
構成番号 構成

GD2R

電磁弁
サムスイッチ制御油圧機能
ZAPI 走行モーターコントローラー
ZAPI リフティングモーターコントローラー
ZAPI ステアリングモーターコントローラー
フォーク傾斜

GE2R

手動バルブ
機械式ハンドル制御油圧機能
ZAPI 走行モーターコントローラー
ZAPI リフティングモーターコントローラー
ZAPI ステアリングモーターコントローラー
フォーク傾斜

www.heliforklift.net

G2シリーズAC電動式
リチウムリーチトラック

信頼性の高い特別設計の計器

性能選択ボタン（上
）
性能選択ボタン（下
）

数値設定ボタン（減少
）
数値設定ボタン（増加
）

エンター

閉じる

情報表示

低電圧インジケーター

故障インジケーター

コントローラー温度計

フットペダル安全スイッチインジケーター

ハンドブレーキインジケーター

シートベルトスイッチインジケーター（スペア
用）

情報表示

低電圧インジケーター

故障インジケーター

時間メーター

エンター

性能選択ボタン（上

） 性能選択ボタン（

下）バッテリー残量インジケーター

スペア用

ハンドブレーキステータスインジケーター

安全スイッチインジケーター

閉じる

数値設定ボタン（減少
）
数値設定ボタン（増加
）ZAPIハイレベルメーター（GD2Rトラックモデル用）

ZAPI標準タイプメーター（GE2Rモデル用）

信頼性の高い特別計器には、操作ステータスや故障検出などの重要情報がすべて表示されます
。 これによって、オペレーターはより直感的かつ簡単に車両ステータスを管理することができます
。

ハイドロテック株式会
社
〒349-0134 埼玉県蓮田市駒崎1765-10  

TEL：048-767-0088

フリーダイヤル：0120-01-4149HPアドレス：https://hydro-tech.jp

http://www.heliforklift.net/


G2シリーズ1.5-1.8t

三相交流型モーター
三相交流型モーターにより、走行、リフト昇降、ステアリングを制

御 優れた加速性能

進行方向の変更に素早く敏感に対応
カーボンブラシが無くモーターのメンテナンスが不要なことで、長い耐用年数と低メンテナンスコストを実現 減

速時にエネルギー回生を行うことで運転時間を延長

新設計の油圧システム
作業効率の高い新設計の油圧システムを採用

ハイパワーリフティングモーター

MOSTETリフティング速度により、電動コントローラーを制御

高効率かつ長寿命の新型低ノイズギアポンプを装備

独立した5つの
ブレーキシステム
アクセルレバーを離すと自動ブレーキが作動

フットスイッチを離すと緊急ブレーキが作動

パネルのボタンを押すとパーキングブレーキが作動

自動ブレーキホールド機能を装備

緊急アイソレーターを装備

簡単操作のサムスイッ
チ
サムスイッチで走行機能を制御

明確で扱いやすい操作ユニッ

ト

高度なEPS
（電動パワーステアリング）機能

EPS（電動パワーステアリング）により、作動音を抑えながら
、 簡単、柔軟、高効率な操作を実現

ステアリングモーターコントローラー

自動センタリング機能を装備

ステアリング時の速度や加速速度を自動制限

最適化された
インテリジェントデザイン
CANバス技術を採用
勾配エリア用のパーキングブレーキを装備

操作シーケンスの保護

走行速度の制御

リフト昇降速度の制御

電動コントローラーの自己保護

デッドマンフットスイッチのトラクションインターロック
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ディスプレイ
高品質メーターに重要な操作データを表

示 180°ステアリング角度の位置表示

バッテリー電源と故障コードの表示

走行モードの選択

リフト昇降ロックの表示

時間メーター

作業時間の表示

ワイドビューマスト
積荷時にも良好な視界を確保
リフトが高位置にあっても、高い耐荷重性能を維持

リフト昇降時に速度調整を実行

リフト昇降制限で速度調整を実行

マストの前後移動限界で速度調整を実行

コンフォートキャブ
リーチトラック内でオペレーターの身体を完全に保

護 ウエスト、ヘッド、アームのパッド入りサポートを装

備 重要な操作にも簡単にアクセス可能

オーバーヘッドガード
オーバーヘッドガードサポートの採用により、
オペレーターの保護レベルと積み荷の視認性を向上

オーバーヘッドガード上にフェンスを設けたことで
、 運転時にも広い視野を確保

人間による使用に合わせ、フロントリングビームを備えた
斜角画角のデザインを採用

標準構成

AC走行モーター

ACリフティングモーター

ACステアリングモーター

電動ブレーキ DC／

DCコンバーター 低ノイズ

ギアポンプ

コントロールバルブ 2

段マスト（3200mm）

標準フォーク

バックレスト

オプション装置

フルフリー3段リフトマスト

2段マスト（その他の持ち上げ高さ

） その他の長さのフォーク

フォーク拡張機能

バッテリー充電器

バッテリーをローラー上に配備（サイドバッテリーを迅速に交換可能）

持ち上げ高さのプリセレクター*

電子制御ハンドル*

*構成番号GD2Rのリーチトラックにのみ対応します。

ポリウレタンタイヤ

LEDメーター

フロント作業ライト

バッテリー垂直交換

警告ライト

バックミラー

メカニカルレバー操作

サムスイッチ操作

フォーク傾斜

http://www.heliforklift.net/


ワイドビュー・フルフリー3段マスト

マストモデル
持ち上げ高さ

（mm）
フリー持ち上げ高さ

（mm）
マストの高さ（下げた状態）

（mm）
耐荷重
（kg）

フォーク傾斜角
（フロント／リア）

α ／β

ワイドビューマスト

マストモデル
持ち上げ高さ

（mm）
フリー持ち上げ高さ

（mm）
マストの高さ（下げた状態）

（mm）
耐荷重
（kg）

フォーク傾斜角
（フロント／リア）

α ／β

メーカーのデータおよび設計特性

メーカー
モデル
構成番号
定格容量
荷重中心距離
電力モード バッテリー
運転モード 立ち乗り
ホイールベース
タイヤ
タイヤの種類 ポリウレタン
ホイール番号、ドライブ/キャスター/ロード（X =ドライブホイール）
トラック幅（ロード）
ホイールサイズ（ロード）
ホイールサイズ（ドライブ）
ホイールサイズ（キャスター）
サイズ
リフトの高さ
フリーリフト
マストの高さ（下降時）
フォークサイズ（厚さ/幅/長さ）
フォーク調整幅
フォークサイドシフト
トラック本体長さ（フォークを除く）
トラック本体幅
サポートアーム間の距離
リーチ距離
オーバーヘッドガードの高さ
マストの下の最低地上高
旋回半径
フォーク前面端部からロードホイール中心までの距離
通路幅（パレット：長さ1100x 幅1100、隙間200）
通路幅（パレット：長さ1000x 幅1100、隙間200）
性能
走行速度（積載/非積載時）
リフト上昇速度（積載/非積載時）
下降速度（積載/非積載時）
リーチ速度（積載/非積載時）
最大登坂能力（積載/非積載時）
重量
総重量（バッテリーを含む）
バッテリー
バッテリー電圧/容量（5時間での放電容量）
バッテリー重量
バッテリーボックス寸法
モーターとコントローラー
駆動モーター電力
リフト昇降モーター電力
ステアリングモーター電力
駆動制御のタイプ MOSTET/AC

リフト昇降制御のタイプ MOSTET/AC
ステアリング制御のタイプ MOSTET/AC
トランスミッションボックス HELI専用トランスミッションボックス

サービスブレーキ 電気式

油圧システム作動圧力

G2シリーズ1.5-1.8t

注：バッテリーの詳細については、弊社の販売担当者またはエンジニアまでお問い合わせください。

直角積付け通路幅

隙間a = 2 0 0 m m

再生可能エネルギー技術

A C制御の再生可能エネルギー技術の

導入により、フォークリフトの省エネ化が

促進され、バッテリー稼働時間が1 5％延

長されます。

注意：縦軸は耐荷重、横軸は荷重中心を表し、フォークの前面から

標準的な荷物の重心までを計算しています。標準的な荷物とは、一

辺の長さが1 , 0 0 0 m mの立方体を指します。マストが前方に傾いた

り、標準外のフォークを使用したり、大きな荷物を積み込んだりす

ると、耐荷重は減少します。さまざまな荷重中心における標準マスト

の耐荷重については、こちらの荷重表をご参照ください。

負荷曲線

耐
荷
重
（

kg
）

荷重中心（ m m
）
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