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■ハンドカーコアラ　５型　　　　　　　　　　 　■ハンドカーコアラ１５型　　　 　　　　　 　　　　■ハンドカーコアラ２０型

様々なニーズにお応えして、熔接切断作業のシステムをコンパクトなハンドカースタイルにパックインしました。

フジ コアラ シリーズは、ガス熔接・切断作業において必要な器具、機材一式を自在な移動性に優れた軽量ハンドカーにボンベはもちろん、

調整器、ツインホース、バーナー、火口など各種装備と必要最小限の工具、保護具などを一式にまとめました。

■熔接切断パック コアラ　シリーズ

  [　] 内は本体重量+容器重量49[27+22]

  塗装色は橙色

【　】内は搭載可能容器

鉄製・焼付塗装

1500【2000】

《　》内は最大収納長

3機種共通付属品…中切ﾊﾞｰﾅｰ×1、熔接用交換ﾂﾙ×1、切断火口＃1×1、＃2×1、熔接火口＃75×1、＃100×1、

ﾎﾞﾝﾍﾞ開閉ﾊﾝﾄﾞﾙ×1、ｹﾞｰｼﾞ固定ﾊﾝﾄﾞﾙ×1、点火用ﾗｲﾀｰ×1、掃除針×1set、ﾓﾝｷｰｽﾊﾟﾅ×1、作業用ﾒｶﾞﾈ×1）

鉄製・焼付塗装

代理店

熔接・切断パック
ＷＥＬＤＩＮＧ ＣＹＬＩＮＤＥＲ ＴＲＵＣＫＳ

品名・型式

本体寸法(幅×奥行×高さ)ﾐﾘ    

備考コアラ　20型

510×380×1100

■　仕様表

コアラ　　5型 コアラ　15型

510×380×1100

本体重量　㎏

405×350×920

29[15.5+13.5]

付属ガス：アセチレン(㎏)

500

本体材質・塗装仕様

付属ガス：酸素(ℓ)

付属ﾎｰｽ：5×5細径ﾂｲﾝﾎｰｽ

ﾀｲﾔ仕様

共通付属品・その他

0.6

10ｍ《20ｍ》

230φﾉｰﾊﾟﾝｸ×2 230φﾉｰﾊﾟﾝｸ×2

0.6

5ｍ《10ｍ》

125φﾉｰﾊﾟﾝｸ×2

65[27+38]

鉄製・焼付塗装

2000【1500】

2.0

10ｍ《20ｍ》
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代理店

商品名

ﾊﾝﾄﾞｶｰFA2型

全幅㎜

900

ﾊﾝﾄﾞｶｰFG型 900

ﾊﾝﾄﾞｶｰFA3型

ﾊﾝﾄﾞｶ-FD型

ﾊﾝﾄﾞｶｰFA-H型

900

540

540

900

900

ﾊﾝﾄﾞｶｰFG-H型 900

ｻﾝｿ7000L×1本+ｱｾﾁﾚﾝ7㎏×1本=計2本積用

ｻﾝｿ7000L×1本+ｱｾﾁﾚﾝ7㎏×1本=計2本積用+仕切板1.6ｔ-1200H付

660㎜ ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

660㎜ ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

工業用ハンドカーを各種ご用意。重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動・運搬することができます。

タイヤのサイズや種類、遮蔽用仕切板の有無や搭載いただくガス種で使用する現場のニーズに合った機種がお選びいただけます。

660 1410

19.5

24

19.5

全奥行㎜

540

全高㎜

35

39.5

540

工業用運搬車(2本積み2輪車)
ＷＥＬＤＩＮＧ ＣＹＬＩＮＤＥＲ ＴＲＵＣＫＳ

660

1220

1220

1220

1220

1410

ｻﾝｿ7000L×2本積用

330㎜ ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

330㎜ ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

330㎜ ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

重量㎏

19.5

■　ハンドカーFA-H型

*寸法は積載容器が垂直な状態での本体部分のみの計測値です。容器を含む運搬時は寸法が異なりますのでご注意ください。

*重量は運搬車のみの概算重量になります。

*ｶﾞｽ種及び規格変更、仕切板の板厚変更、FAH型FD型はｴｱｰﾀｲﾔ仕様も製作できます。

*上記運搬車の一部画像に搭載されている高圧ガスボンベは付属していません。

■　ハンドカーＦＡ2型 ■　　ハンドカーFA３型

■　ハンドカ-FD型 ■　ハンドカーFG型 ■　ハンドカーＦＧ-Ｈ型

ﾀｲﾔ寸法・仕様 備考

360㎜ ｴｱｰﾀｲﾔ

ｻﾝｿ7000L×1本+ｱｾﾁﾚﾝ7㎏×1本=計2本積用+仕切板1.6ｔ-1200H付

ｻﾝｿ7000L×1本+ｱｾﾁﾚﾝ7㎏×1本=計2本積用

ｻﾝｿ7000L×1本+ｱｾﾁﾚﾝ7㎏×1本=計2本積用
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代理店

商品名 全幅㎜
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560 540 1430 14

全奥行㎜ 全高㎜ 重量㎏

*寸法は積載容器が垂直な状態での本体部分のみの計測値です。容器を含む運搬時は寸法が異なりますのでご注意ください。

*重量は運搬車のみの概算重量になります。*ガス種及び規格変更、エアータイヤ仕様、その他の特注も製作ご相談ください。

*上記運搬車の一部画像に搭載されている高圧ガスボンベは付属していません。

ﾊﾝﾄﾞｶｰFE ｱｾﾁﾚﾝ兼用型

540 1430 13ﾊﾝﾄﾞｶｰFE型 炭酸補強付 560

330㎜ ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

330㎜ ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

330㎜ ﾉｰﾊﾟﾝｸﾀｲﾔ

積載容器:ｻﾝｿなど7000(47)ℓ継目無ﾎﾞﾝﾍﾞ×1本用。

※ｴｱｰﾀｲﾔ仕様のご用意も可能です。

積載容器:7000(47)ℓ×1本又は、ｱｾﾁﾚﾝ7㎏×1本。

※ｴｱｰﾀｲﾔ仕様のご用意も可能です。

積載容器:炭酸ｶﾞｽ30kg×1本積。

※ｴｱｰﾀｲﾔ仕様のご用意も可能です。

ﾀｲﾔ寸法・仕様 備考

工業用運搬車(1本積･2輪車)

560 540 1430 13

ＷＥＬＤＩＮＧ ＣＹＬＩＮＤＥＲ ＴＲＵＣＫＳ

■ ハンドカーＦＥ型　炭酸30㎏用 補強付

炭酸ガス30kg用のシンプルで頑丈な運搬車です。重量のある炭酸ガス30㎏ボンベの運搬

に耐えられるよう、メインパイプの背面に補強用フラットバーを熔接して剛性を高め、

耐久性を大幅にアップしました。炭酸ガス30㎏ボンべの運搬はもちろん、7000Ｌ(47L)

継目無容器を日々多く運搬する環境のヘビーユーザー様にもおすすめです。

■ ハンドカーＦＥアセチレン兼用型

FE型をベースに搭載可能な容器7000L（47L）継目無容器に加え、アセチレン7.0㎏ボン

ベの搭載も可能にしたハンドカーです。容器受けとチェーンをアセチレン7㎏用にも専用

に設けてあるので、しっかりと固定して、1台で2種類の容器サイズにしっかり対応可能

です。

■ ハンドカーFE型

酸素･アルゴン･窒素･ヘリウムなど多くの高圧ガスに使用される、7000Ｌ（47Ｌ）の継

目無容器を1本積で運搬するハンドカーです。狭い通路もシンプルな構造で容易に通り抜

け、安全に置き場までボンベを運搬することができます。

ﾊﾝﾄﾞｶｰFE型
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主ﾀｲﾔφ250×2,副ﾀｲﾔφ100×1

1300

ｻﾝｿ7000L(47L)など1本積

1300

ﾊﾝﾄﾞｶｰFA四輪101型　ﾎｰｽﾘｰﾙｾｯﾄ

ﾊﾝﾄﾞｶｰFA三輪202型　酸素2本積

700

700

1200※1 主ﾀｲﾔφ250×2,副ﾀｲﾔφ100×2

ﾊﾝﾄﾞｶｰFA四輪101型　本体のみ 主ﾀｲﾔφ250×2,副ﾀｲﾔφ100×2

主ﾀｲﾔφ250×2,副ﾀｲﾔφ100×1 ｻﾝｿ7000L×1+ｱｾﾁﾚﾝ7㎏×1＝2本積

ｻﾝｿ7000L×1+ｱｾﾁﾚﾝ7㎏×1＝2本積

■ハンドカーFE四輪　120型

酸素など7000L継目無容器はもちろん、アセチレン7kgやプロパン50kgボンベも

運搬可能です。 ペダル操作で開閉可能な主タイヤには250mmのノーパンクタイヤ、

さらに容器受け下端には50mmの補助輪2個を装備して、多様な使用に対応が可能です。

■　搭載可能容器:酸素など7000L・アセチレン7kg・プロパン50kgなどの容器1本積。

640 1530※1 1530

■ハンドカーFA四輪　101型（ホースリール・工具箱セット）･･･*左画像

■ハンドカーFA四輪　101型（本体のみ）

FA型に安定性を持たせるため、自在キャスター2個（1個はストッパー付）を加設した四輪車です。

移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。

・　搭載可能容器：酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本

・　 車幅:700mm 　車高:1300mm 　重量:39 kg　　ホースリール、工具箱付属。

・　車輪径:φ250㎜×2個（ノーパンク）　+　φ100㎜キャスター×2個(1個はストッパー付）

ｻﾝｿ7000L(47ℓ)ｱｾﾁﾚﾝ7kg･LPG50㎏等1本積主ﾀｲﾔφ250×2,副ﾀｲﾔφ50×2

重量㎏

26

備考

■ハンドカーFE三輪　130型

FE型に安定性を持たせるため、自在式車輪を1個(ストッパー付)加設した1本積み運搬車です。

・　搭載可能容器:酸素など7000L×1本 車巾:500mm 車高:1300mm 重量:21kg 

・　車輪径:φ250mm×2個（ノーパンク）+　φ100㎜ストッパー付キャスター×1個

商品名

■ハンドカーFA三輪　202型

FA型に安定性を持たせるため、自在キャスター1個(ストッパー付)を加設した三輪車です。

移動性と安全性をプラスし転倒のリスクを解消しました。

後輪部分はスライドパイプで伸縮が可能。容器の積み下ろしがラクに行えます。

・　積載可能容器：酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本 車幅:700㎜車高:1300㎜ 重量:24kg

・　 車輪径:φ250mm×2個（ノーパンク）+　φ100㎜ストッパー付キャスター×1個

※酸素7000L×2本積のご用意も可能です。

ﾀｲﾔ寸法・仕様

ﾊﾝﾄﾞｶｰFE四輪120型

全奥行㎜

工業用運搬車(三輪車･四輪車)

ＷＥＬＤＩＮＧ ＣＹＬＩＮＤＥＲ ＴＲＵＣＫＳ

工業用ハンドカーの三輪仕様、四輪仕様です。メインタイヤに補助キャスター1個から2個を設けた各種タイプをご用意しました。

搭載容器数も1本積みと2本積みの選択が可能です。容器種変更など特注はお問い合わせください。

全幅㎜ 全高㎜

1200※1

700 1200※1 1300

500 1200※1 1300
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21

39※2

25

24

24

ﾊﾝﾄﾞｶｰFA三輪202型 700 1200※1 1300

※1　最大奥行寸法は、容器積載時または、容器運搬時の形態の容器を含まない最大値の概算寸法です。

　  （各寸法とも容器は含まれませんのでご注意ください。)

※2　重量は運搬車とホースリールなど付属品を含めたの概算重量になります。（搭載する容器の重量は含みません。)

※　上記運搬車の一部画像に搭載されている高圧ガスボンベは付属していません。

■　 上記ハンドカーの異なるガス種や規格など特注の製作をご希望の場合、下記販売店または弊社までお問い合わせください。

主ﾀｲﾔφ250×2,副ﾀｲﾔφ100×1

代理店

ﾊﾝﾄﾞｶｰFE三輪130型

ｻﾝｿ7000L×1+ｱｾﾁﾚﾝ7㎏×1＝2本積

ｻﾝｿ7000L×2＝2本積

四輪車 1本積

四輪車 2本積

三輪車 1本積

三輪車 2本積

生産中止
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代理店

ハンドカーFKシリーズは医療現場、研究施設、クリーンルーム等の主に屋内での高圧ガスの運搬を安全に移動できる運搬車です。

500Lから7000L用の様々な容器サイズ、鉄製の焼付塗装仕様からｽﾃﾝﾚｽ製まで豊富な商品群からお選びいただけます。

ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ、ｼﾝｸﾞﾙﾁｪｰﾝ

ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ、ｼﾝｸﾞﾙﾁｪｰﾝ

ﾘﾝｸﾞ型容器受け

ﾘﾝｸﾞ型容器受け

1150

800

800ﾊﾝﾄﾞｶｰＦＫ0500ℓ×2本積

幅　㎜

460

710

460

備考

1100±

950±

2.5

22.0

12.5

1280

1210

1030

1030

ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ､ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｰﾝ

ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ､ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｰﾝ

ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ､ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｰﾝ

ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ､ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｰﾝ

主,200Φ/副,100Φｽﾄｯﾊﾟ付

主,200Φ/副,65Φｽﾄｯﾊﾟ付

主,125Φｺﾞﾑ

主,90Φﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ車輪

主,90Φﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ車輪

350

330

520

410

320

370

460

850±

860±

950±

500±

360±

1060±

360±

1260

ﾀｲﾔ寸法・仕様

主,200Φ/副,65Φｽﾄｯﾊﾟ付

高さ　㎜

1210

7.0

12.5

3.5

2.0

■ﾊﾝﾄﾞｶｰＦＫ7000×1本積

   Ｗﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾁｪｰﾝ

■ ﾊﾝﾄﾞｶｰ FK7000×2本積

    Ｗﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾁｪｰﾝ

■ ﾊﾝﾄﾞｶｰ FK6000×1本積 炭酸30㎏仕様

    Ｗﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾁｪｰﾝ

■　ﾊﾝﾄﾞｶｰ  FK1500ℓ×1本積 ■　ﾊﾝﾄﾞｶｰ　FK1500ℓ×2本積 ■ ﾊﾝﾄﾞｶｰ FK1500-303型 1本積 ■ﾊﾝﾄﾞｶｰFK500ℓ×1本積 ■ﾊﾝﾄﾞｶｰＦＫ500ℓ×2本積

施設内用  容器運搬車
FOR　MEDICAL USE　HAND CARTS

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾝﾄﾞｶｰＦＫ1500ℓ×1本積

ﾊﾝﾄﾞｶｰＦＫ1500ℓ×1本積

ﾊﾝﾄﾞｶｰＦＫ1500ℓ×2本積

ﾊﾝﾄﾞｶｰＦＫ1500ℓ303型　1本積

ﾊﾝﾄﾞｶｰＦＫ0500ℓ×1本積

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾝﾄﾞｶｰＦＫ7000ℓ×1本積

品名・型番
ﾊﾝﾄﾞｶｰＦＫ7000ℓ×1本積

奥行※㎜　

950±

重量㎏

12.5

※  三輪車タイプと四輪車タイプの奥行は運搬時の形態の容器を含まない最大値です。

※  各種特注品も承ります。ご希望の容器規格、ガス種に合わせて製作いたしますのでお問い合わせください。

※  上記運搬車の一部画像に搭載されている高圧ガスボンベは付属していません。

■ ｽﾃﾝﾚｽﾊﾝﾄﾞｶｰ SFK7000ℓ×1本積 ■ ｽﾃﾝﾚｽﾊﾝﾄﾞｶｰ SFK1500ℓ×1本積

13.0

ｼﾝｸﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ、ｼﾝｸﾞﾙﾁｪｰﾝ

主,200Φ/副,75Φｽﾄｯﾊﾟ付

主,200Φ/副,75Φｽﾄｯﾊﾟ付

主,125Φ/副,50Φｽﾄｯﾊﾟ付 ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ､ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｰﾝ

主,125Φ/副,65Φｽﾄｯﾊﾟ付

ﾊﾝﾄﾞｶｰＦＫ7000ℓ×2本積

ﾊﾝﾄﾞｶｰＦＫ6000ℓ×1本積ﾀﾝｻﾝ30㎏仕様

7.01000

- 5 -



代理店

■ハンドカーＦＫＳ－２型

油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降可能ですので、運搬や方向変換も素早く安全に行うことが可能

です。本体下回りのフレームを二重パイプにして耐久性にもこだわっているので使用頻度の多い場合などはおすすめの

商品です。

 ※油圧ジャッキは簡単に取外し交換が可能です。

車幅:約940mm　 車高:1560mm 　重量約58kg

固定キャスターφ180mm×2個　 自在キャスターφ130mm×2個

■ハンドカーＦＫＳ－３型

油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降可能ですので、運搬や方向転換も素早く安全に行うことが可能

です。本体下回りのフレームをシングルパイプでシンプルかつコンパクトにデザインしているので、狭い通路の取り回

し等がある場合も容易に運搬できます。

 ※油圧ジャッキは簡単に取外し交換が可能です。

車幅:約750mm　 車高:1560mm 　重量約40kg

固定キャスターφ130mm×2個 　自在キャスターφ130mmストッパー付×2個

低温容器用運搬車
LIQID GAS CYLINDER TRUKS

低温容器は非常に大型で重量があるため、運搬には常に危険が伴います。また容器の構造が複雑で、デリケートな取り扱いも要求されます。

そのような複雑で安全性を求められる場面での運搬作業にハンドカーのご利用は最適です。

φ130固定ｷｬｽﾀｰ
φ130自在ｷｬｽﾀｰ

ｽﾄｯﾊﾟｰ付

品名・規格 積載容器 全幅 全奥行 全高 重量 主ﾀｲﾔ 副ﾀｲﾔ

LGC175L 約750㎜ 約885㎜ 約1560㎜ 約44㎏

※交換用保守部品(油圧ジャッキ・キャスター等)につきましては弊社までお問い合わせください。

※各種寸法に容器の大きさは含みません。

株式会社フジ　ハンドカー事業部

〒340-0003　 埼玉県草加市稲荷1-4-36

電話:048(922)9547　 FAX:048(927)5441

homepage:http://www.fuji-handcar.com/

e-mail:hando@fuji-handcar.com

■ハンドカーＦＫＳ－1型

油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降が可能です。運搬や方向変換も楽に素早く、安全に行えます。

本体下回りのフレームを約1.5倍肉厚にして耐久性をアップ。さらにメインピラー下部及びハンドル周囲に補強を施して

耐久性にもこだわっているので使用頻度の多い場合にはおすすめです。

 ※油圧ジャッキは簡単に取外し交換が可能。容器固定チェーン付属。自在キャスターにはストッパー付です。

車幅:約750mm　 車高:1560mm 　重量約44kg

固定キャスターφ130mm×2個　 自在キャスターφ130mmストッパー付×2個

油圧2t

ﾊﾝﾄﾞｶｰFSP型 LGC175L 約750㎜ 約1550㎜ 約1140㎜ 約38㎏ φ360ｴｱｰﾀｲﾔ φ200自在ｷｬｽﾀｰ

油圧2t 容器固定ﾁｪｰﾝ1本付属

■ハンドカーＦＳＰ型

シンプルな構造で液化ガス容器を素早く運ぶことができ作業効率が向上します。

容器に沿わせて運搬車本体を起こし、容器に運搬車のフックを掛け傾けるだけで運搬できます。

 

車幅:750mm 　車高:1140mm　 重量約38kg

車輪径:Φ360mmエアータイヤ2個　φ200mm自在キャスター1個

---------

ﾊﾝﾄﾞｶｰＦＫＳ-3型 LGC175L 約750㎜ 約885㎜ 約1560㎜ 約40㎏ φ130固定ｷｬｽﾀｰ
φ130自在ｷｬｽﾀｰ

ｽﾄｯﾊﾟｰ付

ｼﾞｬｯｷ仕様 備考

ﾊﾝﾄﾞｶｰＦＫＳ-1型

φ180固定ｷｬｽﾀｰ φ130自在ｷｬｽﾀｰ 油圧2tﾊﾝﾄﾞｶｰＦＫＳ-2型 LGC175L 約940㎜ 約916㎜ 約1560㎜ 約58㎏

受注生産品

販売終了

2021年8月生産分の在庫払拭次第、販売終了になります。
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370φｴｱｰﾀｲﾔ+130φﾌﾟﾚｽﾀｲﾔ

370φｴｱｰﾀｲﾔ+130φﾌﾟﾚｽﾀｲﾔ

370φｴｱｰﾀｲﾔ

プロパンガス50㎏用・二輪車

●ハンドカーＦＢ型はプロパンガス50㎏容

器専用の二輪タイプの運搬車です。ハンド

ルの形状が異なるＳ型とＰ型から好みのハ

ンドルタイプをお選びいただけます。シン

プルかつ軽量・頑丈な車体は、大径13イン

チエアータイヤで狭い路地や泥道も楽に運

搬できます。

■　ハンドカ－ＦＢ20型

プロパンガス20㎏用・二輪車

●ハンドカーＦＢ20型はプロパンガス20㎏

容器専用、二輪タイプの運搬車です。

底板の有しない独自の構造で、ボンベに手

を掛けることなく運搬車ですくいあげ、簡

単にセット運搬することができます。シン

プルかつ軽量・頑丈な車体は、大径13イン

チエアータイヤを使用。楽に運搬作業が行

えます。

ﾊﾝﾄﾞｶ-FB50S四輪型

幅　㎜ 備考

ﾊﾝﾄﾞｶ-FB20型

ﾊﾝﾄﾞｶ-FB50S型

ﾊﾝﾄﾞｶ-FB50P型

高さ　㎜

1520

480

480

重量㎏

12.0

14.0

14.5

※各種寸法に容器の大きさは含みません。

※各種特注品の製作も承ります。ご希望の容器規格、ｶﾞｽ種に合わせて製作いたしますのでお問い合わせください。

ﾊﾝﾄﾞｶ-FB50Ｐ四輪型 490 18.51520480

株式会社フジ　ハンドカー事業部

〒340-0003　 埼玉県草加市稲荷1-4-36

電話:048(922)9547　 FAX:048(927)5441

homepage:http://www.fuji-handcar.com/

e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ用容器運搬車
LPG CYLINDER TRUCKS

品名・型番

プロパンガス50㎏用・四輪車

ハンドカーＦＢ四輪型は、二輪車同様13イ

ンチエアータイヤに頑丈な130φタイヤをプ

ラス。少しの溝を乗り越えたり、車道から

一段高い歩道の段差も楽に乗り越えられま

す。ボンベの転倒などを気にすることなく

安全快適に運搬作業が行えます。Ｓ型Ｐ型

お好みのハンドルタイプが選べます。

■　ハンドカーＦＢ50S型　四輪

■　ハンドカ－FB50S型　二輪

■　ハンドカーＦＢ50P型　四輪

■　ハンドカーＦＢ50P型　二輪

480

奥行㎜　

610

18.0

460

580

ﾀｲﾔ寸法・仕様

580 1480

370φｴｱｰﾀｲﾔ

370φｴｱｰﾀｲﾔ

1480

1090

520
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代理店

搭載ガス種に

より異なりま

す。

搭載ガス種に

より異なりま

す。

搭載ガス種に

より異なりま

す。

搭載ガス種に

より異なりま

す。

ハンドカーＦＭ-1型・ＦＭ-2型は、小型容器のガス種・規格に合わせて製作できる、

セミオーダー型のハンドカーです。お手持ちの小型容器をスマートに運搬することが

できるよう、容器サイズごとに最適化したデザインの運搬車をご注文ごとに一台づつ

製作します。

■FM-1型 2000L×1本積 ■FM-2型 1500L+ｱｾﾁﾚﾝ0.6㎏仕様 ■FM-2型 2000L+ｱｾﾁﾚﾝ2.0㎏仕様

最大奥行㎜ 最大高㎜ 重量㎏ 備考

※画像はいずれの種類も代表的な作成例になります。ご注文時に搭載ガス種と容器規格をお伝えください。ＦＭ-１型

の場合１種類・ＦＭ-２型の場合は２種類(同一容器２本積も可）の情報が必要になります。車巾などのサイズは容器

の仕様により異なります。詳しくは注文の際にお問い合わせください。主な製作可能容器は酸素500ℓから酸素3000

ℓ、ｱｾﾁﾚﾝ0.6㎏から4㎏になります。その他規格は、容器径、容器長（本体寸法とバルブ込みの全長）をご用意の

上、弊社までお問い合わせください。仕切板つきの商品などの特注も可能です。ご注文の際にご相談ください。

車高：約1030±10mm、車輪径：200mmは共通。車巾590～700mm［FM－2型の場合］

株式会社フジ　ハンドカー事業部

〒340-0003　 埼玉県草加市稲荷1-4-36

電話:048(922)9547　 FAX:048(927)5441

homepage:http://www.fuji-handcar.com/

e-mail:hando@fuji-handcar.com

ﾀｲﾔ寸法・仕様

φ200

プレスタイヤ

（ゴム）

※寸法は積載容器が垂直な状態での本体部分のみの計測値です。容器を含む運搬時は寸法が異なりますのでご注意ください。

ハンドカーFM1型 1030

搭載ガス種に

より異なりま

す。

※画像の運搬車に搭載されている高圧ガス容器は、商品に付属しません。

φ200

プレスタイヤ

（ゴム）

主な製作可能容器：継目無容器(酸素など)500ℓ～3000ℓ、

アセチレン0.6㎏～4.0㎏程度の小型容器×1本。

※-全ての容器種用も受注生産になります

※重量は運搬車のみの概算重量になります。

*上記運搬車の一部画像に搭載されている高圧ガスボンベは付属していません。

ハンドカーFM2型 1030

搭載ガス種に

より異なりま

す。

主な製作可能容器：継目無容器(酸素など)500ℓ～3000ℓ、

アセチレン0.6㎏～4.0㎏程度の小型容器×2本用。

※-どの容器の組み合わせ方でもすべて受注生産になります。

FM-1型　FM-2型
ＷＥＬＤＩＮＧ ＣＹＬＩＮＤＥＲ ＴＲＵＣＫＳ

商品名 最大幅㎜

受注生産品
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ボンベスタンド7000ℓシリーズ

継目無容器7000ℓ(47ℓ)用-容器架台

STATIONALY CYLINDER HOLDERS

代理店

有（6）

株式会社フジ　ハンドカー事業部

〒340-0003　 埼玉県草加市稲荷1-4-36

電話:048(922)9547　 FAX:048(927)5441

homepage:http://www.fuji-handcar.com/

e-mail:hando@fuji-handcar.com

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ7000ℓ×5本立 有（個別掛け）1510×350×1000 28.5 有（6） 有（4）○有（まとめ掛け）

※　アンカーボルト固定用穴位置は誤差が生じやすいため、現物にてご確認ください。

・　ご希望により7000ℓ×6本立などの特注も承ります。下段のﾁｪｰﾝも容器毎の個別固定が必要な場合は、別途【上中バンド仕様】のご用意もございます。

・　その他の本数、配列、ガス種、の搭載用容器架台の製作もお問い合わせください。

有（4）

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ7000ℓ×3本立

○ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ7000ℓ×4本立 有（個別掛け）

19.0

24.01240×350×1000

有（まとめ掛け）

有（まとめ掛け）

有（まとめ掛け）

○ 有（6）

 ■ ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ

7000×1本立

有（個別掛け）

有（個別掛け）

有（個別掛け）

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ7000ℓ×1本立

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ7000ℓ×2本立

550×450×1000

700×350×1000

920×350×1000

10.0

16.0

■ ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ

7000ℓ×2本立

■ ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ

7000ℓ×3本立

有（4）

有（4）

底面部

有（6） 無

背面部

有（個別掛け）

容器固定クサリ仕様（4.8φ共通）寸法（ミリメートル）商品名
重量(㎏)

上　段全幅×奥行×高さ品名・規格・仕様

○

○

中　段

●頑丈な構造

7000L-1本立は、ﾊﾟｲﾌﾟP31.8-1.6を使

用。

7000－2本立～7000-5本立には Ｌ3.0×

40のアングルを使用。

 ■ ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄ

7000ℓ×4本立

有（5）

備　考

■ ボンベスタンド 7000ℓ×3本立

●安心のスプリングフック固定。

容器チェーンの固定にはスプリングフックを使用。本体側リング

に軽く押し当てるだけで、チェーンを完全に固定できます。振動

等で外れにくいので、地震や衝突による容器の転倒方向への初動

を軽減、転倒の可能性を減少させることが可能です。

●背面にも固定穴を増設。

従来の底部に加え、背面に10Φの固定穴を

4か所ご用意。壁面への固定の際などにご

利用いただけます。※7000-1本立は底面

部の穴10Φ-6か所のみになります。

 ■ ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ

7000ℓ×5本立

アンカー等,固定穴10φ

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｯｸ止

- 9 -



代理店

ボンベスタンド1500ℓシリーズ 

継目無容器１５００ℓ（１０ℓ）用容器架台

■ボンベスタンド　1500ℓ×5本立

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｯｸ

●安心のスプリングフック固定。

容器固定チェーンの結節にはスプリングフック使用。本体側リン

グに押し当てていただくだけで、チェーンを完全に固定できま

す。振動等で外れにくいので、地震や衝突による容器の転倒方向

への初動を軽減、転倒の可能性を減少させることが可能です。

●頑丈なｱﾝｸﾞﾙ+ﾊﾟｲﾌﾟ製

1500ℓ用ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞはＰ25.4のﾊﾟｲ

ﾌﾟを主柱に使用。また、2～5本立は

上部容器受け周囲にＬ3×25のｱﾝｸﾞﾙ

を使用。容器をしっかり固定しま

す。

●底部アンカー固定穴を増設。

従来の底部の固定穴に加え10.0Φの

穴を1から2か所増設。壁際など工具

が入りにくい場所への設置が固定し

やすくなりました。

容器固定ｸｻﾘ仕様(4φ共通) クサリ固定型式

STATIONALY CYLINDER HOLDERS

※　アンカーボルト固定用穴位置は誤差が生じやすいため、現物にてご確認ください。

無

無

無

底面部

有（6）

有（5）

有（6）

有（6）

有（6）

固定穴10φ

背面部

無

無

備　考

○

○

○

○

○

有(個別掛け)

有(個別掛け) 有(まとめ掛け)

中　段

有（個別掛け）

有(まとめ掛け)

有(まとめ掛け)

有(まとめ掛け)

11.0

350×300×650

420×240×650

610×240×650

上　段

有(個別掛け)

有(個別掛け)

有(個別掛け)

6.0

7.5

株式会社フジ　ハンドカー事業部

〒340-0003　 埼玉県草加市稲荷1-4-36

電話:048(922)9547　 FAX:048(927)5441

homepage:http://www.fuji-handcar.com/

e-mail:hando@fuji-handcar.com

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ1500ℓ×5本立

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ1500ℓ×1本立

ボンベスタンド　　　ボンベスタンド　　　　ボンベスタンド　　　　　  ボンベスタンド　　　                        ボンベスタンド

１５００ℓ×１本立　１５００ℓ×２本立　　１５００ℓ×３本立　　　　１５００ℓ×４本立　                        １５００ℓ×５本立

品名・規格・仕様

商品名

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ1500ℓ×2本立

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ1500ℓ×3本立

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ1500ℓ×4本立

寸法（ミリメートル）

全幅×奥行×高さ

790×260×650

990×260×650

重量(㎏)

4.0

9.5
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ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ500ℓ×1本立･太径仕様

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ500ℓ×2本立･太径仕様

株式会社フジ　ハンドカー事業部

〒340-0003　 埼玉県草加市稲荷1-4-36

電話:048(922)9547　 FAX:048(927)5441

homepage:http://www.fuji-handcar.com/

e-mail:hando@fuji-handcar.com

500ℓ

500ℓ

500ℓ

有（4）320×320×250

有（4）260×260×250

ボンベスタンド500ℓシリーズ　　

継目無容器 500ℓ（ 3.4ℓ）用  容器架台

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ

500ℓ-1本立【太径仕様】

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ

500ℓ-2本立【太径仕様】

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ

500ℓ-6本立【太径仕様】

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ

500ℓ-4本立【太径仕様】

●全商品2.3ｔの底板付き

容器の安定性と架台底部のｱﾝｶｰ固定を可能にしました。丈夫な2.3ミリ厚の底板

にφ10の固定穴4箇所を標準装備。転倒を防ぎ安全にご使用いただけます。

●安定性の高いリング立ち上げ型容器架台

500Ｌｼﾘｰｽﾞのﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞは主柱、容器受けﾘﾝｸﾞともに丈夫なﾌﾗｯﾄﾊﾞｰを使用し

たｼﾝﾌﾟﾙな構造になっています。小型・軽量な容器用の架台のため、容器はﾘﾝｸﾞ

受けに挿し入れるだけ。煩わしい固定作業なしに容器の転倒を防止します。
ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ500ℓ-1本立　　ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ 500ℓ-1本立

太径仕様　　　　　　　　　 細径仕様

STATIONALY CYLINDER HOLDERS

　ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ500ℓ×1本立　　　ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ500ℓ×2本立　　　　　　　ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ500ℓ×4本立　　　　　ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ500×6本立ℓ

　細径仕様　　　　　　　　     　細径仕様　　　             　　　　　　　細径仕様　　　　       　　　　　　細径仕様

代理店

500ℓ

500ℓ 有（4）

φ140㎜

φ140㎜

3.0

4.0

4.5

320×260×250

有（4） ※-受注生産品

※-受注生産品

商品名

品名・規格・仕様

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ500ℓ×1本立･細径仕様

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ500ℓ×2本立･細径仕様

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ500ℓ×3本立･細径仕様

500ℓ

370×260×350

固定穴10φ

底面部

有（4）

有（4）

有（4）

500ℓ

容器規格 容器外径 備　考

有（4）

有（4）

500ℓ

500ℓ

500ℓ 260×260×350

※-受注生産品

3.0

3.5φ100㎜

※上記500L以外の小型容器用も製作いたします。容器規格、使用本数などご用意してお問い合わせください。

8.5480×320×250

φ140㎜

φ140㎜

φ140㎜

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ500ℓ×4本立･太径仕様

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ500ℓ×6本立･太径仕様 有（4） ※-受注生産品

480×260×250ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ500ℓ×3本立･太径仕様

5.5

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ500ℓ×4本立･細径仕様

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ500ℓ×6本立･細径仕様

φ100㎜

φ100㎜

重量(㎏)

φ100㎜

φ100㎜

全幅×奥行×高さ

260×260×350

260×260×350

370×260×350

寸法（㎜）

2.5

4.0

6.0
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代理店

マルチスタンド  / 連結用スタンド  / ステンレス･スタンド

STATIONALY CYLINDER HOLDERS

1500ℓ×3 610㎜ 260㎜ 650㎜ 9㎏

1500ℓ×2

1500ℓ×5 990㎜ 260㎜ 650㎜ 13㎏

1500ℓ×4 790㎜ 260㎜ 650㎜ 11㎏

420㎜ 260㎜ 650㎜ 7㎏

1500ℓ×1 350㎜ 300㎜ 650㎜ 5㎏

550㎜ 450㎜ 1000㎜ 10㎏

7000ℓ×5 1510㎜ 350㎜ 1000㎜ 41㎏

7000ℓ×4 1240㎜ 350㎜ 1000㎜ 34㎏

容器規格 全幅 奥行 高さ 重量 備考

株式会社フジ　ハンドカー事業部

〒340-0003　 埼玉県草加市稲荷1-4-36

電話:048(922)9547　 FAX:048(927)5441

homepage:http://www.fuji-handcar.com/

e-mail:hando@fuji-handcar.com

■　ステンレススタンド
　　7000ℓ×1本立

■　ステンレススタンド
　　1500ℓ×2本立

7000ℓ×2 650㎜ 350㎜ 1000㎜ 22㎏

■　ステンレス　ボンベスタンド

当製品は本体はもちろん、クサリなどの部品もすべてステンレス製で、防錆、耐摩
耗性に優れ発塵を最小限に防ぎます。
画像の7000ℓ-1本立、1500ℓ-2本立以外にも、鉄製のﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ7000ℓ用1500ℓ用
と同様に、1～5本立をはじめ、各容器種、各規格サイズの特注品製造もできます
のでお気軽にお問い合わせください。

7000ℓ×1

7000ℓ×3 920㎜ 350㎜ 1000㎜ 27㎏

430㎜

200㎜ 250㎜ 800㎜ 5㎏

全高 重量

ステンレス製ボンベスタンド主要規格表

■　マルチスタンドBS-77 ■　車載時イメージ

■　マルチスタンド取付金具

■　連結用ｽﾀﾝﾄﾞ

当製品は、ｽﾀﾝﾄﾞ同士を簡単に連結して使用することができるボンベスタンドです。
画像の7000ℓ用のほか、1500ℓ用の用意がございます。
※　1500ℓ用と7000ℓ用の連結使用はできません。

商品名: 車載用ﾏﾙﾁｽﾀﾝﾄﾞＢＳ-77

本体寸法(ミリ) :幅740×奥行310×高さ1000                   

本体重量: 約28㎏　　　

専用取付金具： 3組（ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ付）

その他仕様 :  容器固定方式開閉式ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ

酸素側・アセチレン側各上下2点固定

■マルチスタンドBS-77

トラックなどで容器を移動する際、荷台に容器の固

定を安定して行える容器架台です。頑丈なアングル

製の本体に、容器をしっかりと固定できる開閉式フ

ラットバーで、容器1本毎に上下段2か所の固定が

できます。酸素7000ℓとｱｾﾁﾚﾝ7kg各1本の2本積で

す。専用金具によりトラックの荷台に取付け出来ま

す。 (車両形状によりご使用いただけない場合もご

ざいます。）

*酸素7000ℓ2本積なども製作可能です。

主な仕様

■　連結用ｽﾀﾝﾄﾞ7000ℓ×1本立（右は連結例）

1200㎜ 12㎏

品名　規格 備考

連結用ｽﾀﾝﾄﾞ
1500ℓ×1本立

連結用ｽﾀﾝﾄﾞ
7000ℓ×1本立

全幅 奥行

300㎜

※受注生産
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主な仕様

代理店

■　ボンベカバー

株式会社フジ　ハンドカー事業部

〒340-0003　 埼玉県草加市稲荷1-4-36

電話:048(922)9547　 FAX:048(927)5441

homepage:http://www.fuji-handcar.com/

e-mail:hando@fuji-handcar.com

■ ボンベカバー

 酸素7000ℓ用

■ ボンベカバー

アセチレン7㎏用

■ ボンベカバー

防炎防湿仕様の高圧ガス容器用日除けカバーです。画像の様にマジックテープで止める仕様

ですので、カバーを開き容器の首に固定して巻き付け、上から順にテープを止めるだけでカ

バーをかけることが簡単に行えます。

ボンベ ハンガー ・ ボンベ カバー

OTHER  CYLINDER     OUTFITS

■ ボンベハンガー1本吊　　　　■ 付属品 ■ ボンベハンガー３本吊　　　　　■ 付属品

■ボンベハンガー

高圧ガス容器の高所への吊り上げ作業をスムーズに行うことを可能にした商品です。

酸素7000ℓまたはアセチレン7㎏どちらか１本を収納して吊ることが可能な1本吊りタイプと、

酸素7000ℓ×2本+アセチレン7㎏×1本の合計3本を同時に吊ることができる3本吊りタイプの2種類からお選びいただけます。

50

付属品：Ｍ12ｼｬｯｸﾙ…3個

ﾜｲﾔｰｽﾘﾝｸﾞＪＩＳﾛｯｸ8φ×800…3本

寸法:全幅×奥行×全高

単位:㎜

品名　規格

重量:㎏

付属品　・　備考

ﾎﾞﾝﾍﾞﾊﾝｶﾞｰ3本吊

700×700×1750(肩まで1000）

（底板は700φ円形）

ﾎﾞﾝﾍﾞﾊﾝｶﾞｰ1本吊

410×450×1650

25

付属品：Ｍ12ｼｬｯｸﾙ…4個

ﾜｲﾔｰｽﾘﾝｸﾞＪＩＳﾛｯｸ8φ×800…4本
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ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ7000ℓ×5本立上中ﾊﾞﾝﾄﾞ仕様

重量 容器固定ｸｻﾘ仕様（4.8φ共通）

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｯｸ

○

○

1510×350×1000 39.5

上　段

有（個別掛け）

有（個別掛け）

有（個別掛け）

920×350×1000

1240×350×1000

■ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ7000ℓ×2本立　　　　■ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ7000ℓ×3本立　　　■ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ7000ℓ×４本立　　　　　■ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ7000ℓ×５本立

　上中ﾊﾞﾝﾄﾞ仕様              　　　　　 上中ﾊﾞﾝﾄﾞ仕様　　　　                上中ﾊﾞﾝﾄﾞ仕様                                  上中ﾊﾞﾝﾄﾞ仕様

有（4）

有（4）

底面部

有（5）

有（6）

有（6）

寸法（㎜）

全幅×奥行×高さ

700×350×1000

㎏

21.0

26.0

33.0

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ7000ℓ×3本立上中ﾊﾞﾝﾄﾞ仕様

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ7000ℓ×4本立上中ﾊﾞﾝﾄﾞ仕様

※　アンカーボルト固定用穴位置は誤差が生じやすいため、現物にてご確認ください。

※  ７０００Ｌ×１本立は構造上、通常シリーズが既に上中バンド仕様と同等になります。

※   ご希望により7000ℓ×6本立などの特注も承ります。

株式会社フジ　ハンドカー事業部

〒340-0003　 埼玉県草加市稲荷1-4-36

電話:048(922)9547　 FAX:048(927)5441

homepage:http://www.fuji-handcar.com/

e-mail:hando@fuji-handcar.com

■ ボンベスタンド 7000ℓ×2本立　上中バンド仕様
頑丈なボンベスタンド７０００Ｌシリーズの容器の安定と安全性をさらにアップ。容
器受けと固定チェーンを中段位置にも増設。容器毎の個別掛けが可能になりまし
た。

●頑丈な構造
7000×2本立～7000×5本立には
 Ｌ3×40のアングルを使用。
※1本立は、ﾊﾟｲﾌﾟ（P31.8-1.6）
になります。

●背面にも固定穴を増設。
従来の底部の固定穴に加え、
背面の柱に10.0Φの穴を計4か所ご用意。
壁面への固定の際などにご利用いただけます。
※7000-1本立は底面部の穴
10Φ-6か所のみになります。

●安心のスプリングフック固定。
容器チェーンの固定にはスプリングフック使用。本体側リングに押し当
てるだけで、チェーンを固定できます。地震・衝突などの振動ではずれ
にくいため、チェーンが外れて転倒するリスクを減少させました。

有（4）

備　考

※-受注生産品
※-受注生産品
※-受注生産品
※-受注生産品

ｱﾝｶｰ等,固定穴10φ

背面部

有（4）

有（6）

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ7000ℓ　上中ﾊﾞﾝﾄﾞ仕様

継目無容器70００ℓ(47ℓ)用-容器架台

STATIONALY CYLINDER HOLDERS

代理店

商品名

品名・規格・仕様

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ7000ℓ×2本立上中ﾊﾞﾝﾄﾞ仕様

有（個別掛け）

○

○

中　段

有（個別掛け）

有（個別掛け）

有（個別掛け）

有（個別掛け）
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ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ1500ℓ×2本立上中バンド仕様

スプリングフック

スプリングフック

全幅×奥行×高さ

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ1500ℓ×4本立上中バンド仕様

底面部

固定穴10φ

上　段 スプリングフック

寸法(ミリメートル)

スプリングフック

有　(個別掛け) ※-受注生産品

990×260×650

790×260×650

610×240×650

420×240×650

13.5

11.5

※-受注生産品

※-受注生産品

スプリングフック

株式会社フジ　ハンドカー事業部

〒340-0003　 埼玉県草加市稲荷1-4-36

電話:048(922)9547　 FAX:048(927)5441

homepage:http://www.fuji-handcar.com/

e-mail:hando@fuji-handcar.com

7.0

9.0

無

無

無

無

有　(個別掛け) 有　(個別掛け)

有　(個別掛け) 有　(個別掛け)

有　(個別掛け) 有　(個別掛け)

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ1500ℓ×3本立上中バンド仕様

ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ1500ℓ×5本立上中バンド仕様

代理店

ボンベスタンド1500ℓ上中バンド仕様

STATIONALY  CYLINDER  HOLDERS

継目無容器１５００ℓ(10ℓ)用-容器架台

有　(個別掛け)

※-受注生産品

中　段

容器固定クサリ仕様（4.0φ共通）

有(５)

有(６)

有(６)

有(６)

クサリ固定型式

既存のボンベスタンドでは、まとめ掛けになっていた中段の容器固定チェーンを、個別掛け可能にしました。

併せて上段同様、容器受けも容器1本毎に設けていますので、上段中段2か所で容器を個別に固定でき、より強力な容器保持を実現しています。

■ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ1500ℓ×4本立
 上中ﾊﾞﾝﾄﾞ仕様

■ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ1500ℓ×5本立
 上中ﾊﾞﾝﾄﾞ仕様

商品名

品名・規格・仕様

重量

●安心のスプリングフック固定。

容器固定チェーンの端部にはスプリングフック使用。本体側リングに押し当て

ていただくだけで、チェーンを完全に固定します。振動で外れにくく、地震や

衝突による容器転倒の初動を抑え、転倒の可能性を減少できます。

●頑強なﾊﾟｲﾌﾟ⁺ｱﾝｸﾞﾙ製

1500Ｌｼﾘｰｽﾞのﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞは、25.4Φのﾊﾟｲﾌﾟを主柱

に使用。2本立～5本立の上部容器受け周囲にはＬ3.0

×25のｱﾝｸﾞﾙを使用し、小型容器用容器架台として、

非常に頑丈な仕上げに作られています。

●底部アンカー固定穴を増設。

従来の底部の固定穴に加え10Φの穴を1から2か所増

設。壁際など工具が入りにくい場所への設置が固定し

やすくなりました。

㎏

■ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ1500ℓ×3本立
 上中ﾊﾞﾝﾄﾞ仕様

■　ボンベスタンド1500ℓ×2本立上中バンド仕様

■ﾎﾞﾝﾍﾞｽﾀﾝﾄﾞ1500ℓ×2本立
 上中ﾊﾞﾝﾄﾞ仕様

備　考
背面部

ﾀﾞﾌﾞﾙ

ﾁｪｰﾝ

ﾀﾞﾌﾞﾙ

ﾊﾞﾝﾄﾞ

- 15 -



株式会社フジ　ハンドカー事業部

〒340-0003　 埼玉県草加市稲荷1-4-36

電話:048(922)9547　 FAX:048(927)5441

homepage:http://www.fuji-handcar.com/

e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店

FOR　MEDICAL USE　HAND CARTS

施設内用  容器運搬車

本  体  寸  法 :（幅×奥行×高さ）：約340㎜×約500㎜×約900㎜                   

そ の 他 仕様 :  上下二段式容器受けリング、容器固定ネジ

商　 品　 名 ： ハンドカーFK500L細径仕様-303型1本積

本  体  材  質： 鉄製　　焼付塗装：白色

主タイヤ：125φ

■研究施設や病院内などの屋内施設における小型容器の安定した運搬に最適です。

■容器受けリングと固定ネジを上下二段に設け、容器の脱落防止と安定性をアップしました。

ハンドカーFK500L細径仕様-303型1本積

FUJI HANDCARTS
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代理店

低温容器用運搬車
LIQID GAS CYLINDER TRUKS

品名・規格 主ﾀｲﾔ

※交換用保守部品(油圧ジャッキ・キャスター等)につきましては弊社までお問い合わせください。

※各種寸法に容器の大きさは含みません。

株式会社フジ　ハンドカー事業部

〒340-0003　 埼玉県草加市稲荷1-4-36

電話:048(922)9547　 FAX:048(927)5441

homepage:http://www.fuji-handcar.com/

e-mail:hando@fuji-handcar.com

LGC175L 約750㎜ 約885㎜ 約1560㎜約44㎏ﾊﾝﾄﾞｶｰＦＫＳ-1型 φ130固定ｷｬｽﾀｰ
容器固定チェーン4.8φ

1本付属両端フック付

備考

■ハンドカーＦＫＳ１型

大きく、重い低温容器の運搬には常に危険が伴います。容器構造も複雑でデリケートな取り扱いも要求されます。

油圧ジャッキにより容器を立てたまま簡単に昇降・移動が可能なFKS1型は、そんな複雑で安全性を求められる運搬に最適で、

移動も方向変換も楽に素早く安全に行えます。

また本体下回りのパイプフレームを従来品の約1.5倍肉厚に、メインピラー下部やハンドル周囲には補強をプラスして耐久性をたかめ、

使用頻度の高い現場でも安心してご使用いただけるようになりました。

●油圧ジャッキは交換可能なボルトオンタイプ。簡単に取外しが可能でジャッキトラブル時も素早く交換できます。

●取外し可能な容器固定用のチェーンを1本標準装備。容器運搬時の一時的な固定に容器と運搬車の離脱を防ぎます。

必要ない場合にはスプリングフックで簡単に取り外すことも可能です。

●キャスターには大径130φキャスターを使用。自在キャスターは位置保持に便利なストッパー付です。

■詳細・仕様

副ﾀｲﾔ

φ130自在ｷｬｽﾀｰ

ｽﾄｯﾊﾟｰ付

FKSｼﾘｰｽﾞ専

用油圧式2t

ジャッキ仕

様
積載容器 全幅 全奥行 全高 重量
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