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ス ペ ッ ク シ ー ト

動画もチェック!
操作上の
注意事項

A

anoeuvring in
narrow spaces

Balanced load
荷台が傾斜に合わせて自動で傾き、
荷物を平行に保ちます。

ジョイスティック1本で
簡単な操作が可能です。

英国安全産業連盟
（BSiF）
で
安全衛生賞受賞

ドミノの操作はジョイスティック
1本のみで、簡単な操作が可能です。
階段での運搬時に自動運転モード
を押すと、
傾斜に併せて荷台が自動で傾き、運んでいる荷物を平行に保ちます。
なお、
マニュアルモードにすると荷台を運搬者様の
お好みの斜度に操作することも可能です。

使用しないときはハンドル部分は取りはずして収納が可能です
（バッテリーも取りはずし可能）。
階段や斜面だけでなく、平地での使用も可能です。
また、芝生や砂利のような不安定な場所でも使用できます。
最大積載重量※が160kg、300kg､400kgの3タイプがあります
（タイプが異なっても本機の大きさは変わりません）
。
※最大積載重量は荷物の重心位置によって変化しますのでご注意下さい
（荷物が大きくなるほど重心が荷台先端方向にかかります）

536

※左の写真はアジャスタブルベース コピー用を装着しております。

標 準 価 格
160kgタイプ

1,365,000円

（税別）

（※荷物の大きさや形状により
異なる場合があります）

積載重量

300kgタイプ

移動速度

（税別）

1,580,000円

（税別）

階段昇降機 ドミノ
160kg

300kg

400kg

幅536mm×奥行950mm×高さ1,142mm
5秒/m

7秒/m

地上からの荷台までの高さ

10秒/m

132mm

バッテリータイプ
重量

400kgタイプ

1,480,000円

サイズ

シリコンバッテリー
総重量96kg
（うち、バッテリー重量17kg）

メインフレーム
フル充電時の可動目安

（※使用・保管状況により異なる場合があります）

標準装備
充電時間の目安

使 用 上の注 意

ハンドルは高さは最小1,070mmから3段階で調整可能です
（全長）。

325

950

荷台は最大57 まで傾き、急な傾斜にも対応します。
荷物を常に平行に保ち、安全に運搬できます。

Control

A

132

270

クローラーは2つの電動モーターを搭載し、
独立した設計となっているため、360 回転可能で、
螺旋階段のような場所や狭いスペースも
快適に荷物を運搬できます。
床を傷つけにくく、
スリップもしづらくなっているため、
安全且つ安心して荷運びができます。
※段差が18cm以上ある階段は昇れないためご注意下さい
※転倒や滑落の恐れがあるため濡れた階段でのご使用は控えて下さい

1,070

1,142

狭い場所で小回りの効く操作が可能です。

ハンドルの高さ調整可能
（最大1,590mm）
約1,000ステップ

約750ステップ

約500ステップ

5時間充電で約40分可動
荷物固定用ベルト・バッテリー・
専用充電器AC100V・平地移動で使用する車輪
空の状態から充電100%には6〜8時間、80%には約3時間

●バッテリーはシリコンバッテリーを使用しているためバッテリーの充電が完全になくなる前に充電しても劣化の原因にはなりません。
ただし、充電がなくなった状態で1週間以上放置するとバッテリーの寿命が短くなる恐れがありますので、使用前及び使用後など
こまめな充電をお願いいたします
（ご使用になられない場合でも3週間に1度の充電を推奨します）
。
また、濡れている階段でのご使用は滑落や転倒の恐れ
●本製品の防水性はIP54となっており、雨の中でのご使用は控えて下さい。
がありますのでご注意下さい。
●バッテリー充電中はバッテリボックス裏の四隅の穴を塞がないようにして下さい。
●本製品は2年毎に1回の定期的なメンテナンスが必要となっております。詳しくは担当者までお問合せ下さい。
●本製品の保証はバッテリー6ヶ月、本体1年となっております。
●ご使用になられる際は必ず取扱説明書をご覧頂いた上でご使用下さい。取扱説明書の指示を遵守せず、万が一怪我や積荷の
破損を招いた場合、弊社では責任を負いかねます。
●使用中にバッテリーの充電が切れた場合は、速やかに使用を中止し、十分な充電を行って下さい。

各 種 オ プ シ ョ ン 製 品

動画もチェック!
オプション製品
の紹介

各場面に合わせたオプション品を取り揃えております。
■在庫品 ■在庫・納期の確認が必要です
■受注生産品のため納期まで3・4ヶ月必要です

アジャスタブルベース コピー用
収納可能なスライドが付いており、
コピー機などキャ
スターの付いた荷物を荷降ろしする際に役立ちます。

98,000円

標準価格

（税別）

アジャスタブルベース 大型コピー機用
最大幅80cmまで調整可能です。
標準価格

1
■

カウンターフレーム

大型機向けにスロープを1000mmに変更し、前後・
左右方向の荷台寸法調整を可能にしました。
※スロープの収納はできません。

アジャストベース

53,000円

標準価格

（税別）

窓や板状のカウンターなど自立できない荷物
を運搬する際に役立ちます。

107,000円

標準価格

（税別）

320,000円

（税別）

2
■

1
■アルミ製あゆみ板
2
■セントラルアーム

リフティング カラム

車に荷物を積み込む時に役立ちます。長さは
2m、幅は67cmです。
セントラルアームを使用
1
すると負担が軽く積み込みができます。

サポートベース
平坦な場所をスムーズに運搬する際に使用
します。

400kgまでの荷物を持ち上げることができ
ます。地上から18cmの高さまで上がり、容易
に荷物を積むことができます。

1 標準価格 84,000円（税別）
■
2 標準価格 70,000円（税別）
■

標準価格

480,000円

標準価格

（税別）

AC100V用充電器

ベースフォーナローランディング

標準で1つ付属しておりま
すが、予備が必要な場合
別途ご購入下さい。

標準で1つ付属しておりま
すが、予備が必要な場合
別途ご購入下さい。

標準価格

標準価格

通常使用時、階段の1段目を昇る際に負荷が
掛かりやすくなっていますがこのベースを使用
することにより、1段目と2段目に掛かる負荷を
均一にし運搬がしやすくなります。
また、階段の
1段目が高い時の補助としても使用できます。

予備バッテリー

62,000円

（税別）

83,000円

（税別）

標準価格

74,000円

（税別）

59,000円

（税別）

他、
ご要望に合わせてオプション品の受注生産などのご相談も承ります。
※製品は事前に報告がなく仕様の変更がある可能性がありますので予めご了承下さい。

取扱い販売店

日本代理店／

本

ZONZINI社について

40年以上の歴史を有するイタリアを拠点とする運搬器具メーカーです。
現在、
ヨーロッパを中心に30カ国以上に販売網を確立しています。

社／〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目2番30号
TEL（011）781-5111 FAX（011）784-2265
関東営業所／ 〒362-0021 埼玉県上尾市原市3206-3 江端ビル2階
TEL（048）721-9091 FAX（048）721-9081
大阪駐在所／ 〒565-0803 大阪府吹田市新芦屋下13-6-205号
TEL（06）6816-7011 FAX（06）6816-7016
福岡駐在所／ 〒818-0135 福岡県太宰府市向佐野2-10-5-402号
TEL（092）918-3936 FAX（092）918-3937
ホクエイホームページ http://w w w.hokuei.co.jp/
（ホームページよりカタログ・図面ダウンロードできます）

E-mail info@hokuei.co.jp
2018.05.5,000
（SA）

