
改修工事での足場架設採用例 新築工事での建築資材荷揚げ採用例

概　要
　「猿鳶太助（さるとびたすけ）」は、簡単に取付ができ、安
全な荷揚げを可能にした建設作業リフト。枠組足場やくさび
式足場だけでなく、次世代足場にも対応した製品であり、中
高層建築物の足場作業や、石膏ボードや塗料缶などの建築資
材の荷揚げ作業を安全に、また効率的に行うことができる。
　建設作業員不足や、マンションの住人の利用するエレベー
ターを占有している現状の改善にも寄与する。
　マンションやビルの改修工事における足場の組立および解
体や、鉄塔工事、建設工事全般の資材荷揚げ用リフトとして
の利用が多いが、橋梁工事などの土木分野での採用実績もあ
り、さまざまな用途で活用することができる。

特　長
１．各種足場（枠組・くさび式・次世代足場）に取付可能。
２．専用アルミカゴで資材落下リスクを軽減する。
３．２本のガイドレール採用でスムーズな昇降。
４．落下防止機能付きでさらに安全性が向上する。
５．ワイヤレスリモコン方式で離れた地点から操作できる。
６．  最大120㎏まで積載できる（１型１本レール仕様は140㎏）。
７．「玉掛け」や「巻上」等の特別な操作資格は不要。
８．労働基準監督署へのリフト設置届け出は不要。
９．揚程が100V仕様で30ｍ、200V仕様の場合標準で45ｍ、

オプションで60ｍまで対応可能。
10．狭小地でも取付ができる。

施工例

ラインアップ
●猿鳶太助Ⅰ型

主にくさび式足場や次世代足場の足場工事に向けて開発し
た縦長のカゴが特徴。従来は２本レール仕様のみだったが、
１本レール仕様もリリースしたことで、どこでも取付可能
になり、さらに利便性が向上した。

足場支保工

次世代足場対応　建設作業リフト
猿鳶太助（さるとびたすけ）
NETIS登録番号：（旧）QS-110034-A

株式会社アイル
〒819-0036　福岡市西区吉武333-3
TEL  092-811-8100　FAX 092-811-8103
URL  http://www.ill-rental.co.jp/sarutobi-tasuke
mail  info@ill-rental.co.jp

 土木工事／仮設工／特集-133

マンション改修工事 鉄塔工事 橋梁工事

●猿鳶太助Ⅱ型
カゴのサイズを大型化。足場材はもちろん、3×6版サイズ
の石膏ボード等も荷揚げできる。通常のチェーンブロック
100V仕様のほか、15階建て相当の高さにも対応できる
200V45ｍ仕様や、超高層に対応した200V60ｍ仕様も用意
されている。

チェーンブロック仕様
チェーンブロック100V
・電源・電圧：単相100V	 ・揚程：30ｍ
・昇降速度：13.5ｍ/分	 ・定格電流：10.5A
・負荷時間率：30％ ED

チェーンブロック200V
・電源・電圧：三相200V	 ・揚程：45ｍ、60ｍ
・昇降速度：16.1ｍ/分	 ・定格電流：4.6A
・負荷時間率：60％ ED
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主な仕様

製品写真 適用例（橋脚耐震補強工事・1515B型使用）

概　要
　「つっぱり名人」は、掘削工事用の四面土留。従来技術で
ある鋼製山留め材（H型鋼の腹起しと切梁の組み合わせ）と
異なり、四隅をピンで連結するだけで支保工材を設置できる
ため作業効率が向上し、工期短縮を実現する。

適用事例

仮設材設置撤去工

ギア式ジャッキ内蔵腹起し一体型支保工材
つっぱり名人
NETIS登録番号：QS-190027-A

株式会社ホーシン
〒571-0017　大阪府門真市四宮3-10-34
TEL  072-885-5433　FAX 072-884-3953
URL  https://hoshin.co.jp 　 mail  info@hoshin.co.jp

［資料請求先］企画開発室（TEL.072-882-8808、FAX.072-884-3953）
［拠点］東北支店（TEL.019-639-9200）、東京支店（TEL.042-646-4600）、大阪支店（TEL.072- 
883-5151）、九州支店（TEL.092-504-1335）、中部営業所（TEL.052-875-8515）、広島営業
所（TEL.082-239-5500）、大阪工場（TEL.072-885-5433）、大分工場（TEL.097-521-8200）

特　長
１．地上から設置・撤去が行えるので安全。
２．支保工材に伸縮が可能なジャッキを内蔵したことによ 

り、矢板間に容易にセットできる。伸縮もラチェットレン
チまたは電動ドライバーを使用して容易に行える。

３．主要部材はアルミ製で錆びにくく、軽量で持ち運びも楽
に行える。

４．重機の稼働時間を少なくできるため、CO₂を削減でき環
境にもやさしい。

ラインアップ
・1515B型

大規模掘削工事用（大型浄化槽埋設工事、大型基礎構造物
工事、共同溝埋設工事、カルバート設置工事、橋脚耐震補
強工事　等）
・1210D型

小・中規模掘削工事用（浄化槽埋設工事、耐震補強工事、
歩道橋基礎工事、鉄塔基礎工事　等）
・1010A型

小規模掘削工事用（マンホール設置工事、基礎ブロック埋
設工事、水道ガス配管工事、集水桝工事　等）

●1515B型

●1010A型

エレベーター基礎工事

公共桝新設工事

●1210D型

歩道橋新設工事 浄化槽設置工事

マンホール埋設工事

早期供用が必要な箇所への工事

規格 長さ
（㎜ /本）

調整幅
（㎜ /本）

重量
（㎏ /本）

適用開口寸法（㎜）
最小 最大

1515B 1520～5680 500、1000 50.6～113.0 1520×1520 6680×6680

1210D 1500～3200 500、1000 32.4～54.2 1500×1500 4200×4200

1010A 570～1200 150～550 8.3～16.6 570×570 1750×1750

特集-132／土木工事／仮設工

つっぱり名人
1515B型

つっぱり名人
1210D型

つっぱり名人
1010A型2Jタイプ

×4

×4
4Jタイプ

大型

中型 小型
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2022年度 建設資材・工法年鑑掲載

http://www.kensetsu-plaza.com
http://www.kensetsu-plaza.com

