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電光表示機LED�

商品コード GGH 42500
電源� （V） AC100
昇降方法 手動ウインチ式

LED
画面

W'×H'� （mm） 1,600×800
色 オレンジ

寸法（L×H）� （mm） 1,805×5,000
質量� （kg） 500
※ オリジナル仕様です。 DO

●車両搭載で6m以上の高さになります。坂の
多い場所や国道で威力を発揮します。

●使用電力400Wと省電力設計です。

FE1808型

商品コード GGH 31060
電源 バッテリー式　DC12V76Ah
太陽電池 大型パネル　DC12V55W
昇降方法 手動ウインチ式

上昇幅� （mm） 約800
無日照動作� （日） 約5
寸法（L×W×H）�（mm） 1,230×1,300×1,860
質量� （kg） 約180
※昇降時高さは約2,660mmです。� DO

※ 天候・設置環境及び条件により性能を 
十分に発揮できない場合もございます。

●環境に配慮したソーラー型電光盤です。
●軽トラックにも積載可能です。操作も簡単
に行えます。

SD1402型

商品コード GGH 00600
電源� （V） AC100
電力� （W） 300
表示画面 縦4行　横2列
無日照動作� （日） 約5
寸法（L×W×H）�（mm） 1,000×650×1,740
質量� （kg） 80
※ 天候・設置環境及び条件により性能を� DO  
十分に発揮できない場合もございます。

●ソーラーLEDなので、スペース、騒音、排
ガスの苦情の心配がございません。

●アニメーション8パターン内蔵しております。
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登録番号　TH-100012-VE

トイレカー用ソーラー式

●CUDO登録商品です。

商品コード GGH 31031
電源 80Ahディープサイクルバッテリー
ソーラーパネル�（W） 50
昇降方法 手動昇降式（ダンパー機構）

上昇幅� （mm） 600
無日照動作� （日） 約6

LED
画面

W'×H'�（mm） 960×320
色 フルカラー

寸法（L×W×H）�（mm） 800×1,460×1,835
質量� （kg） 約160
※昇降時高さは2,435mmです。 DO

※ 天候・設置環境及び条件により性能を十分に発揮 
できない場合もございます。

使用例

屋外用デジタルサイネージ
登録番号　KT-130012-VE

商品コード GGW 03201
型式 MMB-KTR-H-32
電源� （V） AC100～240
消費電力� （W） 最大300
モニターサイズ 32インチ
寸法（L×W×H）� （mm） 540×200×1,700
質量� （kg） 65
※別途画面作成費用がかかります。 DO

●雨天使用可能です。

商品コード GF1 33EM0 GF1 33EA0 GF1 33FMO
型式※1 OR3D-008 OR3D-007 OR3DM-002
最大積載量※2� （kg） 2,800 2,700 2,150
燃料 軽油
乗車定員� （人） 3
ダンプ装置 三転式ダンプ、荷台三方開
軌陸駆動方式 タイヤの動力で鉄輪を駆動
ミッション 6速マニュアル 6速オートマチック 6速マニュアル
鉄車輪径� （mm） φ380
対応軌道� （mm） 1,067 1,372・1,435
鉄輪絶縁 4輪絶縁

軌陸ブレーキ
（ブレーキペダル連動）

前輪ディスク式ブレーキ 前輪電気シリンダ式
後輪タイヤ動力連動式

サイドブレーキON時 4輪駐車ブレーキ作動

寸法※2

全長L� （mm） 5,080 4,970 5,170
全幅W� （mm） 1,960 1,900 2,200
全高H� （mm） 2,145 2,210 2,280
荷台長L1� （mm） 2,950 2,950 2,950
荷台幅W1� （mm） 1,775 1,770 2,000

オンレール時の荷台高さ� （mm） 1,185 1,310 1,380
車両重量※2� （kg） 5,030 5,010 5,600
※1　JR東日本型式認定番号　OR3D-008：YA-02-010改、OR3D-005：YA-02-007改、OR3DM-002：YA-02-005 
※2　車載装備や車両型式によって異なります。
▲センター取扱い機器の為、センターからの配送となります。

寸法図
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