
安心！ 簡単！  レンタルガイド

機械・車両をレンタルしたい！…そんな時は。

でレンタルしてみよう！

１．ご予約

２．在庫確認

まずはお近くの営業所へご連絡いただき、
使いたい機械 ・ 車両のご予約をお願い致します。

※一部の機械 ・車両には免許証、 資格が必要です。
※用途や作業内容に応じて、 スタッフにお問い合わせください。

当社にて在庫を確認し、 ご予約を承ります。

※機械、 車両の在庫状況によっては
　ご希望に添えない場合もございます。

ご予約いただいた営業所へご来店ください。

※ご本人様の確認をさせていただく為、
　　運転免許証などのご提示をお願い致します。

レンタル料金のお支払いをお願い致します。
４．お支払い

３．ご来店

５．貸出

６．ご返却

お支払い方法は

　１） 現金支払い
　２） クレジットカード決済　※カード決済のみ複数回払い可　
　　のいずれかになります。 　

手続きは完了です。
お持ち帰りいただき、 ご使用ください。

※運搬（持込 ・引揚）も承ります。

返却の際は、 借りていただいた営業所へ
ご持参ください。



油圧ショベル

車　両

農作業、 庭作りなどに。

◆軽トラック

◆１t トラック

◆AD バン

◆２t/４t クレーン付きトラック

◆軽ダンプ
最大積載量 350kg。
農作業などの運搬で幅広く活躍。

最大積載量 350kg。 庭や畑の作業に。
軽自動車で充分な量の運搬ならダンプがおすすめ。

平ボディタイプ。
800kg クラスから 2t クラスまでご用意しております。
大きな農機具や枝葉の運搬、
引越し作業等、 用途に合わせてお選びください。

土や砕石などの運搬、
大掛かりな作業には
このクラスがおすすめ。

２t ダンプには４WD 仕様あり。
４t ダンプ、 一部２t ダンプの
  運転には中型免許が必要です。

ETC 車載器も標準装備。
使い方は様々です。

重い大きな農機具や機械の
運搬はもちろん、 長尺ものの
移動など、 吊り作業もこなします。

２t、 ４t 共に運転には
  中型免許が必要です。
クレーンの使用、 操作には
  玉掛けと移動式クレーン資格が必要です。

これはほんの一例です。豊富な種類をご用意しておりますので、用途や作業内容に応じてスタッフにお気軽にお問い合わせください。

※写真はU-10 ※写真は Vio20 ※写真はU-40

ここに掲載しているものは一例です。

この他にも各クラスご用意しております。

用途に合わせてお選びいただけます。

お問い合わせください。

　※全種において軽トラ運搬は出来ません。

燃料満タンにて返却をお願いします。

燃料満タンにて返却をお願いします。

引越し、 運搬、 農作業などに。

◆２t トラック

◆２t/４t ダンプ
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機種名
機械質量 (kg)
全幅 (mm)
バケット容量 ( ㎥ )
最大掘削深さ (mm)

U-008
870
820

0.013
1,600

U-10
980
990

0.022
1,800

U-17
1,620
1,280
0.05

2,200

Vio20
1,990
1,380
0.066
2,300

U-30
2,990
1,550
0.09

2,880

Vio35
3,505
1,550
0.11

3,150

U-40
4,440
1,960
0.14

3,385



 

 

発電機・溶接機

整　地

これはほんの一例です。豊富な種類をご用意しておりますので、用途や作業内容に応じてスタッフにお気軽にお問い合わせください。

7.2A のコンパクトな発電機。
女性でも楽に持ち運べます。
ガソリンエンジン、 防音タイプ。

単相 ・三相 30～ 360A の大型まで。
ディーゼルエンジンで低燃費、 超低騒音型。
漏電保護装置、 非常停止装置、
警報灯などの保護装置を装備。

◆0.9KVA ポータブル発電機 ◆インバーター発電機

◆ウェルダー溶接機◆ディーゼルエンジン

　　　　　　　発電機

◆ガソリンエンジン

　　　　　　発電機

◆プレート ◆振動ローラー◆ランマー

◆油圧ユニット

　　　+油圧杭打機

◆油圧ユニット

　+油圧ハンドブレーカー◆コンビハンマードリル

低騒音、 ガソリンエンジンです。
20A ・ 22.4A の各種。
インバーター制御で高品質な電気を供給。

20～ 26A のガソリンエンジンタイプ。
省エネで、 アウトドアや日曜大工などに
大活躍。

150A、 185A の各種ございます。
低騒音、 ガソリンエンジンです。
溶接棒Φ3.2m/m まで OK。

軽量タイプで手に伝わる振動も少なく
使いやすい。
土手作りや庭、 駐車場作りなどに。

機体がスマートな為、
狭い場所でも操作可能。
庭、 駐車場作りなどの締め固めはこれ。

庭や駐車場の広範囲な締め固めに。
エンジン式で前進後進する歩行タイプです。
※重量があり、 軽トラでの運搬はできません。

石材やコンクリートなど、
穴あけ、 はつり作業に。

様々な油圧ツールに。
小型のため、 狭い場所に持ち込めます。
軽トラ、 バンにも乗せられます。

単管、 木杭の打ち込みなど。
軽量コンパクトな油圧ユニットで
使用できます。

非常時や作業などに。

駐車場などの締め固めに。

コンクリート等のはつり、 穴あけなどに。

アウトドアでの
ライトや
携帯の充電などに

ハンマードリル等
電動工具や
パソコンに

電動工具を使った
日曜大工、
防災時用途などに

祭りなどの
大量に電源が
必要な時に

016 017

018 019 020

021 022 023

026025024

発電能力は機種 ・型式によって異なります。 詳しくはお問い合わせください。

工　具



  

高圧洗浄機

高所作業

これはほんの一例です。豊富な種類をご用意しておりますので、用途や作業内容に応じてスタッフにお気軽にお問い合わせください。

機能性、 簡便性、 操作性に優れた
コンパクトな高圧洗浄タイプ。
車輪がついているので移動も便利。
農機具、 車などの洗浄に。
水タンクからの給水タイプです。

◆エンジン高圧洗浄機
◆100V 高圧洗浄機

◆高所作業台 3.8m

◆ジェットヒーター

◆高所作業車 6.1m

◆冷風機

使いやすく持ち運びしやすいコンパクト設計。
女性でも持ち運べます。 水道直結タイプ。
車やタイル、 外壁掃除などに。
電源 100V タイプ。

手押しで移動するタイプです。
作業床高さ 3.8m。
バッテリー式の油圧パッケージでスムーズな昇降。
工場内の天井クレーンでの移動も可能。
（専用フック付）

空　調

◆高所作業車 12m

◆ブルーヒーター

夏場の補助冷房に。
排熱がなく、 エアコンとの併用で大幅な
電気代カットが可能に。 電源 100V。

 スピード着火とパワフルな暖房。
静音仕様。
エアコンの故障時の対応、 講習会、
会議室などの暖房に。

ハードな使用にも耐える熱風ヒーター。
コンパクトでハイパワー。
体育館等の大型空間の暖房として活躍。

作業床高さ６．１ｍ。 自走式、 垂直昇降型。
作業床はスライド式拡張デッキ付きで、
390mm拡張します。
長尺物等の積載にも便利コンパクトで軽量、
機動性に優れた作業車。

トラックマウント式。
充分な作業範囲を確保でき、
作業を多様化します。
造園作業などに。
高所作業者運転技能講習が必要です。

洗車や壁面の清掃などに。

高所での作業は安心 ・安全な作業車で。

広い場所での温風 ・冷風はおまかせ。

驚きの洗浄力！

◆赤外線オイルヒーター

大容量の赤外線で強力暖房。
外での作業時、 体育館などでの暖房に。

027 028

031030029

032 033

035034

燃料満タンにて返却をお願いします。
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