
お問い合わせ先

〒103-8566  東京都中央区日本橋堀留町 2-8-5
TEL：03-6861-2270　FAX：03-6861-1180

担当窓口：本社 販売促進部　
〒660-0822 兵庫県尼崎市杭瀬南新町3-1-5
TEL：06-4868-5640　FAX：06-4868-5650

担当窓口：大阪営業所　

㈱岡山積載運輸構内
岡山県岡山市南区曽根195-3

電車でお越しの場合
JR瀬戸大橋線「茶屋町駅」よりタクシーで約7分
（岡山駅から茶屋町駅までは21分）　

お車でお越しの場合
山陽自動車道・瀬戸中央自動車道 
早島ICより 7.0Km 約15分または
水島ICより 5.6Km 約12分

軽油

DA-3100SSBIV

GE-900B3

GE-900P2

小型エンジンインバータ発電機

ユニトイレDX
MS-DX001S

GE-2200P2
定格出力 (50/60Hz)：0.9kVA
相数：単相2線式 100V

定格出力 (50/60Hz)：2.2kVA
相数：単相2線式 100V

定格出力 (50/60Hz)：3.1kVA
相数：単相2線式 100V

定格出力 (50/60Hz)：0.9kVA
相数：単相2線式 100V

感染予防対策を実施しております。
ご来場をお待ちしております。

DA-3100SSEIV30m
電工ドラム

LED作業灯50W 三脚2灯式
LPR-S50LW-3ME

222/1/16/1 木水

10:00～17:0010:00～17:00 9:00～16:009:00～16:0010:00～17:00 9:00～16:00
6

開催時間
※両日とも最終受付時間は 15:00 です。※両日とも最終受付時間は 15:00 です。※両日とも最終受付時間は 15:00 です。

●ローソン

●山陽ガス

●セブンイレブン

●セルフうどん

●サクマ運輸

←広島

←倉敷

↓ 高松

↑倉敷・岡山 IC

↓ 宇野
↓玉野市役所

新大阪→
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2

3030

早島 IC

水島 IC

妹尾西

曽根西

瀬
戸
中
央
自
動
車
道

都六区北
7474

7474

2121

2121

倉敷飽浦線
倉敷飽浦線

　 会  場
㈱岡山積載運輸構内
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LED作業
LP

LEDアップライト
LUL-100V3-100V-50K-PK

防災グッズ

防災セット



　超低騒音型

1m(A)
75dB以下

軽油

軽油

. 定格出力 (50/60Hz)：5.0/6.0kVA
・相数：単相3線式 200/100V

SL2-206KSR(BB)
TLG-6SSGX(3W)F

72
（定格負荷運転時）

PX-150MSR(UB)
DCA-150USGF

. 定格出力 (50/60Hz)：130/150kVA
・相数：三相3線式 200/220V

1m(A)
65dB以下

軽油

PX-225MSR(BB)
DCA-225SSGF

. 定格出力 (50/60Hz)：200/225kVA
・相数：三相3線式 200/220V

PX-115ESR(BB)
DCA-115SSGF

. 定格出力 (50/60Hz)：100/115kVA
・相数：三相3線式 200/220V

1m(A)
75dB以下

1m(A)
75dB以下軽油 軽油

LEG-31USXT2

LEG-9.9USXT

・定格出力 (50/60Hz):26/31kVA
・相数 : 単相 3線式 100/110・200/220V

・定格出力 (50/60Hz):8.0/9.9kVA
・相数 : 単相 3線式 100/110・200/220V

LEG-54UST2
・定格出力 (50/60Hz):45/54kVA
・相数：三相3線式 200/220V

ガス非常用発電機 

防災用自家発電装置

電源車<ワンボックスタイプ>

1m(A)
58/61dB

  LP
ガス

  LP
ガス

  LP
ガス

1m(A)
56/57dB 1m(A)

58/61dB

NEG-31USXT
・定格出力 (50/60Hz):26/31kVA
・相数：単相3線式 100/110・200/220V

NEG-40UST
・定格出力 (50/60Hz):35/40kVA
・相数：三相3線式 200/220V

1m(A)
58/61dB

天然
ガス

天然
ガス

1m(A)
58/61dB

災害時でも安定供給！LPガスエンジン非常用発電機災害時でも安定供給！LPガスエンジン非常用発電機

環境に優しい天然ガス (都市ガス）対応！環境に優しい天然ガス (都市ガス）対応！

機動性と汎用性に優れた
小型トラックタイプ小型トラックタイプ

ソーラー発電設備等におけるソーラー発電設備等における
蓄電池のバックアップ電源に最適蓄電池のバックアップ電源に最適

トランス不要！様々な用途に対応トランス不要！様々な用途に対応
三相・単相３線同時出力機三相・単相３線同時出力機

災害時でも安定供給！LPガスエンジン非常用発電機

環境に優しい天然ガス (都市ガス）対応！

・定格出力 (50/60Hz)：8.5kW
・電圧：200V・100V
・相数：三相４線式・単相3線式

燃料電池電源⾞燃料電池電源⾞

燃料電池可搬形発電装置燃料電池可搬形発電装置

燃料電池電源⾞

燃料電池可搬形発電装置

電源車 ディーゼルエンジン発電機<自動始動盤付>

CO2排出量削減や大気汚染防止のためにデンヨーからの提案CO2排出量削減や大気汚染防止のためにデンヨーからの提案CO2排出量削減や大気汚染防止のためにデンヨーからの提案

設備用発電機としても使える！燃料電池式可搬形発電装置設備用発電機としても使える！燃料電池式可搬形発電装置設備用発電機としても使える！燃料電池式可搬形発電装置

・定格出力 (50/60Hz)：7.0kVA
・電圧：200V・100V
・相数：単相3線式

DCA-45SGC-I
・定格出力 (50/60Hz):37/45kVA
・相数：三相4線式 200/220V

機動性と汎用性に優れた
小型トラックタイプ

ソーラー発電設備等における
蓄電池のバックアップ電源に最適

DCG-12
・定格出力 :12kW
・電圧：48V
・電流：250A

軽油

直流発電装置

ディーゼルエンジン発電機
一般停電用 (T) 型

れたれたれた

DCA-60LSKB-D(T)
定格出力 (50/60Hz):
三相 4線式 200/220V 50/60kVA
単相 3線式 100/110・200/220V
　　　　　38/44kVA

1m(A)
71/76dB 軽油

トランス不要！様々な用途に対応
三相・単相３線同時出力機

DCA-220LSIE2(T)
定格出力 (50/60Hz):
三相 4線式 200/220V ・400/440V
　　　　　200/220kVA

1m(A)
72/76dB 軽油軽油

工場などのバックアップ電源に最適！工場などのバックアップ電源に最適！工場などのバックアップ電源に最適！

水素

水素

LG-210K
・定格出力 (50/60Hz):9.9kVA
・相数：単相3線式 110/220V

軽油LG 210K
PX-400KSR(B)
DCA-400SPGF

. 定格出力 (50/60Hz)：350/400kVA
・相数：三相3線式 200/220V

1m(A)
85dB以下 軽油

※電源車を除く

製品動画

製品動画

▲

▲

※メンテナンス相談窓口も設置しております。

低圧 220V ～高圧 6600V、単相機、CVCF まで豊富なラインナップ
5kVA の小型機から 1250kVA の大型機までオープンタイプから超低騒音タイプ


