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扉安全装置

増田勝太郎

特許 第590664号(特公昭45-15075号)

本発明は,電動扉(とびJ))で閉扉(ひ)の

取 入体および物体が扉にはさまり損傷す

ることおよぴこのはきまりにより開閉装置

が空転し破損するのを防止するための装置

である｡

従来,一般にエレベータにおいて使用さ

れてし-るものは,扉前縁に作動片を前進後

退するように組み込み,物体が前記作動片

に当ることによってこの作動片を後退させ,

この後退動作で扉裏面に取り付けられたス

イッチを作動し,扉を反転するように構成

されていた｡この種のものでは,扉裏面に

スイッチが設けられるため,扉開閉時の加

減凰振動などにより,スイッチにチャッ

タリングが生じ,スイッチの接点が荒れ接

触不良を起二しやすい｡さらにスイッチの

り‾ド線が開閉のたびに屈曲されるため断

線しやすい｡

本発明は,扉①の前縁に､開扉時障割勿

が碇①にはさまれた時後退動作する作動片

⑤を設け,かつ扉①肘宕を通過する水平光

鮎椚
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束④を発し,水平光束④が障害物⑦に直接

さえぎられたときおよび作動片⑤の後退動
作に基づし､て水平光束がさえぎられたとき

動作して扉①の反転回路を形成する光電装

置②およぴ③を設けたものである｡

本発明によれば,特定位置,すなわち光

束④をさえぎる位置では,扉①に接触する

こと乙■く反転開扉することができる(図Ia)
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とともに,作動片に接触すれば出入口面の

どの位置に障害物①があっても,スイッチ

を作動させて反転開扉できる(図1b)｡さら

に扉①裏面にスイッチを設ける必要がない

ため,前記のような接点荒れや断線などの

問題を生ずることがないなど顕著な効果を

達成する｡
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図1本発明の扉安全装置を採用した扉の正面図

涜量制御弁

弓野 洋･木戸康夫･高橋達男

実用新案

流量制御弁によって速度制御を行なう油

圧エレベlタなどにおし-ては,この流量制

御弁の切欠き形状がエレベータなどの速度

特性を決定する｡

従来,流量制御弁におけるス7G-ルの切

欠き形状は,図1に見られるようにひし形

に形成されている｡一般にシリンダ内圧が

負荷圧まで上昇するまでには,ある程度の

Xo X
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Jぶ
図1従来の切欠き形状

第945945号(実公昭46-9677号)

時間がかかりこの間スプールは回転L,あ

る距馳Jだけ進んだ状態でシリンダ内圧力

と負荷庄が一致し,ケージが始動する｡

二のためⅩ軸以降の血横増加率は,Ⅹ｡点

から始まる場合よりも大きくなり,ケージ

起動時の衝撃となる｡

本案においては,切欠きに時間遅れとな

るしゃ閉‾郎頁∫を見越Lて,図2に示すよ

X｡×

(b)

注二

(訂=ドア

(卦=投光部

④=受光部

④=水平光束

⑨=作動片

⑥=作動片⑤

に設けられた

北東通過札

⑦=㊦障害物

うに面積βを有する補助切欠きDを設けた

ものである｡この構成により,図2からも

明らかなように,Ⅹ軸以降の面積増加率は,

図1の場合に比べ非′削二小さ〈,ケージ起

動時の衝撃は著Lく緩和される｡さらにⅩ｡

よI)Ⅹに至る距離を小にすれば,ケージの

起動遅れをも短縮させることができる｡

図2 本考案の切欠き形状
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チェーンスプロケット緩衝装置

一柳 健･竹ノ下光明･原 威

実用新案

エスカレータや電動道路は周知のように,

チェーンを介して踏み段あるし､は踏み板を移

動するように構成されている｡この子ェ【

ンはス78ロケットによって駆動されるが,

チェーンローラとス70ロケットの歯底が両

者のかみ合い時衝突し,これが騒音を伴い

ホテルそのほか静粛を必要とする場所に対

して,大きな問題となっていた｡

本考案は,上記の問題を簡単な構成によ

り解決したものである｡すなわち,図1に示

すように,スプロケットAの歯底(参に軸心

ク
/

第931252号(実公昭45-265別号)

方向の穴⑤をあけ,この人⑤に少なくとも

その上部がゴム③により被覆されたコイル

ばね(彰を,前記歯底(むより少しく突出する
ようにそう人し,次し､でスプロケットAと

チェーンロ【ラ(彰とのかみ合い時,前記コ

イルばね④によりかみ合い衝撃を緩和させ

るようにしたものである｡

本考案によれば,歯底(勤に設けられた軸

心方向の穴(参にコイルばね(彰をそう人する

構造としたので,スプロケット歯底面から

の突出量をチェーンローラ(丑が押しつけた

(b)

(a)

図l かみ合い状態を示す断面図(a)と緩衝体の拡大図(b)

のちは,必ずス70ロケット歯底面で保持さ

れることになり,真の動力伝達は弾性体の

有無に関係なくス70ロケット歯底面とチェ

ーンローラ(彰とによって行なわれることに
なる｡したがって本考案に用いられるコイ

ルばねは,単に一定の緩衝作用のみ得られ

るものでよく,その長寿命の確保は容易で

あり,かつ十分期待されうるものである｡

また単に歯底に軸心方向の穴をあけ,この

穴にコイルばねをそう入するだけであるか

ら,その取付けはきわめて容易である｡
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(丑=十エーンローラ

--①
(む=歯鷹

(卦=ゴム

④=コイルばJよ

(9=八

A=スプロケット

日立評論 Vol.56 No.1

新年特集増大号

昭和48年度における日立技術の成果

本誌の新年号は,毎年｢日立技術の成果+として,愛読者諸兄から多大

のご好評をし､ただいております｡昭和49年の新年特集増大号(Vol.56,

No.1)を恒例により｢昭和48年度における日立技術の成果+号として発

行することになりました｡

なにとぞ,引き続きご愛読くださいますようお願い申し上げます｡

日立評論 Vol.35 No.12 目 次

フ
説

ラグ
解

ル ポ

百万石の町 金沢

☆雪国で活躍する融雪装置

☆計算制御からシステム制御へ 制御用計算機の話〈下〉

☆快適な"温度環境''を

真の技術を追一求する日立技術展,73

山東昭子のルポルタージュ 養殖された`㌧神秘のマリモ

インタビュー 人間と交通-その明日を考える

家庭コーナー

美術館めぐり

今月の豆知識

新製品紹介

海外だよ り

置き場所と使い方の自由度を広げるカラーテ

レビ

ブリヂストン美術館

ソフトシリカ ブラックマトリックス方式

ステレオ 掃除機 カセットレコーダー ガ

スクッキングテーブル

奇跡の復興の国〈西ドイツ〉

発 行 所 日立評論社 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 郵便番号100

取 次 店 株式会社 オーム社書店 東京都千代田区神田錦町3丁目1番地 郵便番号101 批替口座 東京20018番

5S



製品紹介

日立ビルエースAP形展望用エレベータ…=‥‥‥‥‥93

流通センター向け荷物用日立エレベータ･…=‥=‥…94

日立D-AX10クロスバ交換機･‥……‥‥‥95

日立ファクシミリ…‥……‥･･96

東京急行電鉄株式会社,京王帝都電鉄株式会社向け 界磁チョッパ制御装置…‥･………97

帝都高速度交通営団8号線向け 主回路チョッパ制御装置‥…･…=…･98

白立パッケージ形(ローボーイ形,天井埋込形)エアーコンディショナ⊥……･…‥…99

49年度日立新形冷蔵庫‥‥…‥…･川0



立評論 VOL.55 N口.12 1273//製品紹介

日立ビルエゎスAP形展望用エレべ肘夕
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表】 ヒルエースAP汗壬罷聖.同工レベータのおもなイ士桔
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出入ロ

図l ビルエースAP形エレベータ展望用 回2 ビルエースAP形展望用エレベータ昇降路平面巨]
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外装

買降格壁
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ミ充通センター向け荷物用日立エレベータ

L_l､工告望n三巾では,かょよてか⊥〉ンr二r碑市

子貨グ川J迩にJ也Lたエレ/-＼こ-一夕ヒして,

2,500～3,000kg打i､ちを.選つLし拐己適セン

タ7-‡〔小ナィ耶勿川エレベータとれ什け糊

て己小であったれ このはど如上J(同地汁

Jll】こ件ユ七会什枇怖か_--if/､＼41子丁を納入した._

土山珪の1■榊勿f一事+エレベータの血わ向なふ､ノニノ･こ

にノ㌻川納入のエレベーター_1二倍三に/+いて

J妃叫するニ

1∴流通システム改善の動き

f卜々人恥うな叶川11を続ける物二戸亡グ〕流一也

を亡父‾去年するたこめ,1-1朋l】41一小二■i允.i過ごた

軌】+‾帆二J也♂､)車州i=二l一対するごプ三拝■か土'こ付
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表l 流通センター向け荷物用日立エレベータの右もな仕様

項 目 イ土 様

牙∠
⊥ニ

エ＼)

キ才一萱弦荷室(kg)

速 度【■川 =))

モ ー タ･ニ←:W)

イ丁 子呈 い1■r¶､)

停止｢三岳積≡

出+入口1‾∴去(‖1r】り

トア開閉方式

交一元2段速f要,荷物用工レへ一夕

2.500

45

△〔:J8

Z3′400

1 2,3,4,5脂

刊､二去 ≡笥口3′】Ol〕＼古一行3′190

内ン去 間口3-00D･出行3.000

間U3′000＼高さ2′80日

む重力2パネルアップ スライテングトア

(仁=三i/仁≡芋jトア予告フサーイ寸.)

ん-▲-`‾

｢

艶

iま

人β,㌘血好仙㌦h､r瀧監二､濫:

迅ゝ‾ぁま＼よ

樹影義′､.鷺
へ′山､泊血お恵意瀬

一浩ItYぬJん-㍍
､望

回l 涜通センター向け荷物用日立エレベータ(右)右よぴセンター外喜見(左)
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日立D-AXlOクロスバ交換機

[ト'.′二J土日作I叶は従札t･′､J柑ノーL.-■.㍍三ちニノi′･2()

-､-100川根不一1三性土でノ=1わこ･
小一i二さ;L

f)BX｢柿内ノ.にFiElてこと▼根占迂仙ノ‾〉1ナリ1J′

｢‾D-AX-1ク1コス･べ･士j■≡帥七.′こン枇･七.__

てさノ′二か,Ⅰ〕-AX-1′′ロ7､′∴丈+ホモ綜ヒ

は 一作帥t_て 5,500fTノを他ノミる'‡主【如:ノ!..,+】.

紬ノ川k′ノ…こ二二j三翁■iをヰ封､二′二し.仁′_､

ノ州-り発表LたD-AXlOソロフ:､べ交代

手耗(図1)は,ム立社亡･′〕小谷‡i主PBX･に甘

‾ポされるみ柿髄f肥土D-AX-1ニ7‾)J七1=1㌔†i ィーニ)

に仏づいてIi日記されたもノ‾)でふり 【lし

く も､ノた寸こに綿Lみ_盲_ち去れ/二l二1｢一卜?

チリクリ七･ソトコーール+ぺノ｢‾]｢-一卜し

‥---ズ+,また｢‾MDF(ニヰこ恥1て右上1;ゴニ主■ノ･ジ･｢ノ

トノ小拙+などの什1主が丁ヒ ー′7LノL′二川丈うヒ

リ三紙は好耕】なすべり出しで･子〉る.ノ

1.おもな特長

(1)分～枚J〔,小継子;J〔,り八一托 小岩1f+三丁こ;

切抵プJJ′〔,帖内‾-■ミ1Jと=JJ71いずれ･ニ=りノ∴ぺも

とれ､どメ‾Lも1勺紬100州総までユj･(古う‾

ることができる.‥

(2)八一DFかIJ小J一恵さメi_てしlるノ

(3)み純一･り三4こ機能グ‾ノ+王れ付加帳場も

?皇1･-こトニ∵‡1り才,1てにノ⊥l三-1こぅ鴇甜三亡′‾)､

(a)1→肝-一ト レ】トーア､:しユ拙カ▲エー'フ了■-Jテ

ィt-‡に対しノ,二ち+1ノで心音)‡する前に川

下か‖手を_ケ丈来したような上皇そイ｢,二･ノ)

粍fi旨が｡‾右,ると臼刺的に‾史操縦 卜衣イニ

モま謹やl‾rl桝f;グ〉ろ`■■汁∴たホちlヒ､ニーキfちまIrl

きせてむだユー応答をちlく′う▲もJノ‾〕て､才一

仁〇リ

(も) す-一トマナ､ノアリセーソトニトー′し

F
nU

M

N(〕

TYハ【ヒ

∨∧-L+

注 MDF

EXT

BAU

FC

NG

ト■1

RC

Ⅷ
〓)∧H

B

FC

hl RC

OGT

〓)亀
R

ハ
=
-

本配線盤
内:練加入者

押ホタン ユニ･ソト
フレーム コネクタ
ナン/(-クルーフ

マ
ー カ

レジスタ コネクタ

B
W
m
州
m
試
げ
附

LP

別～′T

l
1

1

t

り㌧1T〔:
LJ･-｢ て?

l
l---1

r‾L..J 上J

t

卜付iと茄シ∴が2放′=】■りことニハ′トノごi∴■しPBX

∴⊥, …▲ +j ト コーーーー′し 糾一丁二

喜∴+1枇ウ;萱川げ川ブイ｢,1i土子去,二7‾】1けノウし:ノア′
丁7

ケア■イヤルー‾う‾ると別lノ+維に‾ほ7托て

三-そ+.加ヒ) I訓モJさかこりj什卜こ
セナ

トfj---ハし--〉フ■ぎへ卜･ア叶J勺純

一,i一与▲lけ仙1+亡二_i:迂+▲トミして寸なうー:′′】こ■‾′1く⊥)､弓

ブ)ける【ノー､描こ†ミニノミ㌧代能をす=‾‾ろ二

J､ノl∵Llヰこ仁てこノ卜しニーールフ∴ナニイントで､～r)

し4ノ ブラ フ､,ン

～t′ふ･･弘一=小+-ノこ什､

-fl盲き斉し7二

ハ人二帖-け+=に上 り】‥=-t

-

カ▲ち【判乙,

〔5)】ト1こ′.L†J‾J.にべ{1･ユニこ什1､1≡.≡至岬∴ハ■フロ1ハ

匡]‡ 日二正D-AX】0クロス/く､交換考幾

(高さト′950,幅l′lDロ.1土リラ基本票300--一噌喜量架200mm)

hl[〉F

特礁マスタ

丁レホン

局線発一石両用トランク

白局内トランク

ハウラ トランク

コーール′トニ.ノクユニ･:ノト

発イ言レンスタ
ランプ ノ＼ネル

▲7スタ テレホン コネクタ
OGl‾ 局線発信男二用トランク

担]2 日立D-AX川クロスバ交模擬中継方式匡〕(･分散式の場合)

ifに【1王1.キ仙J月Lているため､上的作がノ左1L

てF!.二い▲†.油川ミが′手)り,にノイ=lr一丁である..

(6)l人J孤蘇+;一を3放ごトにするニセかて

きる(什仙粍能】.っ

(7二〉吋_≡止はニ7)クラスでi】之■ミ_■Jjの

こ才J-､′r_二り5.7HCS(｢イ抄吋

2.構 造

ノ】【!壬1こ一架上と州こ｢辻-う【こ2川こ1刹Lプ〕キー＼′･ヒイ､
･･ノ′ 卜に乙･っている(図1ト,′り三月こ1■二:グ)細

則り三斗…は20州税で,さ▲､,,に20l=l拙を純

.ち.iム_ちノノJ仁で+1･fり.さ辻L,40州維にするこ
とができる.二.また叫.泣イ去r上には‾帖人60川

維ノ叫丈/f言能■ノJがあり,LたかってJ.!主1⊥

うー∴とで㌻わせて-ム士人100川根圭て‾こノ)吋■.;'上

力･､仁l由にできる∴

3.中継方式と番号計画

1ナ放〕一〔ゾL喘(㌻グJ‥棚リブJ-じlて女1ゾ)イ叫亡三回

2に,また恭り･`汁但臼は表1に‾′jl‾ナヒノ㌢;

り でムィ〇く.

4.主使用条件

.に掘′.に仁仁:48V±5V

】勺維拙1格条什

広さ山1日jt li叩づ柑 300nl､=､

乙l勺練 400nll卜

L什りrlユニ､ソトにしよ り乙内維ノし---｢一紙

杭1.200一-3,500rユJ′1‾‾卜にするニ ヒ Lて

きる)

ダイヤル条什 壮丁竺10土2Imp/′s

または20土1Impノ′′′s

rlト■./二J皇望fl三巾咄イ.捕呈十こ-1㌔‡】･`;･lニ

日立D-AX【0クロスバ交換手幾番号計画

中継■ご了武

郎名

■

番喜一一竿一石㌃ト忘-一丁---け;.二劫即日篭1‾三 l

‡及桝出Ll
‾‾丁京盲局絹応三こ

l､､8′ノ

内瑞相7互

l数字 l "0ケ

l ､■､9′′

または.ホタンまたは

l数字

※､∫二′まナニは

ん‾または

后ミヨ涼幸三迂主 小2'′

l

コ】ルハ･ソクl

円.干さ≠苦り込 l ■■､3′′

†呆留吉

2数字ま

3数字

lま たは

字

‡数字
番号≠

たは

2数i

内緒

†数字

_+.¶_【

まナニは

【数字

2数字まナニは

3数字

阜ナニはしLまたは2数

一+一三-

-ト【

l数字

ぺホタン
･､′′も可能
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日立ファクシ豊ij

卜Ijj‾糀1七什;_‡グ)′准山亡に止二ずる/＼こく,二`こ

与打卜にこし墟い拙け1=りん丈や■∴川J純利川-j舶;上

が才;′古川与八,卜l川ましこj土川=′ユキ端末慌i書こさ

ノ)中=‖柑Jドルi＼こ･､也に船人されつつあるノ

そ･プ〕小でいト/_▼フr}∵クシこ り｢土,仁れ

にでもf｢巨引二拙作できるニヒカ▲⊥'パ＼11に

if三[王をさこトぴ,f∠ミニL▲ノミや.朋｢(の〕去i土1?ご伐ち･

ヒ'にJiう謹んに仙川され姑夕〕ている(区11)

l】JンニJ脚竹叶は諜‡橋川にjl上も多く仙上-i-J

きれている85枇=jヒA41i‾J丈‖了上を‾ト

リノ恍岩こさとLてこ聖′ヱり_近眼尤Lている.口上

フ丁アン ミリは,.i去イi捕如J上ひ■一三†.綿毛

し′ル三かにⅠざ-1刺給紙尊王言こ▲■=図2),糾叫りJ

放せミ芯,み什i丘.清拭など〝〕什拭洪;こ～■-二か

ごフ仙J乾される.｡′i去イ∴慌,′壬イ._三拝宅の什イ㌔1こ

は,表l,2にホすとおりである､__

1.おもな特長

(1)l二i中い去+ヱ†∴

う壬†∴はワンクリチで起上的L,i川トを

抑(そ〉=人するだけでr′は州+に二i_拉了.ざL,

.;去り終メっれば1′仙川川二するL｡′之†.捕には
J上川こ;毛かご〕のコントロ【ルイ‾Jゝう一により,

起工仙,.i+ぎ二丘､′乏†1言祝ヒノJ断,什1卜ごハ1ナ1二

fl一‡かl'け帥1+に打ち･ノブれる､｢.

昏野(2)一三イ∴批シ′)l′佃ノーヒ川柳

･･壬†‾.綿毛はィ;去イ∴!川iプ､)1土きに心じてノヱ

f‾._子ブ紙(100nlローールう紙′;与【r畑山-り+断十る_.

(3)ノ州｡L∴ト7)L′J利付人

.盲去†‾.捕弓主にl′1軌宗rT石紙装L呈上`_壬を付加すると｡
もIi〉みⅠ二け↓-ンれた.Jミニ柑を地紋I｢小二=土地′;壬

イ∴する.

2.おもな仕様

lト`′ニフ丁クシ ミリこハムもこ･什帖は,

表卜,2にホすとおりでヰ)る_.

3.おもな利用例

従水ク〕山イr子-ト+一三辻とPノて,(1胤仙2)′.に

｡喜‾‾.I(3)テレクイフ乙一ビ7･う判j一つれてき二㌔か,

テレタイプは【.上∫り｢二すへレーー一夕かど､安で

あり,か/〕i▲)さノ∴ 同なと-､が.言去れち･し

一に;i‾占ごヱ】言L砧が代らず,六し一泣い,〉川き

近し■lち･ヒ♪かあるが,"7丁 アン ミリニュ丁

,Ⅰ…二き〔7‾)ままのJ郎.･∴iかj一去れるたれ
黙‾ノJ

化恍旨三吉とLて川村され始めた.-.そジ〕則

仙川を以‾卜に糾介′rる､.

(1)i式亡如ユ‡,敗ノニエ.｢川りごフユlセ

ニ･7)某王/rとでは(1)ノ汀‾三仁紬城のノ上J封じ(2)

望望■ロー-爪一一す占甘叩が止んできておりウノ打

業f肘‖一丁と｡11川f招;門を言T=,l言∴ご地†∴千+て三主にフ

図l 日立ファクシミリ 佐)送信機,r右)受信機

表ll去信慌仕様表

形 式 I HF-24∠1T 卜】F-255T

走 去 方 式

原稿の大きさ

有二功画而幅

主走チi綿招こ度

(nl‖1)l

(本｢‖rn)l

戸別]二丁子黙?てモノ葦(本r--∩り

苗珊…一軒外 形 寸 シ去 いt-nl)

中 三コ

平面 謹 言･

2川･297(∧∠=

190

39

り
+
㌧
.

5
.
一
6
一

nUnU

■
■
.
一
3

8
一
〇
.

4

一

つL

.‖叫

｢U

1‡亡; 40

3.2

平[由 走三三

182･257【二日5)

160

5,6

Z･713･4】6･4
390 - 520･300

紳 40

96

‾1-ウシ ミリか脚光を汀ナひ■てきたL｡J也川

1さ稚判ヒLては,.■jlイ.;f･Ⅰケ帖去指ホ,.■li

†‡i川ヱてi∴
_女心､ふ上‾妄ナJこ,什ト■li符即などがL幸一,

Q.ノ

(2)∫皇望j立米ち･七

仕様六Tjト.子_;上.汁食出の指′Jミ,比柿依

枇｡姐杭州?二Fユーどに不り=Jされている.=J

(3)′事●ミI公け､川帆 組で咋ど

l'1-公け,トjl休など に

斤〔せし‾l＼､一遇袖に送達すべき加速丈‾.1吉二

かある､ノ 征衣,三郎j壬や`.一に一三占一;む純などに

た′よっていたが,フ丁クシミ ‥かれ‾ノJ

化に一打効Jて:ちる､

(4J海迩某左･ビ

ム之j妊カ【フェリーなどに続々新札上桁

か誕t卜Lてムり,子‡粘への東舶名指な

ヒナの`■にJ三三にフ1フアン ミリが欠かせない

池イi言-‾rl;貨にな▲･--ノてし､る.

(5)′1てh地先,加券二÷什乙･ヒ'

_ト焚叶i別‖F■■iご土すンライン化し′ている
人乳と什でも､_上-■日立小iと+三才Jf.;上州まりは

綿乍l～のノ左い〉7丁クシミリがわ件ユゝ‡備に

イjl効に抑l‾Jできる.ノ その他,雌i≠J総柄

卜rli-ち斗や各仲甘‾芽H‾旨や_丈‾il‡の二1モ支ノ】盲デー･_汚

旭j上に姑過ク)j垣イ.i千iて貨であるr_､

=トンニ･■望･幻1叫山一】捕鞋･卜1＼三部)

汐Wさ¢

回2 自動給紙装置(右は送信寸幾)

表2 受イ言横三仕様表

彬 式 卜1[‾-244R 卜】F-255R

±
歪 方 式ノ1_

言己 緒 方 式

記寺請紙の大きさ

有 効 喜己 毒素幅

同異月整合方式

外 形 寸 法(r¶F‖〕

平面 走査

節電 記試

2川｢仰■･100mロール紙

190

日勤追尾式

390>′520･300

平面 走査

市電記妄言

180nlr¶､ゾ′100r¶ロール紙

160

自首加自足式

390シ 520ぺ300

約 3〔l l 約 3D
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東京急行電鉄株式会社,京王帝都電鉄株式会社向け

界磁チョッパ制御装置

l=′二牡f′いりilま､如上jl∴こ＼什■にi■丁り･二抹+七三‡

仙′りけ5-ヒ･ソト たハ蔓二7前掛に];川こ一べご丁

十=r小ナ12七 トク小二i六こJ【に小==州立十≡7

ノバ制御与ヒii･∫一三を'ノ加丈し,こいゝ/‾八ゝで約
人した=′

ソH滋rrヨリバ与‡‾;て■'一三は†他社ノー‾に刺拭こ7ゝ

地肌肘掛.一に流を十∃､ソバ装1;丁こで辿柑■り

にi抑卸するもク､ノで,純一Li-=･二川′トブレー

キがかけ⊥て〕れる帖l主を才与っているこ こ

れは,Jlよj別､い二Li_ミト!きれている㌣｢ェ寸､

′しキーーノ.･利きにナナ壬七‾‾う‾るL(ノ｢ノて'ン‡ニーる

圭た心技′.に仙代･ハ`.に粍j′一ノぎに流を,十コ

リバで制御する_卜い--川終十ヨ ー･′′ヾ制御洪

て_亡'⊇:.と比校Lて,11tj鞘ノーにプJこ7小､てやゃ乍け

るものの,′卜J桝モ_主事壬で,しかも′女†illiち■

ニセは大きな川ノーニである.=.

桝滋子ヨリ′榊ほ…lj装ii′`i三は,口朋I+44丁ト

1二川ミ‾q土1こしこけJノ.古紙杜ユニ〔王子什ノ＼43セト

納ノ､されているが,う1叶ノこ成したも･〇7〉

は二･プ)ノノ三糸且Ftをもとに汲々〇ソ､)改1■とが加え

⊥l〕れたも亡′〕でぁり,今紹L_トニ′二与日付一叶ノ】

糾滋子ヨ､リ′榊=卯壬ヒ;i∫■一二ご′-j性桝となるも

レノ〕でぁるL_.

1.制御原王里

図lは,ソ純主十ヨ･′ノ＼J州批シrヒ‥-:こハi二

川山t糾仰If▲汁てぃをノJ二こすもノ〕てふろ..

ノJ子j二】け｢土,ト.山1‾州法′心鴇j′一に【】rけ小二

一ノノ1･がれユ7‾ニト+代杭汁7さをカムイ)‡触1そこさて州1

ニクこ1≡リ.結して油性キトけ‾きせる.ニノ川'り

｢士､i二`.山脈こ鞋レ｢叶什Ⅰ三がIl'1二拉`】+判代ヒい+

.トーノ_1るよノ=-

/1ノ ｢-

される..油化か

/＼､1て1さ【i宗許されるl

は㍍‾ミヤに純少rJ.

メLるノ

他肋ソ｢し桜ノ【に子.て言亡か制御

卜汁し,卜+代純一;そ:さがす

と､以綬地肌■榊i滋`一にi六己

的壬糾J三川‾り削が了+エア1･ノ)

パンタグラフ

他励界磁

2｡おもな特長

′トり二川た:i:二Lカーも`‾ん仙=てL･土ヒ=∫._て-州′i

イし--キニ′シ川J▲能て_i-‥Jノ∴カニ,㌧H･＼■二.主-L=j

ノ/-､剃削ノ∴】_･し了叶!j二1立て_7∫Jらカ∴‾′｢川`ノ'こ

収･一ノ′二いノ)こ士,ニー■ノに∴クエノ∴けJこキ･什r

しl/J.

(1)-㌢コ ノノ､J州抑;rト■4二7ノ∴ノ⊥二

J∃とノこ60A

ノヾ■;一ト‡!二･･_i

(■2二･′-【拉【にF【

ll■-′卜でし

iに;7てこ｢】j･l川-】Ⅰカ叶甜三てナ)

に仲代にL†小=て■さて-J

与川川j･り‾‾i‾/ご.二
しン′■jこ'‾‾‾ゾ､二＼こ/二1

一一キ小ノノi打一に什.川棚川小略与

】丁'とけ′,イ｡ノト＼､己】小卜t=小二い＼こ-.､肘一11J】k

少Lノごも､維ノ.にJ【∴ン丁).;■担卜∈トキ仙
丁

し

-ノノ､け こ
ィ_､/

表l おもなイ±桔

(3)rL∴′十か′iノこ弘∵∵-Jわ.

州別川1川行ン7りヾ∴二いナか叫‾仁ノ'∴‖二‾ニノー-′

いろノ)て＼仰ノ.■J:カけ′弘丁こJ･〉くJ.

(甘)fJ小けぃ1i‾+jし

′川川1+ろ∴さ■_上J卜一♪ノ､,､l′しJし†付【ilふ■･

放′ニ川モ∴城∴トナ小什トキI■.■Jタ′ってノ～′=J.

(5J仙杜`ノ:ウ′((ゾし--キ抑制かり¶巨てイ′〕

ノ1

いり･ト7■､L/--キノJ仰.】ll斗ヒi【▲､■ニケ仙ノ

るノノて,ノ′こモ1〔ブし--キ･ニシ川ニヒ朴′7人｢トハ

士るニ ヒ亡二_土ノ+∵､仙J】土′セ1(でし---キ

｢仙j三L】ニシてさ.1リさけニ･ノ1･ブし--キ州別カニイj

ノ.L
ニ

ト /
′､1

3- おもな仕様

図2ご三■榊二主立十=了′､一士ヒ=■ニノJ外紙キ･､

表1∴ム三+ろ1‖･イノトン′+‾こすいノ)て∴す-ろ

lI二r脚′卜叫 冊一に■+ト1しこ‾1二∴じ■･

沖
一
別
一
別
一
フ

圭
一
訓

r〟

賀朋■■仰川…方
キ
ー
恨
∴
ト

守一石左チコ･ニノハブゴ式

Pし〕ト′ら00V

15[)卜し･∨･V主rふて]∫六栂･8石割符!+

カム接触器による主抵抗器`⊇.与詑制札 チョッパに･よる他励界石壷■コニニ‡て■珊り珊〕

回生フレーキ,空気ブレーキ1#用

4六`永久直列(刀2郡･を直列 並列切享別5り榊

刀行

】j丑i瓦制洞

戸刊巨芸･･===･【3

並列工_壬 IL

2一≡弓界不蒜高=郁

チ1ツハによるノッチレス制†祁

3_｢可生ブレーキ

チョソ/＼によろノッチレス丁訓御

′豆聖ハ_.ルス三d7列消弧方式

チョッ/1り司二皮主文 1 80r-tZ
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チョソハ

｢‾-‾‾1

機嘘敵
機
J榔二′′､J取払

機軸

主抵抗器 電棍子 直寒帯磁

図l 主回路簡略巨ヨ 回2界石壷チョッパ装i董

も:…
稲
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帝都高速度交通営団8号綿向け

主回路チョッパ制御装置

イニーキヨ
ノノ＼Jい=抑圭一ヒ;J=ノ==}i+し二､.二_｡._

1い二､ナノ,･i,′イ糾48り二5+∴
‖J川エー■ニ

トト_

上る拙小.さJし恨にて`‾.′L｡…;t■.･L･7+‾一山-し帆仙人

∴桃山J上rノ叶川∴f+-し快ノ㌢七拙いレニ エプし

上り †=′卜,卜川ヒご三卜1ナに抑.i■.ど.羊メし

′､い乞)_

ー ソトキ

表l チョソハ制御装置-ノ弓■さ仕様

項 目 仕 ‡-t

方二1 訂二

+.れ フィ三七

千∈■丁てi:圧

1 成

加
し中

摺=

′′琉･‾,ミキ
丁亡一二

i■.了1二盲†‡,三

上1･三ふ1巧幸三〕Li主J書

㌻訓脚 力 土1.ニ

プレ¶キ方≠こ

ヰrL‾日射千和書二rl二.

芯■涜7≡1リ御方式

チー+,ノ/＼相紙

チョ ソハJ刃ノ度妻女

チョ･ニノ/＼方〒七ニ

ノッチと1む:苛J言､

珂冒†こミーし､-).輯方≡ヒ

｢▲[∈1-こ甥ト1_.二;こ止1
1+J‾]=工'戸】

､⊃(トノ1R108

[〉(_ 【′500L･ノ

定トごこ`1′500､∴ 昂ごモ丁;′日0〔トノ

6M4丁, 4MJ†

3_3トl】11

J,つト･11･･r■.十=■円J 4 5い:ト1 り[1rl千)

150し∴∧い■375＼∴440△〉.‾nJす雫石三三巷.掛一卜8一仁;

地下 75い1■l 州上】00い‥1

チョ･ノハ制御にょろ巨竜車り加点ヰ制御;司生ブレーキ†

｢+好一丁′･二乙-･;･∠､-り13r川二市-1･+,己≡モノ_絹J耳=甲子滋制御付

≒･■性ブレーキートこよぃ三言-tフレーキr+7)1不可方式

カキ‾†二4洞永人｢古ちり2イ…≡｢

l_亡L生二 4侶フ束ス直別2さミ芋界砧左京文

盲二司慮午_j‾1佃制1朝方三仁.

二柏

33nl-し‾･二相

直列満了爪形ノま発ハルスセ∴ま

l｢+1‾ 丁 〔卜】 i32くソ亡ノF

2卜+ T T O.52, 87Lフ′-.一i-

3｢+†:T ロー89, 64ウて.｢-‾

4トj ｢ て =〕0, 387〔ノr チョ ニ′/＼,主十イ甘リアクトルニ三∴1真:チ;,

正■･千日吉:チニ1∴′ハに⊥ろノノこ弓三JlこL
∴二･‡ラ吉名縫は上卓位スイ･ソテによるふ′ポ･-+､｢し了ニ

ラi占て碍:吉:車?貨!_†1牌器による′駁.茄し_‥し■土斤

主`∴卜車六冊缶J王比車;方三拝.

胤

湧
淋
搬
よ
ぎ
約
言
∴
∵

湧軒

頂

回l 主回路チョッパ装置
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㍍

㌫

那

㍍

乱淋,

野臥取～艶′ゝ

葡

附
小

尊
戦

が

拳
㈱

藩

仙】】紙の3チトJ=にわたる′丈姦六カミ､ノ∠映さ

れ,さ上二〕に新ノ.J◆+-〔･7=′1剖吋変糾技左ノJJ七

か寸采=Jされている〔ニ チョ‥ノバr･州与は,

-r'抽什L打i虫ス1■･ソナング軒H∵1三を持つ逆

ヰ墟什ラサイ■メスタで仙成きれている｡

ニプ‾′)1に中は地‾卜放1-1+であることを一キ

心L,十ヨ･ソ′ヾ制御裟掛ま徹低Lた不

燃化叶策か施されてし､る(｡

｢ト工イ､′しキーか叫はれるおりか▲′-J,

朴糾に力か少ち･･くl_‖=トナレーーキC7油J▲能

:;l｢チョッパ制御洪拭+にノヾきな･糊付

が`‖J--せ⊥フれている.

1.仕様および性能

表1ご･主J-ノートニL
-1拍什仁+こを,図1は十

･リノ､■‡ヒ;ご,`けト祝を′jlすち∴Jでムる._十

･ノ＼寸ヒ巾シr棚J刑ノブF_f.l二+士i50kW_i二′一山′山

代8丁′Jそ｢r川刺する-.㍉ノ′で.fニー,る

2.おもな特長

(1)糾ノJ‾+1こン=う=刈･-+‾食㌧〃〔二美川H州ノノ▲J･＼二か

+‾Lヰニ=j三⊥小′･一し-る.

(2) j-コ･･′′

一し7､ノノノい∴

(3) 十コ･

什j+ナイ+Jl

ノ＼ノノ■J-しこ二王小二叫汀仙川壬ノパ己/､

III川井か杓rjトニ,ネ)る.､

･＼川和･:二ご三11'fjr抑lニレ丁).■･空ノ1さTT=咄

クノ?仙川Jノ,サイリア､ダ身三

J'･出力､､l二∴城し†.i■柑ノ什ノノ巾卜かぃてIJ)れて

`イJ-

(4)仙J帥笠:ケご‡ご三,そ叫二机左,川村乙･ど

キトンナに仰.卜=_,ff糾いノノヒ‾イ叫ミ化.i-二上-i王

ヒ′ユーーJ し一分_.

(5〕一子コ
ノ､洪.1r■.卜;_T‡仙てク･ノこ′川(

什】1=に±jrかに仙与･りこ化-i‾るフ11と-､†1∴■川(

す/圭いが二/こ以て･-井,る

l†二･■シ･■､リ1･】

′ γ

ぷ`町 ′､～ rl几ン爪`〈 ′′つMぷぺ 加叩′ハ卿

t i

t

盛

ゞサ′

泉

憂､､♪
■戸か

,∨讃､営j



(■日立詳論∨(〕L▲55Ntj･i21279｢′製品紹介

日立′〈ッケージ形(ローボーイ形,天井埋込形)
エアーコンディショナ肘

.i仁叶1,′i‖いぶ三城:7'小i三城化に什い工‾‾r･
▼--コン十1一 ショ十-一にり一う‾る一‖!i増さ､･r)多

様化+i一少)さ'ヨミし∴∴さご〕に悦仲を帖允

十ることか一粒ニー･i′ささ才一.てし一るこノ1i･之J吐こ7､卜一ユ呈

ごゴ･さ杓て`に志油川≠か+‾+∴リヾぎ_/｢二子Jl柑

､ 叫+‾=キ小二よヰもキさけ=L言fし･)1如Ⅰ‾jJ:土一J】.

に倣L く ノム･∴ノノ丁′い七,､_.】ノ よ うユー‥-‖紫

亡二り処十る.;㌧〆〕1苦言三チ;モ∴二.‡三吉;‾呈†-二r).Lプンゝも

･け三うLノを仙げ=`∴-‥‾J-一一ナ∴-｡什三工丁
‾･r

1ノン ョ十--ノ壬一川､J己し

フ､∴ナ･L･ rノンJ/ニラ ンjiJと

榊をイJ一利にホリ川∴J∴ンゝL

仰,川り■■′こり朋かでさ,L壬汁､jノ)イ

l【トニ･ノ_-′く⊥いノニまl二川,;土けチエノ

シ

_コ十---を】;トj'1盲しチエ

･ト]二 ′+･_ 二/

L ‾二二ii⊆ノ+じ
′′ノ

什一iiii号･丁

二｢= ′
リ

1.ローボーイ形

エアーコンディショナー

ローー十---･1J卜三エ■ラフ-コン

ノJ外純二士回=二 一子;㍉た･什雌｢土表1
に′jこ′j■ヒJjりで,;ノ=J

l.おもな特長

(1)ノ王こ抑恍ノ)粒在.･ll与】

卜7ノ〔イウノ〆いノ‾)さ六これモ∵㌔ムーー一

機ノ‾)い小シこ敗を帆くくする二

桝十る二土J;

‾て･:ニーノ,一-_壬帆

し;トト り什し′喜Lブ三i

tl▲捕去ヒ‾‾･う‾るニヒかでき/､二(0.75kW桔E42

‾】1ニ･､1,1kl叫確44ホント

(2) コン ノ＼‥

.･コ1 ′】､.与+亡;ケ;‡±J.E..-

水ノ+‖熱二号こきキー一休.±した幸先モと純ミ･そご卜

jlj-す､ることにより,′トけ川壬呈壬_トニ■-1

Jて‡りi能ナ7ヒ=かJJ縫_りをf亡J:るニヒカ

l

てご■jl､､

1ナノニー

/+

し､3〉 fてHノj‖J拙作ヒ暇.り川J批11ミニを+しj】卜う‾

る2パ■イフj.一▲_L-じを才右州L′て1･1るた与≠‾〕､

仙ノl-iて二‾11L+‾･ご･力榊川･,でし乙ノ)【ノー∨･▲

ごニー･j'帖‥

♂

j:1止･-ご三･ 卜を1小l+し′1こ仏工ノj=､▲州よりは

川二11._.,⊥､二二【_三†′､j√〉インチり丁モニ+′㈹′‾i｢

り _ 二J･､_人､L

(4)-TJり′i当二･∃し･七iい･∴コニ′､｢㌧ントコ イ′L

に勺_与】汁｢7L′ナ_ニヰこか袖÷iて.】f′jlる･ノ)引;ノJ止.する

7二れ 凪_…止と三ノ付与ヒ=∴【‖汁〔亡.郎荊:そこよ±推古占～ニノ.f

_11∴j-】+i.～‖け土湖上妻子jミチエトをけ丈り什ナナー

2.天井二哩込形

エアーコンティショナ一

大1け邑㌧.;Jゝ7】二三工丁-コンテインコ ト‾‾

外税+三回2に､ノj′Jも‾′ゝ十卜仁■j∴ま衷1く二

小す.と_㌢i)てムー:-〕.

t.おもな特長

(､1j ブ三ル上竹〕生け三､ちゝしノンて､一三くlノ､j三こウい+を･打刻J

ミ∴,1川一トニーき･る

(2〕】し恨∴`･帖ヒ‾う‾ることかてきプノニニ(｢0.75

kll･r枇40･-う∴′､1.1kW粍43十ニ

(､3.) コニ
+′

L‾コ1･L ノて一∴一川トトJ一

ヒに上り､′ト彬畔｢Ii二で卜て′J＼ら･JてH′i能‾ノJ

ヒ=七l㌔川巨力を亨ソニるニヒかできた.

(4) 2パイ丁ノ∴ベタす■右=j㌻一ているたナ),

パ妃七三=1‾`.十こか川川卜r-′f′=J.

(5)LT州立J_j川+･い丈川+ナニして二.ノノノ■に刺介を

j‾･ノ川+してさぅり,什ノ′Jうグ)Hこ+叫づ十川椎1†

∵十に上り1ミrノ､トヒり】州朴･j【るノノJ二じと事ノ

プ←∴ また乍イイこ′)f.i.Tし水肘†1言にl_-'川カリ:モ1t抜

卜を似り付けている･ハで′′;ナてく(拭き拭

｢トリセJ焚かち･い

(6)凪こ1‡リ+川川JfE■.1けと.i‾j】川i;†こさとり瑞1f仙什

FEJi‾ム+し∫fご胡.朴Ll･.,メキJ-1丈り付け'ている..`′ノ

+二r‾l‾二縮帖､ニプ＼)迎fl†1小甘虹キLリ汁一するチエめ､

_f山川f仙什.仙`7,...Jlと.糾H〕Tj;†三さ与1】(り付けて
〉

･J.

(7j 水ド与【汁トノ■ノ描斗1･,'.二十抑叶`七1tノ川くり人

手しごヱん▲f一‾ヒ♪一仁J上一か⊥､ノて･いけ能ち一肌i左と

表l 日立パッケージ形エアーコンディショナーの仕様

づ†壬 式

項目(二単位-)

ロ】ホーイ形

弓｢S-100＼(ノH I RFS-15D仙R

天井増込形

RCト100帆′R R〔〕卜150＼/Jl]

勺-

■丁ン三(;屯しj_三+

+土 -′二て仁子き亡出

㌔
二
■
㌘
皿
一
号
㌻
一
㌢
十
㌻
甘

卜
一
一
‡
川
メ
.

外
一
.
｢
二
.
ト
一
卜
言
抑

｢
哩
託
一
/
＼
二
上
て
互
レ
｢
■
小

Jこぅ1)

ブコ

中三

卜㌧～

Tllト､El rl

二り

!止

ノ壬

‾r〒

[]

[コ

ニ/

薫｢
=州Aし=

[_L調練鼓弓合_硯楕蛸削克す寸室尖l

◆330-′空し1_
【

【〕.･75 1

2′24D2′500

2.800

0､8

8 6 汁11+L二】)

竺〕'空し竺?卜_
･- l

ロー22

3.5504√000l
4′000 l

L▼D l

10 8しHlJtj)l

3 4B〔20.△)

80 1 】00

高根仕上矧細裂異色さひ止め瑳裳

785･･850,380

ロ.75

2′241〕2′500

2ノ80D

O-8

8 6(二Hl+り.)

785_･850･/435

11

3′550 4′000

1 4′000

1 l.0

‾l‾‾｢2‾ち仙し_〉)

3(F-1=

【rう,200＼∴ 5D 60!+ノ'

｢･丁 3 4 め‾‾卓

PT 3 4 ♂′)【≠

ド1‾ 3 4J二号

80
1

】 丁】,キごJ‾丁;ヒブコは､1-S〔れ宝摩条件l′十:二.汁二よ度27■C∴正三さT濡穫=〕5(∴入口水‾孟Z4C,LiJJ水温35C)

て･･正弓七】一ナニ土:きど1′‾ノ5ロ副〕H′さ′′‾7_】仙ホ･テこ寸

〔丁.叶ミキ≡恥力は点氷人i二j息璧60■■･∴昭二.ざさと空気1三三‡う=三宝漂1日‾L,盲･_うi川㌻て-+下卑去しナ丁ときの佃をネ‾す

㌘■

回l日立/く■ッケージ牙シェアーコンテイショナー(■ローポーーイ形〕 図2 日五人ッケージ形エアーコンテイショナー(天井埋込帯壬)
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49年度日立新形冷蔵庫

日立ご姿望作中ではこの･ほど,49こH空の

蹄形f言}偵埴として35機帥を発売Lた._J

i片J削声は100%近い高廿見辛而.ナ.■一己､

がら買伴え,員+｢言りL甘安屑の蛇ノヾや新

貯京瞳l叫ナ嵩安乙･どにより妄言とLた詫言

柴を示Lてし､るr:

[=二では,軒ロフリーザを抑HL
て6壬卜め,;令嬢食品の宗安榊大や,ホ

】ムブリ【ノンク1古川に他列なように

フリー一ザを人形化すると±も∴ フ=

--1サドアには,簡単に氷が収り.L-11せる

アイスポケットを収り付けた｡

圭た托全的乙l要論にこたえ,節ノ.一丘!]

助ダ､ン/りゴよび節約い一了j路スイ1ソテを.設

けて主計i_にをL三†っている〔_ノ

図1,2は2卜てiiナ心付戚嘩の代去

r】てJな慌柑であるR-204TP形冷偶嘩ク｢ノ

外与呪およぴ-内税である｡

また49一軒空[l立新形冶械埠とLてヲ己

プ己する35慌帖の内容柿jjよひ'1‾-.も三上主は表

1に示すとおりであるこ

新形冷蔵庫の特長

(1)アイスホケ･ソト

氷を使う ときいちしゝちフリーザト■ア

をト圭Hかなくても,氷が収りオー1せるよう

アイ スホ■ヶ､ソトか付いた

作った氷を貯水茶器にスト∵ノクLて

才うけば,氷がはしし､ときに小窓を引き

～～→■

｢

撃.._.___｡敵

≡響

卿､洲繋琴

■りけだけで,はLし､致だけ･7)氷を㈹単

に似り-■i--iせる二.

(2)節′.に自軌ダンパ

+ナ】モレーダとダンノヾ(ア)捌きで,､了ナ

歳1ミへj去る空1tグ〕岩を【+剖‥てJに朋堕す

る好一‾ヒ出土拘ダンパが付いている‥ ご言㌻歳

1i･グ)サーモレーダが;了}収三三止り空グ､〕坐化

をキャ･･ノチLて､ダン′､■を卜汁=箋]L,心

安乙■だけJ)i‾irlもをf了㌻凍1ミかど〕ごてi･械1ミに

流すので,一合ニ(のむたIr小､がち･い

(3)節約トニ旦川各スイ い′ヰ

史子左■どのiさ‖=空こプう仁二い1乍茄以外は､

品川;ガ+ニヒータをりJってノ.一に1川二を節約

できる土一=二,田j約川蛸てイ∴′十･をL浸

けた

(.4J人形垣互ロ
ブリ ー一一十デ

祐棟貞:r指グ‾)別f‖

やホームフ ‥一シ

シグか1占詰んになり,

7+ノーサの屯要件

か一+-て_貨と杓したの

で,さ↓事〕にフリー

ザを人形化した｡

またフリーザに

は,J皇･川(や十--ム

フリーソン グがす

ばや＼こ できるフリ

ース､コーナーを,設

けてムる.〈.

図I R-204TP形冷蔵庫 回2 R-204TP形冷蔵庫

(外観) (内観)
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(5)セーープチィノ､ント′レ

し.ょう∴で左仝ノー･fi三の高い川リムJ七であ
7

Q′､ノ

(6)ワンク∴′十ボトル上附寸吋能

ドアホケり 卜に簡単に収り付けJ〕れ

る別ノ己のワンダ･ソナボトルを収り付け

れば,いつでむ冷水が飲める.フ

(7)l_【小転クリ スパ

野菜,米一夫が車と咲L_にくいぺ､ソキン

グ什である｡指1本で輯く開き,‖恥､

たままでドアを閉じれば,クリスパも

ひったり と閉じる峻別な,i之.汁である`J

■lJ+ンニごき川三中′衣`.辻･ji紫二村7王ニ1

表149年度日立新形冷蔵庫(35機種)

､＼＼_

!有効内l7Lトサ

寄｡′才芸l蕃√′子昌
特

R-68巨

R-77△ 1 6(】

R-95A 1 8L

家具調卓上形

テーブル付コンパクト設計

テーブル付コンパクト設計

R-【-3A 95

R-159拝.1 L33

R-177肌/

R-177D

R-ト95D

｢‾‾｢‾石‾‾‾‾■
14〔)

｢諒

Z3

31

テーフ`ル1寸コンパクト設喜1

サーモレーダ全自軌 タイマ【式自動砧とり

2トア2ノ令却

2ドア霜なL,

Zドア蒜なL,

R-195T(〕

R-195TP

L54 2ドア詣なL,

サ¶モレーダー全自動,

Zドア詣なL

サーモレーダ全自動

サーモレーダ全自重力

′令水器付
節電自動ダンパ付

アイスホケ･ソト付
サーモレーダ全日亘れ ∈軒蛋白動ダンパ付

R-204‾｢D 170 4212ドア蒜なL･

.サーモレーダ全自重れ
節'蛋白動ダンパイ寸

R-204TCい68
2ドア指な+,

ノ令水器付
サ‾モレーク全自動,節電自動ダンパ付

R-204TP 170 r
2ドア蒜なL, アイスポケット付

サーモレ¶ダ全自動,節電自動ダンパ付

R▼2D4PCi'■68
i2トフ蒜なL. 冷水器,アイスホケツト付

サ‾モレーダ全自動,節電自動ダン/く■付

R-204T+ 170
Zドア霜な+, 左右開き

サーモレーダー全自動.節電自動タンパノけ

R‾231Tロi【97 45 Zトア蒜■なL.

サーモレーダ全自動,節i召自動タンパ付

R-231TC 1-95l 2ドア霜なL,
′令水器付

サーモレーダ全自動,節r竜自動ダンパ付

R-Z31TP
l

197l Zドア詔なL, アイスホケソトけ

サーモレーダ全自動,節電自動ダンパ付

R-Z3l‾｢1 2ドア霜な+, アイスメーカー1寸
l

l
サーモレーク全自動,節電自動ダンパイ寸

R-259T 224 51 2トア;詣なL,

サーモレーダ全自動,節電自動ダンパイ寸

≧]-259Tl l 2トア霜なL, アイスメーカー付

!サーモレーダ全自動.節電自動ダンパ付

R-304‾r
265l65

2ドア蒜なL, ビルトイン式

サーモレーダ全自動,節電自動ダンパ付

R-359T 300 2ドア霜なL, ヒルトイン式

サーモレーダ仝自重机 節電自動ダンパ付

R-486TD 430 r25 2ドア霜なし, ヒルトイン式
サーモレーダ全自動,節電自動ダンパイ寸

R-368B 308 l12 2トフ霜なL, サイトバイサイド牙壬

サーモレーダ全自動,節電自動ダンパ付

R-468日 413 14l Zドア霜なL,サイドバイサイド形,ビルトイン式

サーモレーダ全自動,

R-468B】 J=2 2ドア詣なL,アイスメーカー,冷水器付,サーモ

レ¶ダ全自動,サイドバイサイド形,ビルトイン式

R-+59H 134 横牙ラ

R-4了了K
J 423 業務用,ヒルトイン式

RX-163 144 9 r与方爆形

RF-40E 30 r
3() ′小井手フリーザ

Rト68EJ
RF-113

50 50 テーブル付フリーザ

95 95 霜なLフリーサ.サーモレーダ全自動,テープル付

RF-】40 120 lZO 詣なLフリーサ,サーモレーダ全自軌 テーフル付
RF-177 150 150 霜なLフリーナ､サーモレーダ全自動,テープル付




