

ドブメッキ製

メッキ
デザインフェンス（大）

サイズ H1200×W1800mm
ドブメッキ製

メッキ
デザインフェンス（中）

サイズ H1800×W1800mm
ドブメッキ製

扉付メッキ
オールネットフェンス

サイズ H1800×W900mm
ドブメッキ製その他

重量

サイズ H1180×W1000mm
商品コード 4104-8101-01

緑
プラスチック製その他

サイズ H55×Ｗ102×Ｄ60mm
商品コード 4104-8101-02

プラスチック製その他

商品コード

ソーラー
無日照
約 日10

電池寿命

約 日7
電池式 ●電池不要のソーラー

　バッテリータイプ

KT-100078-VE

ソーラー
無日照
約 日10電池式

QS-170008-A

風抜けの良いメッシュ素材で
フェンスの転倒やシートの破れを防ぐ
安全性の高い目隠しシートです
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Cone / Bar
コーン・バー

RENTAL CATALOG

Plate

GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG

敷　板

商品紹介動画は
コチラ！

Green cross Rental Catalog

重量

その他

サイズ H1219×W2438×t13mm、リブ：t２mm（片面）
39kg
最大積載重量120t

Wボード

サイズ 1000×2000×t15mm
商品コード 4118-0190-00
CPGマット

重量

サイズ H714×W355×D355mm

商品コード 4105-2301-00（本体）

約3.2kg

その他

色 透明 黄反射 青反射赤反射緑反射

材質：透明PVC

まる見えコーン

色

重量

サイズ H714×W355×D355mm
商品コード 4105-3004-01

約3.5kg
赤

その他 材質：PVC、反射部：高輝度反射シート

イベントコーン　 ヘビーコーン　

LEDコーン　

材質

高さ 700mm

PE樹脂

コーンベース　

その他

重量 2.0kg
商品コード 4105-0403-07

ゴム製
サイズ φ34×2000mm

その他 素材：アルミ+反射シート

アルミグリーンバー2m　
商品コード 4105-0507-10

アルミレッドバー2m　
商品コード 4105-0507-00

アルミイエローバー2m　
商品コード 4105-0507-03

アルミブルーバー2m　
商品コード 4105-0504-04

アルミコーンバー2m　
商品コード 4105-0506-99

その他

重量

サイズ H55×Ｗ1000×Ｄ450mm
商品コード 4137-0702-01

19kg
材質：再生ゴム（黒色）、
付属品：連結金具×1
固定用クサビ×2（標準装備）

その他

重量

サイズ 600×1800×t10mm
7kg
点字パネルとゴムパネルの一体型
表面は全面が滑りにくい、ノンスリップ形状

点字マット

4105-2301-00（本体）+
4105-2309-11（リング）+
4105-3005-20（透明カバー）

4105-2301-00（本体）+
4105-2309-12（リング）+
4105-3005-20（透明カバー）

4105-2301-00（本体）+
4105-2309-13（リング）+
4105-3005-20（透明カバー）

4105-2301-00（本体）+
4105-2309-14（リング）+
4105-3005-20（透明カバー）

重量

サイズ Ｈ700×Ｗ360×Ｄ360mm

商品コード

約3.5kg

重量

サイズ 910×1820×ｔ18.5mm
商品コード 5100-0000-02

21kg

BAN BAN　樹脂板　

その他

サイズ W1m×L10m、t3mm
商品コード 4118-0120-10

※縦筋入りと横筋入りがあります。

W1m×L20m、t3mm
4118-0120-20

※縦筋入りのみ。

B山ゴムマット（筋入ゴムマット）　

スロープロード　

サイズ 190ｍｍ幅×2300ｍｍ×t=-10mm
商品コード 4118-0201-01

サイズ 300ｍｍ幅×2300ｍｍ×t=-11mm
商品コード 4118-0202-01

仮設停止ライン　

軽くて丈夫で使いやすい
樹脂製の敷板

サイズ φ600mm×10t×9輪
商品コード 4118-0303-01
ピタリング　

その他
国土交通省NETIS登録、
減速喚起用、合成ゴム製、
橙・緑・赤）、ジョイント付

舗装修繕工事等、
車歩道の段差
解消用シート。

両面にリブ模様がついているため
やわらかい地盤でも滑りにくい設計

再生ゴム
使用

環境に優しい

ゴムの弾力性&表面の
模様でしっかりグリップ！

黄反射リング付 青反射リング付

緑反射リング付 赤反射リング付透明

オリジ
ナル

簡単に設置が
でき、移動が
可能です

九州・関東
限定

九州・関東
限定

単一電池4本使用　※別売り
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Bulletin board

掲示板
RENTAL CATALOG

Construction bulletin board
工事用看板

サイズ H2600×W910×D1195mm
商品コード 4144-2302-00
コンビネーション掲示板表示面を差し込むだけの安全掲示板。

丈夫なスチール脚をもった自立式
オリジ
ナル

その他 材質：本体：アルミ　脚：スチールメッキ仕上げ　脚部分の取り外しが可能

サイズ H1200×W1800mm
商品コード 4144-2301-00
コンパクト掲示板

その他 KYボード（オプション）　材質：アルミ製ブロンズ塗装仕上げ

アルミ製だから軽くて丈夫！
1人でも簡単に組み立てが出来ます。

オリジ
ナル

サイズ H1800×W900m
安全掲示板ユニット その他 アルミ枠、スチールチャンプ

オリジ
ナル

・無災害＋記録表
 （マグネット数字付き）
・月間安全目標、
 週間安全目標

商品コード 4144-2101-01
GC-K1

商品コード 4144-2101-03
GC-K3

商品コード 4144-2101-04
GC-K4

商品コード 4144-2101-05
GC-K5

商品コード 4144-2101-08
GC-K8

商品コード 4144-2101-09
GC-K9

商品コード 4144-2101-02
GC-K2

・玉掛ワイヤロープの
点検 今週 、 今月 の
マグネット（2種類）
カラーマグネット
 （青・黄・赤・緑）付

・玉掛ワイヤロープの
点検 今週 、 今月 の
マグネット（2種類）
カラーマグネット
 （青・黄・赤・緑）付

風太郎
サイズ H1400mm×W275mm

その他
穴あけパンチング加工
3M蛍光高輝度プリズム反射板
ガルバニウム鉄枠

東北
限定

オリジ
ナル

商品コード 4102-1308-05

商品コード 4103-1000-01 + 4102-2308-0

蛍光イエロープリズム看板
サイズ H1400×W275mm

1195910

2
6
0
0

横からスライドさせてセットします。

令和
令和

ま ず 分 別 !
建設廃棄物（副産物）の３つの特性
１．建設廃棄物の発生は大量ではあるが、
　 大部分が安全。
２．その多くは資材として再利用が可能。
３．混ぜれば「ゴミ」、分ければ「資源」

建設廃棄物（副産物）の分別表示と品目

不用木製型枠材、
不用造作・建具材、
木製梱包材など

鉄筋くず、金属加工くず、ボルト類、
スチールサッシ、アルミサッシ、電線、
メタルフォーム、電線くずなど

大工建具工事等の小片木くず、包装紙、
壁紙、雑誌、新聞紙、布きれ、ウェス、
軍手など

食事の残骸及び弁当がらなど

モルタルくず、レンガくず、ガラスくず、
プラスターボードくず、グラスウール、
コーキングくず、ビニールパイプ、
ビニールシート、発泡スチロールなど

玉掛ワイヤーロープの点検

作 業 主 任 者 一 覧 表

有 資 格 者 一 覧 表

資 格 名 会 社 名 氏 　 名

資 格 名 会 社 名 氏 　 名

建設用クレーンの標準合図法

月 間 安 全 目 標

週 間 安 全 目 標

安 全 当 番
会
社
名

氏

　名

会
社
名

氏

　名

有資格者一覧表

お 知 ら せ

資 格 名 会 社 名 氏 　 名

安全施工サイクル

今週の作業工程日 曜

月

火

水

木

金

土

日

平 面 図

玉 掛

本日の主な作業

FUT-00
4102-4000-01

+
4105-2309-11

FUT-01
4102-4001-01

+
4105-2309-11

 FUT-02
4102-4002-01

+
4105-2309-11

FUT-03
4102-4003-01

+
4105-2309-11

 FUT-04
4102-4004-01

+
4105-2309-11

FUT-05
4102-4005-01

+
4105-2309-11

FUT-06
4102-4006-01

+
4105-2309-11

 FUT-09
4102-4009-01

+
4105-2309-11

FUT-10
4102-4010-01

+
4105-2309-11

FUT-11
4102-4011-01

+
4105-2309-11

FUT-11-50
4102-4011-11

+
4105-2309-11

FUT-11-100
4102-4011-21

+
4105-2309-11

 FUT-11-200
4102-4011-31

+
4105-2309-11

 FUT-11-300
4102-4011-41

+
4105-2309-11

 FUT-14
4102-4014-01

+
4105-2309-11

 FUT-18
4102-4018-01

+
4105-2309-11

FUT-19
4102-4019-01

+
4105-2309-11

FUT-21
4102-4021-01

+
4105-2309-11

FUT-22
4102-4022-01

+
4105-2309-11

FUT-26
4102-4026-01

+
4105-2309-11

FUT-29
4102-4029-01

+
4105-2309-11

FUT-30
4102-4030-01

+
4105-2309-11

FUT-34
4102-4034-01

+
4105-2309-11

FUT-46
4102-4046-01

+
4105-2309-11

FUT-47
4102-4047-01

+
4105-2309-11

 FUT-51
4102-4051-01

+
4105-2309-11

KT-160001-A

ハーフ275 鉄枠

HKK-1 HKK-2 HKK-5 HKK-6 HKK-9 HKK-10 HKK-11 HKK-14 HKK-21 HKK-22 HKK-26 HKK-30 HKK-34

ハーフ275 ブロー看板枠

HKK-1 HKK-2 HKK-5 HKK-6 HKK-9 HKK-10 HKK-11 HKK-14 HKK-21 HKK-22  HKK-26 HKK-30 HKK-34
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工事用看板
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品番 KYSL-1

品番 KSL-1

品番 KKSL-1

○○ｍ工事予告
品番 KYSL-2

品番 KSL-2

品番 KKSL-2

速度落とせ
品番 KYSL-3

品番 KSL-3

品番 KKSL-3

車線減（右矢）
品番 KYSL-4

品番 KSL-4

品番 KKSL-4

車線減（左矢）
品番 KYSL-5

品番 KSL-5

品番 KKSL-5

片側交互

品番 KYSL-9

品番 KSL-9

品番 KKSL-9

工事区間終り
品番 KYSL-10

品番 KSL-10

品番 KKSL-10

工事中
品番 KYSL-11

品番 KSL-11

品番 KKSL-11

徐行
品番 KYSL-13

品番 KSL-13

品番 KKSL-13

お願い
品番 KYSL-14

品番 KSL-14

品番 KKSL-14

車線減（両矢）

品番 KYSL-6

品番 KSL-6

品番 KKSL-6

段差注意
品番 KYSL-7

品番 KSL-7

品番 KKSL-7

停止位置
品番 KYSL-8

品番 KSL-8

品番 KKSL-8

歩行者通路

品番 WKSL-5
片側交互

品番 WKSL-15
車線減少

品番 WKSL-6
段差注意

品番 WKSL-7
停止位置

品番 WKSL-8
歩行者通路

品番 WKSL-10
工事区間

品番 WKSL-11
徐行

品番 WKSL-12
工事中

品番 WKSL-13
お願い

サイズ H1400mm×W550mm

商品コード 4102-1308-05

蛍光イエロープリズム高輝度工事看板
KYSL

サイズ H1400mm×W550mm

オレンジ高輝度工事看板
KSL

サイズ H1400mm×W550mm

蛍光オレンジプリズム高輝度工事看板
KKSL

サイズ H1400mm×W550mm

プリズム高輝度工事用立看板
その他

重量

サイズ Ｗ106mm×L510×H56mm
商品コード 4103-5001-10

約9.5kg
材質：鋳物ドブメッキ
鉄枠用ウエイト

ヘビーウエイト

サイズ 鉄枠550～800ｍｍ用
商品コード 4103-5002-01

サインスタンド
（スライドタイプ）

その他

重量

サイズ H154×W490mm
商品コード 4103-5022-01

2.1kg
LED:白×4灯/2灯切替　動作：点灯または点滅　充電時間：約10時間
最大80時間連続使用可能(点灯/エコモード時)

モーションECOライト Ｗ/Ｇ
人感センサー付照明 LE-K100W

その他

重量

サイズ H110×Ｗ280mm
商品コード 4103-5022-02

1.6kg
LED:白×2灯　動作：点灯または点滅　充電時間：約10時間
最大80時間連続使用可能(点灯/エコモード時)

モーションECOライトスリム　
LE-K50W

重量 約1.5kg
商品コード 4103-5002-10

その他

鉄枠（□25・□19mm）
の看板に使用可能
材質：角鋼管製、
クロメイトメッキ仕上げ

商品コード

4103-5002-02（GRS-550）
　鉄枠550～900ｍｍ用
4103-5002-03
　鉄枠275～360ｍｍ用

商品コード 4103-5002-05

支柱用
GRサインスタンド幅狭

サイズ L1050～1500mm
商品コード 4103-5002-04

GRサインスタンド
補助サポート　

その他
材質：鉄
取付部：電気亜鉛メッキ
主柱部：亜鉛ドブメッキ

GRサインスタンド

その他 ガードレール、
ガードパイプ取付用

その他

鉄枠275幅用（旧タイプ/
スリムタイプ兼用）
適応支柱径：φ114mm
クロメートメッキ仕上げ

GR用親子バンド φ114.3×φ48.6用

重量 約3.4kg
商品コード 4103-1000-05
ブロー看板用単管取付金具(上下セット)

その他
2個/セット　材質：スチールドブメッキ仕上げ
単管φ48.6×ガードレール支柱φ114.3用

その他
ブロー看板枠用　材質：スチール電気メッキ仕上げ
上下挟みこみタイプ

※ブロー看板、単管は別売

人感センサーでエコモード・パワーモードを自動切替します。

QS-150020-VE
ソーラー

無日照
約 日3

QS-150020-VE
ソーラー

無日照
約 日3

オリジ
ナル

看板の夜間照明灯に。
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RENTAL CATALOG

Temporary enclosure
仮囲い

Temporary enclosure
仮囲い

コーナー用調整用平面用

Gate
ゲート

Green cross Rental Catalog

RENTAL CATALOG RENTAL CATALOG

GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG

重量

サイズ Ｈ2000×W740mm
商品コード 4104-4000-01

23.9kg

プラットウォールドア
EXワイド
19-00081

重量サイズ
H3000×W500
H2000×W500

17.1kg
11.4kg

NKタウンキャンバス

高さ

幅

商品コード

重量

600mm（630mm）
4104-4001-01

2,000mm

5.2kg（5.4kg）

600mm（630mm）
4104-4001-03

3,000mm

7.8kg（8.1kg）

600mm（630mm）
4104-4001-04

4,500mm

11.7kg（12.2kg）

重量

サイズ H1000×W990×D80mm
約50kg
書き換えは、有線LAN（無線LANはオプション）
SDカード

LED 多目的表示機

オートロック機能付の暗証番号
タイプです。

①アドフラットは取付方法が簡単
なので、一人で設置すること
が出来、作業効率が大幅にアッ
プします。
②出荷段階で焼付け塗装済みで
あるため、現場塗装の手間が
省け、コストパフォーマンスに
も優れています。
③白く焼き付け塗装された表面
は、錆びないことはもちろん、
高圧洗浄をかけても剥がれる
ことがありません。長期間の
使用の際にも、再塗装するこ
となくその美しさを保つことが
できます。

工事現場と街を
調和させる
フラットタイプの
仮囲いパネル

ホワイト

プラットウォール2000 / 3000 / 4500

プラットウォール【PVC（ポリ塩化ビニル）製フラットパネル】は、現場の作業性からコスト面まで考慮した新しい
フラットパネル。6つの大きな特性を生かし、建設現場の「安心」・「安全」・「美観」を追求いたします。

専用に開発された
デザインなので、
プラットウォールとの
相性も抜群。

工事現場と周辺環境の
架け橋に！

NKタウンキャンパス１型がベースになり、各種加工します

その他

平面用
重量サイズ

H3000×W495
H2000×W495

17.1kg
11.4kg

調整用
重量サイズ

H3000×W470
H2000×W470

17.1kg
11.4kg

コーナー用

警察・消防・労基署との連携で、イン
フォメーションボードからメッセー
ジを流すことにより、地域貢献や現
場から周辺環境へのイメージアッ
プに大変効果的です。
周辺住民の方々へ環境対策取り組
みのＰＲにもいかがでしょうか。

重量

サイズ H4500×W3700～15400mm（14種類）
380kg～960kg

自動ecoパネルゲート
パネルゲート

法面2号
ユニバーサルユニット自在階段　

その他

サイズ 踏板幅530mm、踏台200mm
アルミ合金製による軽量設計により、傾斜地での設置・解体作業の負担が軽減
法面の安全昇降に最適

クリフステアー（法面用昇降階段）

サイズ

商品コード 4153-1012-40
品番 EXG-1230

H1.3×W4.0m
(収納幅400mm)

15kg

4153-1012-50
EXG-1250

H1.3×W6.0m
(収納幅550mm)

20kg

4153-1018-50
EXG-1840J

H1.9×W4.5m
(収納幅550mm)

25kg

4153-1018-70
EXG-1860J

H1.9×W7.0m 
(収納幅700mm)

35kg

アルミゲート（傾斜対応）

重量

サイズ

商品コード 4153-2020-36
品番 AXG-2036

H2.1×W3.6m

65kg

4153-2020-45
AXG-2045

H2.1×W4.5m

79kg

4153-2020-54
AXG-2054

H2.1×W5.4m

92kg

4153-2020-63
AXG-2063

H2.1×W6.3m

106kg

アルミキャスター・クロスゲート

重量

600
（630）

防音性 防音シート以上の高い防音性があり、現場
作用時に発生する騒音対策に効果を発揮

軽量 鋼製仮囲いに比べて重さ63％軽減

剛性 荷重試験において、300kgfの荷重を加えても
専用クランプが外れることがなく、耐風圧を実現

作業性 はさんで留めるクリップ式なので作業効率が
格段にアップ

加工性 カッターナイフで現場での加工が可能

経済性 大幅な軽量化によりトラックへの積載量が
アップし、運送コストの削減が可能

丈夫な鋼板素材の仮囲い「アドフラット」

■設置事例

■ 法面角度20度～75度の軽作業～
　中作業に最適！幅広タイプ、法面据置き
　設置型。

■ 本体：1.2m（自重15kg）・2m（22.5kg）・
　3m（28.5kg）の3種類を用意。

■ 許容荷重（中央集中荷重）：250kg。

■ アルミ合金製の為、軽量で持ち運びが容易です。

■ ユニットになっていますので、従来の単管+クランプのパイプステップに比べる
　と組み立て・解体・盛替えが格段に簡単にできます。

■ 踏み面は常に水平となり、手すりも付いていますので安心して作業や移動が
　できます。

■ 自動開閉装置　標準
■ パネル（全面タイプor上部メッシュタイプ）
■ 高さ4.5m（染下4,275mm）大型車両の出入が可能
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足場用品
Scaffold goods

RENTAL CATALOG

Net
ネット

Green cross Rental Catalog

GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG

その他

重量

サイズ H185×W148×D67mm
商品コード 4122-4102-02

1.45kg
アラミド繊維芯入りテトロン繊維製
ストラップ
幅17mm  厚さ1.8mm  4.76mm 
ワイヤーロープ　6.0m
最大荷重：120kg

マイブロック
MY-6H

防音シート

塗装シート

採光防音シート

その他

重量

サイズ H254×W224×D108mm
商品コード 4122-4108-12

5.9kg
直径4.76mm 
ワイヤーロープ　12.0m
最大荷重：130kg

マイブロック
HD-12

その他

重量

サイズ H254×W224×D108mm
商品コード 4122-4108-15

6.2kg
直径4.76mm
ワイヤーロープ　15.0m
最大荷重：130kg

安全タフブロック 15m
HD-15

解体・改築・建設等・各種工事現場の騒音を軽減します。

外部への塗料等の飛び散りを防ぎ、主に改修工事等で使用します。 現場内に自然光を取り込みやすい改修工事用シートです。

従来品に比べ、透過性が高いため、視認性優れ作業性・防犯性を向上
させます。また、建物の内側から外を見た時の圧迫感も軽減します。

防炎加工を施した塩化ビニール樹脂のシートです。
防水性にも優れ、様々な用途の養生に使用できます。

解体・改築・建設等・各種工事現場の騒音を自然光を
取り入れながら軽減します。

規格サイズ（m）

1.8×3.4

1.5×3.4

1.2×3.4

0.9×3.4

0.6×3.4

1.82×5.1

1.8×5.1

1.5×5.1

1.2×5.1

0.9×5.1

0.6×5.1

1.5

1.5

1.2

1.0

0.7

0.5

1.8×3.4 9.8

9.8

8.2

6.6

5.0

3.4

重量(kg)

垂直養生ネット

親綱（緊張器付き）

資材の飛来落下の危険性を回避する為の垂直養生ネットです。
ショックに強い高強力糸を使用しています。

作業者の転落をしっかり防ぎます。

規格サイズ(m)

1×10

4×12

6×6

6×10

6×12

3.3

10.8

8.0

13.0

15.7

重量(kg)

規格サイズ（m） 重量(kg)

白メッシュシート2類

1820×10200

1520×10200

1210×10200

910×10200

610×10200

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

サイズ(ｍｍ) 重量(kg)

高さ10200mmタイプ･塗装シート2類(白)

1820×5100

1520×5100

1210×5100

910×5100

610×5100

1.4

1.2

0.9

0.7

0.5

サイズ(ｍｍ) 重量(kg)

高さ5100mmタイプ･透過メッシュシート2類(白)

安全ネット

0.5×6

1×6

2×6

3×6

4×6

4×7

5×5

2.8

3.3

5.0

7.0

8.6

9.8

9.2

規格サイズ(m) 重量(kg) 6×6

6×12

7×7

8×8

5×10

7×10

8×10

10×10

12.5

25.0

18.3

23.0

17.7

25.2

26.1

35.0

規格サイズ(m) 重量(kg)

透過メッシュシート2類

1820×5100

1520×5100

1210×5100

910×5100

610×5100

1.4

1.2

0.9

0.7

0.5

サイズ(ｍｍ) 重量(kg)

H5100タイプ

防炎シート

1.82×5.1

1.8×5.1

1.5×5.1

1.2×5.1

0.9×5.1

0.6×5.1

インチサイズ

メーターサイズ

メーターサイズ

3.5

3.5

2.9

2.3

1.8

1.2

規格サイズ(m) 重量(kg)項　目

防炎加工を施した塩化ビニール樹脂のシートです。
防水性にも優れ、様々な用途の養生に使用できます。

人体、資材の落下の危険性を回避する為の安全ネットです。
ショックに強い高強糸を使用しています。

養生メッシュシート

1.82×5.1

1.8×5.1

1.5×5.1

1.2×5.1

0.9×5.1

0.6×5.1

インチサイズ

メーターサイズ

インチサイズ

メーターサイズ

5.0

5.0

4.3

3.4

2.6

1.8

5.5
-

4.6

3.6

2.7

1.8

規格サイズ(m) 
重量(kg)

グレー ブルー
項　目

1800×5400

1500×5400

1200×5400

900×5400

600×5400

1.5

1.2

1.0

0.7

0.5

サイズ(ｍｍ) 重量(kg)

H5400タイプ

規格サイズ（m） 重量(kg)

※1.8×5.1サイズは関西地区限定商品となります。

1.親網取付・緊張・解放の一連の操作が
　とても簡単です。
2.連結部分がスイペルのため、フックが
　自在に回転し、操作性が優れています。

3.緊張時ロープが緊張して張れ、
　たるみません。

4.ステンレス製のため錆びにくく、
　しかも軽量で扱いやすいです。

特　徴
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厳しい耐震基準をクリア
建築確認申請完全対応

※地域によっては取扱いがなく、別の商品となる場合があります

柱は150×100mmの鋼材を採用し、日本一厳しい静岡県
の耐震基準を標準仕様でクリアしています。
柱4本で支える構造のため、耐力壁や筋交いが必要なく、無
柱空間を実現。建築確認申請を取得する本建築への対応も
可能です。

仮設のスピードと本設の美しさを1つに。
さまざまな規模・用途をワンフレームの空間で。

MOBILE SPACE ＭＳ-1

豊富なオプションと
建築確認申請に対応した
レンタル用モバイルスペース

エアコン・LED照明・床カーペット・
ブラインドが完備。

※地域によっては取扱いがなく、別の商品となる場合があります

建設現場事務所やイベント施設、住宅販売事務所、建て替え
中の仮店舗、仮設校舎など、使用期間が決まっている方に最
適な製品です。建築確認申請も取得可能で、施工の早さと頑
丈な構造体が特長。さらに、施工時の安全性と利用時の快適
性に徹底的にこだわりました。折りたたまれた状態で運ばれ
てくるユニットハウスを、わずか１日で積み木のように組み立
て、使用完了後の撤去作業も同様にスピーディに解体しま
す。すぐに必要、工事期間がほとんど無いなどの特殊な条件
でも、ご相談ください。

蓄電池が格納されているBOXはベンチとして利用できま
す。既存施設へのソーラーシステムの施工も承ります。
お気軽にお問い合わせください。

MOBILE SPACE CT-J

ソーラーシステムハウス スタンダードタイプ

バイオ（微生物）の働きで
排泄物を分解する汲み取り不要の
トイレシステム

道路交通法を遵守した小型軽量で
エコノミーな車載トイレ

※地域によっては取扱いがなく、別の商品となる場合があります

※荷台高さが700mm未満の軽トラックで走行時車高（荷高）は2500mm以下になります。
※地域によっては取扱いがなく、別の商品となる場合があります

ミカサのバイオトイレは、処理槽を2階層にすることで固液
分離を実現。従来型よりも更に高い処理能力を備えていま
す。人間の排泄物は主に水分です。バイオトイレは、その水分
を杉チップなどの媒体に吸着させ、ヒーターで温度管理しな
がら処理槽内を撹拌、酸素を取り込みながら微生物を活性化
させます。活性化した微生物は少量の固形物を水と二酸化
炭素に分解、水分は蒸発処理します。

納入実績も多く安心して使って頂けるポリエチレン製トイレ
GXを車載用トイレとして改良しました。
軽トラックの荷台に積んだまま使用することを前提に開発さ
れた仮設トイレで、道路工事など工事する場所が逐次変わる
現場に最適です。
移動時は簡単に軽トラックの高さ制限にあわせて屋根を低く
することができますので、道路交通法に違反しません。

バイオ分解式トイレ バイオミカレット®

車載トイレ のせるくん

「女性が安心して
  現場のトイレを使えない」

※地域によっては取扱いがなく、別の商品となる場合があります

原因の一つはトイレの男女共用でした。フラワートイレは現
場に女性用のトイレを設置することで、そしてそれをアピー
ルすることでこの不満に応えます。外観をピンクにすること
で他のトイレとの区別が明確になりました。設備に関しても
女性の意見を取り入れ、女性専用トイレとしての機能を充実
させています。

フラワートイレは「けんせつ小町が働き
やすい現場環境整備マニュアル」に準拠
しています。

フラワートイレ

し尿混入 微生物の活性化

水分の蒸発促進 分解

建築・土木工事の仮設事務所のほかにさまざまな
用途でご利用できます

● 災害時・緊急時の拠点基地や避難場所
● 工事の仮設事務所
● イベント・会合の仮設事務所
● 山小屋・海の家
● 農業、林業、漁業などの休憩所・待合所
● 子供部屋・趣味の部屋 など

GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG

Green cross Rental Catalog

WLX シリーズLX シリーズ
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計測測量機器
Measuring surveying instruments Measuring surveying instruments

計測測量機器

GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG

Green cross Rental Catalog

RENTAL CATALOG RENTAL CATALOG

レーザー光を面状に商社することでバリアを作り、そのバリアに侵入する物体を検知してオペレー
ターへ警報通知を行うシステムです。当システムは検知範囲を自由に設定できます。

レーザーバリア警報監視システム LMS511
レーザースキャンの原理による屋外用レーザー測定システムNETIS登録番号KT-130018-VE

作業員装着警報感知システム みはり組
環境の影響を受けにくい近赤外線を使用し、配線も少なく簡単にご利用いただけます。

■システム構成図

■ecoMo system 各種

■システム構成図

河川堤防工事におけるエコモシステム

現場地点での増水前に退避などの対策をとるための遠方監視と遠方回転灯を
活用した安全管理の事例です。

監視カメラ
濁度・pH計測
システム

水位計測システム 雨量計測システム

風速計測システム 騒音計測システム

※掲載写真ではソーラーパネルを使用して電源供給を行っておりますが、
　弊社ではAC電源（100V）を推奨しております。詳しくはお問い合わせください。

他にも、粉塵計測システム
熱中症対策管理
緊急地震速報計測システム
をご用意しております。

照射距離：最大80m　照射角度：最大190°
地面に対し鉛直にバリアを張ることにより、クレーンやバックホウのブームが旋回時に施工区域を超えることを防げ
ます。また、ブームが電線などの架空線に接触することを防ぐ場合はバリアを地面に対し、並行に張ることにより可
能です（LMS511一台で2面のバリアを張ることはできません）。
オプションで無線警報器や時計型警報機（シルウォッチ）を使用することにより、重機のオペレーターや離れた場所
にいる現場管理者へ警報を知らせることが可能です。

土木・建築現場で使用する重機の危険作業エリアに作業員が接近した場合、オペ
レーター及び作業員双方に警報で危険を促し、事故を未然に防止する安全補助
システムです。

重機と作業員に小型の超音波装置を装着し、相互に通信を行うことにより周囲の構造物や
地面からの反射波に惑わされることなく設定エリア内の作業員を検出します。
短い波長の空中音波を活用し、再現性の高い距離制度及び適切な検知幅が得られます。
ほとんどの重機に適用できます。

重機用作業員接近検知・警報装置 トラぽん太 UM-300G2（S/D型）
超音波トランスポンダ（応答通信）式の重機用作業員接近検知・警報装置

用 途
線路サイドの作業

往来線サイドの作業

上部に送電線のある現場

変電所、開閉所

特に効果の高い適用範囲
関係者が遠隔地に駐在しており、現場確認に
時間がかかる場所

多数の計測が集中している現場

安全確保の為、常時計測が必要な現場

みはり組は、重機の危険範囲内の作業員に、音と振動で危険を知らせる警報補助
装置です。雨や広い場所での強風、他の重機のノイズ等の悪条件に作用されにく
い近赤外線を使用！作業員の安全確保はもちろん、作業員に簡単に使ってもらえ
るシステムです。

みはりセンサーには赤外線を採用　　　重機にあわせた感知距離設定
各装置には充電式を採用
簡単設置！ケースから取り出して1分でスタンバイ。重機最後部の中央にみはりセンサーと
運転席にオペレーター用ブザーをマグネットで取り付け。

バックモニターシステム Fine Eyes Monitor
運転席から確実な後方安全確認！NETIS登録番号KT-130015-A

作業車後方にカメラ、運転席にモニターを設置することにより、作業中でも作業員は視線を大
きく動かすことなく後方の安全確認を確実に行うことが可能になります。また、防滴仕様モニ
ターもありますので作業環境により選べるようになりました！
※通常は防滴仕様ではありません。防滴仕様をご希望の場合は、別途ご相談ください。

クイック取り付け。
防塵、防震性に優れた建設機械専用設計。
高感度CCDと高品質映像処理回路を搭載し、夜でもくっきりと表示が可能です。
低反射7型ワイドモニターを採用し、後方の安全を確実に確認いただけます。

エコモシステム ecoMo system
安全対策・環境対策・品質管理を自動化！NETIS登録番号HK-110023-VE

現場ニーズに応じた計測器やセンサーを設置して、現場の様々
な状況をリアルタイムで計測し、安全対策・環境対策・品質管理
の自動化を行うシステムです。計測データは遠隔地からWEB上
で監視し、データ収集を行い、同時に警告などの制御ができま
す。

エコモシステムはただ計測するだけではなく、計測したデータを
もとに現場作業の危険予知を想定し、リアルタイム計測によっ
て、危険時には作業の中断を促すなどの警告を行います。

データを自動記録
フィールドアイ画像の保存や計測値の平均値計算も自動で行います。
いつでもどこからでも監視可能
WEB上でフィールドアイの遠隔操作も可能です。
閾値を超えた場合の警告を自動的にリアルタイムで行います。

事 例
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Measuring surveying instruments Measuring surveying instruments

計測測量機器 計測測量機器
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次世代携帯電話網を利用した遠隔監視システムです。建設現場など
に置くだけで瞬時に進捗確認・録画・メール通報など、目的にあった使
用ができます。そのほか、不法投棄・災害監視・イベントのライブ中継
など、様々なシーンでご使用いただけるシステムです。

モニタリングミックス モニタくん
移動式ネットワークカメラ。プリセット登録機能で自動巡回が可能！NETIS登録番号QS-110023-VE

工事不要：置くだけで3分以内に画像配信
遠隔操作で、動画や画像検索・制御
プリセット登録機能：カメラの確度巡回場所を２０箇所まで登録可能。
省エネ&特殊断熱ハウジング（実用新案登録 第3161388号）

モバイルカード（3G）NTTドコモ、au、em、KDDI、WiMAX
ブロードバンド（光・ケーブルTV）
2台目カメラ、設定ポート
遠隔操作I/O制御
センサー入力

防犯対策
「人感センサー」と組み合わせることで、12m間の人の出入りを感知して、自動的
に写真を撮影するオプションを導入することができます。

建設現場の進捗確認、施工品質公開
現場情報のリアルタイム情報共有化で、進捗確認・品質評価制度の優位性向上、
建設現場の品質表示、盗難対策録画及びメール、施主サービスおよび営業の差
別化に活躍。複数台のミックスも有線・無線で接続可能です。

休日や夜間の管理が遠隔監視で一安心
カラーナイトビューモード搭載で、暗い場所でも被写体のカラー画像を表示する
ことができます。

用 途

オールインワン

カラーナイトビューモード

メーカー

近赤外線ビーム遮断方式（反射型）センサーです。
マンションや工場、ビル等の出入口の人や車の出
入りを検知することができます。

車両の高さ制限に
センサー間のケーブルが不要のため、配線工事はセンサーとパトライトのみです。
車両出庫時における周囲に注意を報知
センサーを2セット使用し、車両の出庫を検知。片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場
所でも使用できます。

駐車場リフレクタセンサー PR-11BE
屋外・屋内どちらにも取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー

GEセンシング&インスペクション・テクノロジー

載台部寸法（mm）

PAD外形寸法
秤量
最小単位

総合精度

安全過荷量
重量

電源

W700×D500×
H33

W900×D500×
H33

W900×D500×
H34

W917×D730×H58ｍｍ
10t（1PADあたり） ※6軸まで軽量可能
10kg
静止計量型：±0.1%
通過軽量型：±3～5%（時速10km以下）

秤量の150%
24.3kg（1PADあたり）
PAD：再充電式リチウムポリマーバッテリー
表示機：再充電式鉛バッテリー

700mmPAD
（TJTRF-10）

900mmPAD
（TJTRF-10L）

900mmPAD
（TJRFW2-10L）

※センサー・リフレクター間の距離（警戒距離）は必ず仕様の範囲内でご使用ください。

架空線等接近警報システム
架空線等による損害事故を防ぎます！音と光でリアルタイムに危険察知！

本システムは、作業中のオペレーターにバックホウのブー
ムが上空の障害物（電線・信号機）に接近したことを「ブザー
音」と「光」で警報する安全補助装置です。事前に設定した
危険な高さまでブームが上昇すると、その傾きをセンサー
が検知してオペレーターに通報し、事故を未然に防ぎます。

絶対角度で検出：機体とブームの傾きではなく、水平面からの傾き
を検出することにより、路面の傾きによる影響を少なくしています。
設定しやすい：警戒角度はコントローラの角度設定ボリュームで自
由に設定できます。
簡単に取り付け：充電池で動作するので、面倒な電線取り出し作業
がなく、現場にて短時間で機体に取り付けることができます。

工事現場などに設置し、騒音・振動レベル2種類を同時に表示し、設定値
を超えた場合に警報を動作させる装置です。EB-01は自社で開発した
システムですので、メール警報やケーブル長など、お客様のご要望にあ
わせて自由にカスタマイズ可能です。ぜひご要望をお申し付けください。

騒音振動表示装置 EB01
工事現場などに設置し、騒音・振動レベル2種類を同時に表示。表示器の高輝度バージョンを追加しました！

日差しが強い日でも鮮明に見える高輝度バー
ジョン表示機もご用意しております。

無線式車輌重量計 TJTRF-10／TJTRF-10L／TJRFW2-10L
超薄型33mm・画期的高精度・軽量ワイドタイプの無線式ロードメーター

配線不要の無線式。ケーブル破損の心配も不要。
無線化により準備時間を大幅に短縮、たったの5分。
暑さ33mmの超薄型採用により、水平に近い状態
での高精度な計量が実現。
持ち運びに便利なポータブル表示機付。

通過するだけで計量、作業時間を
短縮。

700mmPAD・900mmPAD
から選択可能。

車両
重量

メーカー

新コスモス電機

デジタル酸素濃度計 XO-326Ⅱ（A）
酸素濃度のリアルタイム監視に。投げ込み式で応答速度が早い！

酸素

検知対象ガス
検知範囲（サービスレンジ）
指示精度
警報設定値
防爆構造
使用温湿度範囲
センサー標準ケーブル
オプション

酸素
0～25.0vol%（25.1～40.0vol%）
±0.5vol%以内
1段目：19.5vol%　2弾目：18.0vol%
Exia Ⅱ BT3（本質安全防爆装置）※レザーケース装着の場合
－10～+40℃、30～85%RH以下（ただし、結露なきこと）
5m（本体巻取式）
センサー延長ケーブル（5m）

表示機

メーカー 理研計器

ポケッタブルマルチガスモニター GX-2009
可燃性ガス（メタン／CH4）、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示

酸素硫化
水素

一酸化
炭素

可燃性
ガス

検知対象ガス

ガス採気方式

警報の種類

防爆性

可燃性ガス（CH₄） 一酸化炭素（CO） 硫化水素（H₂S） 酸素（O₂）

0～100%LEL
（1%LEL）

拡散式 ※標準付属のポンプユニットを使用することで吸引式にもできます。

ガス警報（2段警報、STEL、TWA、OVER警報）
故障警報（センサ接続・断線、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常）

本質安全防爆構造

0～150ppm
（1ppm）

0～30.0ppm
（0.1ppm）

0～25.0vol%
（0.1vol%）

151～550ppm 25.1～40.0vol%

検
知
範
囲

基準レンジ（1デジット）

サービスレンジ
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事務用品
office supplies

その他

色

サイズ φ470×H645mm
商品コード 4129-0401-05

白

静電粉体塗装

パーク型くず入　

その他

サイズ φ48.6、L=5ｍ
商品コード 4129-0111-21

アルミ製、
3本繋ぎボルト止

フラッグポール（本体のみ）

その他

サイズ H640×W880×D740mm
商品コード 4130-0101-01

吸殻入缶以外は別売

クリーンカート　

その他

サイズ H740×W450×D490mm
商品コード 4130-0102-01

清掃用具収納スタンド
ほうき・ちりとりは別売

クリーンスタンド　

その他

重量 3.1kg

電源：リチウムバッテリ10本（タイプ123A）
波形：定電流二相式波形（RBW波形）
付属品
　AED本体、成人用パット CPR-D-padz、リチウムバッテリー 10本パック
　ソフトケース、救急セット

サイズ 133×241×292mm
商品コード 4134-0510-01
ZOLL AED Plus　標準セット　

その他

重量

サイズ φ127×H460mm
商品コード 4131-0104-03

4.1kg（消火剤：3.0kg）

消火剤：ABC粉末

アルミ製蓄圧式消火器
アルテシモ　

その他

サイズ H640×W236×D165mm
商品コード 4131-0301-01

4型10型1本用

消火器ボックス
MF-10

その他

サイズ H640×W460×D165mm
商品コード 4131-0301-02

4型3本用、10型2本用

消火器ボックス
MB-2

目の前の命を救うために・・・
　　　　　　フル・レスキューAED

●誰でも適切な深さ・速さで胸骨圧迫が出来るサポート機能
●一体型電極パッズ構造により、位置を迷わずにスムーズな装着が可能

心停止傷病者を蘇生し、突然死から救う為には、目撃者自ら迅速な除細動と適正な胸骨
圧迫を施すことが必要です。
ZOLL AED Plusは、この療法の蘇生処置をサポートするフル・レスキューAEDです。

■AEDの機能とは？
　AEDは、心室細動など心臓が痙攣し、血液を送り出すポンプ機能を失った状態（心停止）の傷病者
に対して、心電図の測定・改正を行い、必要に応じて電気ショックを与え、心臓を正常なリズムに戻
すための医療機器です。

■蘇生処置には胸骨圧迫の実施が不可欠です。
　機能を停止している心臓を外部から圧迫することで、そのポンプ機能をサポートし、血液を脳や心
筋などに送り出すのが、胸骨圧迫です。適正な胸骨圧迫により、後遺症の抑制や、心静止（心臓の完
全静止）の回避などを図ることができます。進呈し傷病者のうち、AEDによる電気ショックの適応割
合は50％以下と言われていますが、胸骨圧迫は、100％の心停止傷病者に対して必要です。

■適正な胸骨圧迫により、生存率が2倍以上向上します。
　胸骨圧迫の実施により、以下のグラフの通り生存率の低下を4％/分に抑え、AEDによる電気ショッ
クの実施のみの場合に比べ、生存率を2倍以上向上させることができます。日本蘇生協議会ガイド
ライン2015では、反応と意識のない傷病者に対し、ただちに胸骨圧迫を開始し、中断を最小限に
留めることが推奨されています。

■ZOLL AED Plusが、適正な胸骨圧迫にナビゲートします。
　日本蘇生協議会ガイドライン2015では、以下が、適正な胸骨圧迫の基準とされています。

　しかし、このような適正な胸骨圧迫の実施は必ずしも容易で
はありません。ZOLL AED Plusは、胸骨圧迫を適正レベル
に誘導する胸骨圧迫ヘルプ機能を搭載しています。

■ZOLL AED Plusが、救助者の救命処置をサポートします。
　ZOLL AED Plusは、救命の連鎖（Chain of Survival救命
に必要な一連のプロセス）をつなぎ、救助者の通報、胸骨圧
迫、除細動をサポートします。

救命処置（胸骨圧迫・AED）と生存率

心停止から電気ショックまでの時間（分）
AHA（アメリカ心臓協会）ガイドライン2005の
情報をもとに作成

生
存
退
院
率
%
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心停止後すぐに胸骨圧迫を開始

胸骨圧迫無し脳障害開始

4%／分の割合で低下

10%／分の割合で低下

深　さ
テンポ

約5cmただし6cmを超えないようにする（成人の場合）
100回～120回／分

RENTAL CATALOG

Stepladder
脚　立

GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG

その他

サイズ
W240×L2000mm
W240×L3000mm
W240×L4000mm

最大使用質量120kg

アルミ足場板

脚立、立ち馬各種レンタル
※地域により取り扱いの商品が違いますので、詳しくはお近くの営業所まで
　お問合せください。

重量

サイズ H288～503×W500×D500mm

6.6kg

その他

1台に2名以上が乗らないでください。
脚材を延長したり、脚材の下に物を挟み込まないでください。
火気を扱う場所や高温になる機器の近くでは使用しないでください。
重量物等の架台に使用しないでください。
作業台に足場板等を架け渡して使用しないでください。

樹脂製作業台（ステップキューブ）



持ち運びができる折畳み式ハンドルで切り替えられるギア 点灯・点滅LEDランプ

自転車タイヤに「液体ポリウレタン・ストマー」
を注入することで、パンクしない弾力性のある
乗り心地の良いタイヤを実現しました。

もしもの時も保険対応！！
「ＴＳマーク」付きです。

レンタル商品のみのサービスです。※

釘を踏んでも大丈夫！！
スーパーフレックスタイヤ

「TSマーク」は、自転車安全整備士が点検整備
した普通自転車に貼付されるもので、傷害保険
と賠償責任保険が付いています。

持ち運びができる折畳み式ハンドルで切り替えられるギア 点灯・点滅LEDランプ

自転車タイヤに「液体ポリウレタン・ストマー」
を注入することで、パンクしない弾力性のある
乗り心地の良いタイヤを実現しました。

もしもの時も保険対応！！
「ＴＳマーク」付きです。

レンタル商品のみのサービスです。※

釘を踏んでも大丈夫！！
スーパーフレックスタイヤ

「TSマーク」は、自転車安全整備士が点検整備
した普通自転車に貼付されるもので、傷害保険
と賠償責任保険が付いています。

イベント用品
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Event supplies
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レスキューボードベンチ

その他

商品コード 4179-4000-00
■商品サイズ：20インチ
　（組立時）約W147×D56×H100cm
　（折畳時）約W83×D40×H58cm 
■サドルの高さ：約75～93cm
■商品重量：約18kg
■個装サイズ：約W84×D38×H64cm 
■個装重量：約21kg
■材　質：スチール(リム：アルミ合金)
■カラー：シルバー
■仕　様：ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・
　　　　  折畳みハンドル・シマノ製6段ギア付 
■生産国：中国 

ノーパンク自転車　MG-G206N

その他

重量

サイズ H380×W1780×D460mm
22.5kg（担架時：7.5kg）

商品コード 4129-6001-01

材質：ポリエチレン　スチール製
色：オレンジ

RENTAL CATALOG

事務用品
office supplies

サイズ H960×W315×D320mm
商品コード 4179-0501-01
さららいとサーバー

商品コード 1179-0501-02
ミネラルウォーター

RENTAL CATALOGRENTAL CATALOG

事務用品
office supplies

GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG

Green cross Rental Catalog

コピー機・複合機

オフィスデスク・ワゴン 会議用テーブル パーテーション 書庫・ロッカー

ホワイトボード OAボード

パソコン

エアコン

タブレット

石油ストーブ

シュレッダー ビジネスフォン

カラープロッタ

オフィス・パイプ椅子 ワイヤレスアンプ

さららいとのウォーターサーバーは国
の厳しい基準に適合したものを採用
しています。また、冷水（5～12℃）、
温水（80～90℃）どちらでも快適に
お飲みいただけるように最適な温度
をキープしてくれるのでお好きなとき
にお好きな分量だけ使うことができま
す。小さなお子様がいるご家庭でも安
心してご利用いただけるように、温水
レバーには全装置を採用しています。
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その他 素材：フレーム：アルミ　
　　　テント：ポリエステル

サイズ H3180～3480×W3000×D3000mm
商品コード 4153-0103-01
簡単テント（六角脚）

その他 表面：ドブメッキ処理
重量

サイズ φ250×H100mm
商品コード 4153-0103-11

20kg

テント用鋳物ウエイト

移動可能なミストファン
気化熱の冷却効果で
体感温度が下がります。
コンクリート養生や粉じん
飛散防止にも。

90°回転します

オリジ
ナル

マラソン大会・コンサート等・各種イベントに

アルミスタジアムフェンス用
特殊バネクランプ

フェンスの連結に！

11
20

1800

500

150 150 150 150 150

■アルミ製（アルマイト加工）だから、軽くて錆ない
■小さな子供も通り抜け出来ません

アルミスタジアムフェンス

その他

サイズ H1120×Ｗ1800×Ｄ60mm
商品コード 4104-6000-01

材質：アルミ（アルマイト仕上げ）

その他

重量

サイズ Φ400×W500×L900mm
17kg

吸水量：18ℓ、100mm キャスター200mm、
ノーパンクタイヤ、全天候型、クレー・砂入人工芝コート使用可

吸水ローラー

その他

重量

サイズ H1195×W865×D720mm
156kg

電相：三相200V
電流；9A
電圧：9.81Mpq

温水洗浄機

その他

重量

サイズ H1100×W1500×D510mm
7kg

材質：プラスチック
被覆：スチールパイプ

イレクターフェンス

温水で、油汚れ、殺菌、除菌など
あらゆる洗浄作業に活躍します。

CG-110001-VE

重量 48kg

その他
噴霧量：0.24　電源：単層100V　出力：ポンプモー
ター0.25　ファンモーター0.16　
水タンク：50L　消費電力：0.7　首ふり角度60°　
ファンサイズ：φ450

スーパーフォグジェッター
商品コード 4179-0400-01

サイズ
H1750～2020×W530×D710mm
ファンサイズ：φ450

その他

重量

サイズ H1870×W675×L700mm
38kg

商品コード 4179-0400-06

水タンク：約56L※水道水以外使用禁止
噴霧量：10/12L/hr

スーパー
フォグジェッター
SFC-109

その他

噴霧量：50HZ　00～46　60HZ　00～76　電
源：単層100V
出力：ミストモーター50　ファンモーター160　
水タンク：20L　消費電力：0.25　
首ふり角度60°　ファンサイズ：φ500

サイズ
H1750×W560×D500mm
ファンサイズ：φ500

商品コード 4179-0400-04
遠心ミストファン

簡易タイプのミストファン
屋外でのリフレッシュに最適

CG-110001-VE

その他

重量

サイズ H325×W295×D385mm
135kg

商品コード 4179-0400-00

噴霧量（L/min）：0.23～0.46
（ノズル06 5個～10個）
電源（V）：単相100

スーパーフォグシステム
Digi Mist

その他

重量

サイズ H478×W310×D360mm
25kg

口径：Φ300mm
風量：70m³/min

送風機

化学工場・塗装工場・船舶・鉱山・トンネル等、
爆発の危険性のある場所での冷却・送排風・
換気に使用します。

その他

重量

サイズ H1300×W490×L590mm
85kg

電圧：三相200/200V
冷房能力：3700/4200KW
4.3/4.9kcal/h

スポットクーラー

現場にあった使い方で省エネ運転が可能

RENTAL CATALOG

Green cross Rental Catalog

GREEN CROSS RENTAL CATALOG GREEN CROSS RENTAL CATALOG




