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登録番号：JQA-QMA12087
登録日：2005年4月1日

日立産機システム省力システム事業部（多賀地区）は、本
カタログに掲載されているホイスト・モートルブロックの品質
保証に関する国際規格ISO9001の認証を取得しています。

専用展開

● 電源入切（入切用電磁スイッチ付/不付、非常停止ボタン付/不付）

● 揚程延長
    （揚程9m～15mは従来収納器Bx、16m～20mは従来収納器Cxを使用します。）

● 操作回路電圧変更（200V、48V、100V）

● 特殊チェーン（無電解ニッケルメッキ、金属拡散浸透処理、ステンレス）

● モータ絶縁階級向上（F種絶縁）

● 熱帯処理（モータのワニス2回処理）

● 上フック直結形

● 特殊塗装（耐塩塗装、防食塗装、塩化ゴム系塗装、ポリウレタン樹脂系塗装）

● 鋼板製収納器

● サーマルプロテクタ付

全国サービスステーション・ネットワーク
北海道地区
北海道 （011）611-4121
東北地区
東北 （022）364-4121
福島 （024）961-0500
秋田  （018）846-9933
八戸 （0178）41-2711
関東・甲信越地区
新潟 （025）274-6914
栃木 （0285）25-3536
茨城 （029）273-7424
筑波 （029）826-5851
甲信 （0266）56-6222
高崎 （027）377-9902 
東京 （047）451-3111
東京中央 （03）5245-0358
埼玉 （048）728-8521
横浜 （045）540-2731
北陸地区
北陸 （076）420-5411

中部地区
中部 （052）884-5812
静岡 （0545）55-3260
近畿地区
大阪 （06）4868-1201
京都 （075）661-1081
滋賀 （0748）46-6606
姫路 （079）234-9571
中国地区
中国 （082）282-8111
岡山 （086）263-3022
山口 （0835）23-7705
山陰 （0854）22-5552
四国地区
四国 （087）882-1212
九州地区
九州 （092）651-0131
北九州 （093）582-1175
南九州 （099）260-2818

TEL（03）4345-6041
TEL（03）4345-6045
TEL（022）364-2710
TEL（011）611-1224
TEL（024）961-0500
TEL（076）420-5711
TEL（052）884-5826
TEL（06）4868-1211
TEL（087）882-1192
TEL（082）282-8112
TEL（092）651-0141
TEL（03）3643-1117
TEL（03）4345-6529

お問い合わせ営業窓口
〒101-0022  東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）
〒101-0022  東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）
〒985-0843  宮城県多賀城市明月2丁目3番2号
〒063-0814  北海道札幌市西区琴似四条一丁目1番30号
〒963-8041  福島県郡山市富田町字町西32番2号
〒939-8213  富山県富山市黒瀬81番1号
〒456-8544  愛知県名古屋市熱田区桜田町16番17号
〒660-0806  兵庫県尼崎市金楽寺町一丁目2番1号
〒761-8012  香川県高松市香西本町142番地5号
〒735-0029  広島県安芸郡府中町茂陰一丁目9番20号
〒812-0051  福岡県福岡市東区箱崎ふ頭五丁目9番26号
〒135-8422  東京都江東区福住一丁目13番12号
〒101-0022  東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）

本社・営業統括本部
関 東 地 区 窓 口
北 日 本 支 社
　 北 海 道 支 店
　 福 島 支 店
北 陸 支 社
中 部 支 社
関 西 支 社
　 四 国 支 店
中 国 支 社
九 州 支 社
エンジニアリング事業推進本部
海外営業企画部



負荷時間率向上
25%ED → 40%ED※1

防じん・防まつ形の
保護構造（IP54）
※1 L、LNシリーズ

チェーンこぼれ防止
収納器の開口部を袋状化
吊り荷落下リスク低減
新規下フック用外れ止めに
設けた爪が下フックを確実
にキャッチ

玉掛け性向上
フック開口部寸法拡大
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定格

周囲温度 （℃）

リンクチェーン

概略質量 （kg）
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耐久性向上 安全性向上

取扱性向上

二重速形

形式 1/2SN（H）2
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定格荷重 （kg）
負荷時間率 （％ED）
最大始動頻度 （回/h）

フック開口部寸法 （mm）

定格荷重 （kg）
負荷時間率 （％ED）
最大始動頻度 （回/h）

フック開口部寸法 （mm）
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19
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17

1/4L（H）
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二重速形　LN（H） 
形式 1/2LN（H）
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17/4.3

1/4LN（H）
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40
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10/2.5
12/3.0
27

50Hz
60Hz

二重速形　SN（H） 

単相形　LS（H） 
形式 1/2LS（H）
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3.6
4.3

1/4LS（H）
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5.0
6.0

50Hz
60Hz

単相形　SS（H）

定格荷重 （kg）
負荷時間率 （％ED）
最大始動頻度 （回/h）

フック開口部寸法 （mm）

定格荷重 （kg）
負荷時間率 （％ED）
最大始動頻度 （回/h）

フック開口部寸法 （mm）

定格荷重 （kg）
負荷時間率 （％ED）
最大始動頻度 （回/h）

フック開口部寸法 （mm）

定格荷重 （kg）
負荷時間率 （％ED）
最大始動頻度 （回/h）

フック開口部寸法 （mm）

耐久性。安全性。そして、取扱性。
基礎能力を向上させた小形高機能モートルブロック、
　シリーズ登場。

耐耐耐耐耐耐耐耐耐耐久久久久久久久久久久久久性性性性性性性性性性性性性性。。。。。。。。。。安安安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全全全性性性性性性性性性性性性性性。。。。。。。。。。そそそそそそそそそそそそそそそそそそしししししししししししししししししててててててててててててててて、、、、、、取取取取取取取取取取取扱扱扱扱扱扱扱性性性性性性性性性性性性性性。。。。。。。。。。
能能能能能能能能能力力力力力力力力力力力力をををををををををををを向向向向向向向向向向向向向上上上上上上上上上上上上上上上ささささささささささささささせせせせせせせせせせせせせせたたたたたたたたたたたたたたたたた小小小小小小小小小小小小小小小小小形形形形形形形形形形高高高高高高高高機機機機機機機能能能能能能能能能能モモモモモモモモモモモーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトルルルルルルルルルルルルルルルブブブブブブブブブブブブブブブブロロロロロロロロッッッッッッッッッッッッッククククククククククククククククク、、、、、、、、、、、
リリリリリリリリリリリリリリーーーズズズズズズズズズズズズズ登登登登登登登登登場場場場場場場場場場場場。。。。。。。。。。

耐久性。安全性。そして、取扱性。
基礎能力を向上させた小形高機能モートルブロック、
　シリーズ登場。

ドットグラデーション
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●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

信用と行き届いたサービスの当社へ
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登録番号：JQA-QMA12087
登録日：2005年4月1日

日立産機システム省力システム事業部（多賀地区）は、本
カタログに掲載されているホイスト・モートルブロックの品質
保証に関する国際規格ISO9001の認証を取得しています。

専用展開

● 電源入切（入切用電磁スイッチ付/不付、非常停止ボタン付/不付）

● 揚程延長
    （揚程9m～15mは従来収納器Bx、16m～20mは従来収納器Cxを使用します。）

● 操作回路電圧変更（200V、48V、100V）

● 特殊チェーン（無電解ニッケルメッキ、金属拡散浸透処理、ステンレス）

● モータ絶縁階級向上（F種絶縁）

● 熱帯処理（モータのワニス2回処理）

● 上フック直結形

● 特殊塗装（耐塩塗装、防食塗装、塩化ゴム系塗装、ポリウレタン樹脂系塗装）

● 鋼板製収納器

● サーマルプロテクタ付

全国サービスステーション・ネットワーク
北海道地区
北海道 （011）611-4121
東北地区
東北 （022）364-4121
秋田 （018）846-9933
八戸 （0178）41-2711
福島 （024）961-0500
関東・甲信越地区
東京 （047）451-3111
東京中央 （03）5245-0358
埼玉 （048）728-8521
栃木 （0285）25-3536
高崎 （027）377-9902
茨城 （029）273-7424
筑波 （029）826-5851
横浜 （045）540-2731
新潟 （025）274-6914
甲信 （0266）56-6222
北陸地区
北陸 （076）420-5411

中部地区
中部 （052）884-5812
静岡 （0545）55-3260
近畿地区
大阪 （06）4868-1201
京都 （075）661-1081
滋賀 （0748）46-6606
姫路 （079）234-9571
中国地区
中国 （082）282-8111
岡山 （086）263-3022
山陰 （0854）22-5552
山口 （0835）23-7705
四国地区
四国 （087）882-1212
九州地区
九州 （092）651-0131
北九州 （093）582-1175
南九州 （099）260-2818

TEL（03）4345-6041
TEL（03）4345-6045
TEL（011）611-1224
TEL（022）364-2710
TEL（024）961-0500
TEL（076）420-5711
TEL（052）884-5826
TEL（06）4868-1211
TEL（082）282-8112
TEL（087）882-1192
TEL（092）651-0141
TEL（03）4345-6027
TEL（03）4345-6529

お問い合わせ営業窓口
〒101-0022  東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）
〒101-0022  東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）
〒063-0814  北海道札幌市西区琴似四条一丁目1番30号
〒985-0843  宮城県多賀城市明月二丁目3番2号
〒963-8041  福島県郡山市富田町字町西32番2号
〒939-8213  富山県富山市黒瀬81番1号
〒456-8544  愛知県名古屋市熱田区桜田町16番17号
〒660-0806  兵庫県尼崎市金楽寺町一丁目2番1号
〒735-0029  広島県安芸郡府中町茂陰一丁目9番20号
〒761-8012  香川県高松市香西本町142番地5号
〒812-0051  福岡県福岡市東区箱崎ふ頭五丁目9番26号
〒101-0022  東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）
〒101-0022  東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）

本社・営業統括本部
関東地区窓口
北 海 道 支 社
東 北 支 社
　 福 島 支 店
北 陸 支 社
中 部 支 社
関 西 支 社
中 国 支 社
四 国 支 社
九 州 支 社
産業システム事業部
海外営業企画部
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