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LINE
公式アカウント
友だち募集中



九州営業所：〒811-2112 福岡県糟屋郡須恵町植木 167-1
TEL：092（935）0700　FAX:092（931）2022

鹿児島出張所 :〒899-2704 鹿児島県鹿児島市春山町 1889-8
TEL：098(878)2725　FAX:098(878)4774沖縄出張所：〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖 1-4-15
TEL：099(278)1300　FAX:099(278)1503

DCA-150LSIE
発電出力[50/60Hz]:
三相4線式200/220V・400/440V 125/150kVA

運転可能時間が「25時間」の時 燃料残量ランプが１個の時は「E」表示

45LS45LS

*2021年10月現在当社調べ

DCA-45LSYB
発電出力[50/60Hz]:
単相3線式100/110V 21.4/26.0kVA
三相4線式200/220V・400/440V 37/45kVA

45LS45LS

動画はこちら

▼ ▼

ビッグタンク搭載エコベース

DCW-400LSE
■炭酸ガス溶接:
電流調整範囲:50～400A　
適用ワイヤ径　0.9/1.2/1.4mm

■ガウジング:
電流調整範囲:100～400A　
適用溶接棒　4.0～8.0mm

■手溶接
電流調整範囲:50～400A　
適用溶接棒　2.0～8.0mm

■交流電源(50/60Hz)
単相100/110V 9.0/9.9kVA
三相200/220V 13/15kVA

炭酸ガス溶接 手溶接 ガウジング

エコベース
空間容量

余裕のエコベース容量

60L60L
燃　料 40L
潤滑油 4.4L
冷却水 3.5L
総液体量 47.9L

動画はこちら

▼ ▼
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自然の驚異 !!
多発するゲリラ豪雨

災害時はもちろん、様々な簡易雨水排水設備で活躍します。

KB28-H260-W180_B

写真は KRS 型（フランジ接続仕様）

校正用の見本PDFです。印刷には使用しないで下さい。

「ゲリラ豪雨対策ポンプのご紹介」
動画をご覧いただけます。

工事現場などで活躍する大容量性能の水中ポンプは、
フランジ接続仕様にする事で、簡易雨水排水設備
などにも対応可能です。

大阪本店：〒538-8585 大阪市鶴見区鶴見4-16-40  TEL.（06）6911-2351  FAX.（06）6911-1800
東京本社：〒110-0016 東京都台東区台東1-33-8  TEL.（03）3833-9765  FAX.（03）3835-8429

北海道支店：TEL.（011）787-8385
東北支店：TEL.（022）284-4107 

東京支店：TEL.（03）3833-0331
北関東支店：TEL.（027）310-1122

中部支店：TEL.（052）481-8181
北陸支店：TEL.（076）268-2761 

近畿支店：TEL.（06）6911-2311
中国支店：TEL.（082）923-5171

四国支店：TEL.（087）815-3535 
九州支店：TEL.（092）452-5001  





ユアサ商事株式会社 建機本部

北海道建機ＰＴ TEL (011)863-0160 中部建機部（北陸） TEL (076)442-1196

東北建機部 TEL (022)236-0875 関西建機部 TEL (06)6266-4541 

関東建機部 TEL (03)6369-1900   中国建機部 TEL (082)245-5622

関東建機部（新潟） TEL (025)287-4721     九州建機部 TEL (092)474-6431

関東建機部（静岡） TEL (054)255-3123   九州建機部（沖縄） TEL (098)876-2192

中部建機部 TEL (052)779-8150 広域営業部 TEL（03）6369-1124

業界最大級商品検索サイト https://www.growingnavi.com

超軽量（35㎏） スチール製
積載荷重 1,000㎏

多用途 感染低減ハウス

油圧ショベル装着草刈剪定機
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■引受保険会社

リスクはすぐそこに…
お見積り承ります。いつでもお気軽にご依頼ください。

賠償事故の対応はスピードが「命」です！
安定した事業継続のためには巨額な賠償金に対する備えが必要です。

リスク診断サービスを行っております。お気軽にお申し付け下さい。

九州支店
【平日9：15～17：30／土・日・祝日、年末年始を除く】
福岡県福岡市博多区博多駅前1-13-1
九勧承天寺通りビル12階　
〒812-0011
TEL 092－452－8240

福岡支店
【平日9：00～17：00／土・日・祝日、年末年始を除く】
福岡県福岡市中央区大名2-4-35
富士火災福岡ビル　
〒810-0041

TEL 092－718－7000

＜2021年9月現在＞

■取扱代理店

会員の皆さまへ

九州営業所：〒811-2112 福岡県糟屋郡須恵町植木 167-1
TEL：092（935）0700　FAX:092（931）2022

鹿児島出張所 :〒899-2704 鹿児島県鹿児島市春山町 1889-8
TEL：098(878)2725　FAX:098(878)4774沖縄出張所：〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖 1-4-15
TEL：099(278)1300　FAX:099(278)1503
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泥などはステップの下に落とされます。
脚を交換すると連結できます。

メッシュなので、水をかけて汚れを落とせます。
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フランジ接続仕様にする事で、簡易雨水排水設備
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関東建機部（静岡） TEL (054)255-3123   九州建機部（沖縄） TEL (098)876-2192

中部建機部 TEL (052)779-8150 広域営業部 TEL（03）6369-1124

業界最大級商品検索サイト https://www.growingnavi.com

超軽量（35㎏） スチール製
積載荷重 1,000㎏
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油圧ショベル装着草刈剪定機
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メッシュなので、水をかけて汚れを落とせます。





■引受保険会社

リスクはすぐそこに…
お見積り承ります。いつでもお気軽にご依頼ください。

賠償事故の対応はスピードが「命」です！
安定した事業継続のためには巨額な賠償金に対する備えが必要です。

リスク診断サービスを行っております。お気軽にお申し付け下さい。

九州支店
【平日9：15～17：30／土・日・祝日、年末年始を除く】
福岡県福岡市博多区博多駅前1-13-1
九勧承天寺通りビル12階　
〒812-0011
TEL 092－452－8240

福岡支店
【平日9：00～17：00／土・日・祝日、年末年始を除く】
福岡県福岡市中央区大名2-4-35
富士火災福岡ビル　
〒810-0041

TEL 092－718－7000

＜2021年9月現在＞
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会員の皆さまへ
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