
用 途
●設備メンテナンス ●清掃メンテナンス
●点 検 ●補 修 ●工 事 ●舞 台

QUICK UP 3MODELS

アルミ合金製油圧電動リフト

アウトリガー使用の標準タイプ QUシリーズ

ノンアウトリガータイプ QUiシリーズ

作業性の高い2人乗りタイプ WQUシリーズ



●メーカーオプション

標準タイプはAC100Vを動力としますが、電源の

無い場所ではバッテリー仕様が活躍します。

◇ラフテリアンタイヤ仕様
屋外での使用時に、未舗装の路面を標準の

キャスターで移動させるのは困難です。

ご注文時にご指定を頂ければラフテリアンタイヤ

を装着する事も可能です。

●QUシリーズ製品仕様書
QU15EV QU20EV QU25EV QU30EV QU35EV QU37 QU41

6.53m 7.91m 9.23m 10.68m 12.06m 12.75m 13.92m

4.53m 5,91m 7.23m 8.68m 10.06m 10.75m 11.92m

高さ（A）
全長（B） 1.215m/※1.375m 1.275m/※1.355m 1.340m 1.410m 1.470m 1.345m 1.465m
全幅（C）

1.515m×1.805m 1.515m×1.805m 1.515m×1.805m 1.720m×2.015m 1.920m×2.220m 1.930m×2.220m 2.140m×2.440m

前面 0.32m 0.25m 0.19m 0.24m 0.27m 0.25m 0.41m
側面 0.43m 0.43m 0.43m 0.53m 0.63m 0.64m 0.72m

315kg 336kg 357kg 378kg 399kg 471kg 482kg

※T字ハンドル装着時の寸法です（T時ハンドルは取り外し可能です）

型　　　　式
作業可能高さ
最大作業床

0.76m

　　　 緊急降下装置を備えた下部操作盤

　　ジャッキ式アウトリガーハンドルで

　　本体の水平や安定を保ちます。

159kg 136kg

QUシリーズ 4本のアウトリガーを張って使用するスタンダードな1人用の高所作業台です。

電動で上昇下降しますが、移動は手押し式となっております。

◇バッテリー仕様

　本体にはバッテリーと充電器が装着されます

　 　前後輪共にラフテリアンタイヤを装着

　ご注文時のメーカーオプションです。

　　 機能的な操作パネルには作業用

　　 コンセントを配置しています。

　　 アウトリガーインターロックや

最大積載荷重
作業床寸法

作業カゴ手摺高さ

壁面離隔距離

AC100V　50/60Hz　ACモーター　（メーカーオプションでバッテリー仕様も選択可能）

1名

1.97m×2.82m

1.13m

本体寸法

搭 乗 定 員
動　　　　力

本 体 自 重

アウトリガー張出寸法（E）×（F）

チルトバック時寸法（G）×（H）

1.970m
0.66m×0.68m

2.800m



　アウトリガーを張る必要が無く、設置がとても簡単です。

　狭い場所や壁際での高所作業に有効な高所作業台です。

●QUiシリーズ製品仕様書
QU15i QU20i
6.5m 7.9m
4.5m 5.9m

設置時高さ（A）

全長（B）
全幅（D）

470kg 493kg

① ②
　　20㎜程度浮上します。その為に移動時は

　　設置時より約20㎜程全高が高くなり

　　全高1980㎜程度となる事にご注意下さい。

　　非水平状態を検知

　　すると、全動作を

③ ④ 　　停止させます。

　　　　高所作業台の中では唯一2人乗りが可能な機種です。

　　 　　 作業性も高く2本マストにより揺れは最小限に抑えられています。

　　浮上しています。

　④本体接地状態です。

　　走行用車輪は

　②これを回しながら

　　水平を調整します。

　③レベルセンサー

　　本体後方にある操作レバー

　　で油圧を操作し、本体を浮上

　　させたり、設置場所で着地

　　させたりする仕組みです。

　※本体の移動時には本体が床面から10㎜～

　　アウトリガーが無い為に

　　本体自重で転倒を防止して

　　います。狭い場所での作業

　　や、壁際での作業性に

　　優れています。

　①レベル調整ダイヤル

1.10m

QUiシリーズ

型　　　式
作業可能高さ
作業床高さ

最大積載荷重
作業床寸法

本体寸法

作業カゴ手摺高さ（C）
本体自重
搭乗定員
動　　　力 AC100V50/60HzACモーター

作業カゴの手摺は組立て式なので、

移動時の全高は1.96mです。

1名

 WQUシリーズ

0.66m×0.68m
159kg

※1.96m
1.55m
0.88m



　　ご要望に該当しています　　 　　オプション設定（有料サービス）があります
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          URL ： https:/www.access-co.com
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● 東急プラザ銀座

● スーパーセンターイズミヤ川辺稲井店慶応義塾大学病院

JRJP博多ビル

パークシティ大崎ザタワー

ザパークハウス晴海

富久クロス●

●
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● 昭和図書　越谷物流センター

● 横浜倉庫

● 日本通運TokyoBigCube

● 伊東屋銀座

● 立命館大学

● JR新宿ミライナタワー

● NHKホール

日建設計東京ビル

ららぽーと横浜

中之島フェスティバルタワー

シャングリラホテル

グランフロント大阪

● ブリリア有明シティタワー

東京ガーデンテラス紀尾井町

● 三井住友銀行本店東館

● 大手町ホトリア　大手門タワー・ＪＸビル

● 東京ベイコート倶楽部

屋外移動が多く、未舗装道路でも移動し易いと良い

床の耐荷重が心配なのでなるべく軽量な方が良い

安全の為に定期点検を行って欲しい

　 　●QUICK UP シリーズ 納入実績 　（順不同 敬称略 抜粋）

作業場所にはアウトリガーを広げるスペースが無い

ガラス清掃の為になるべく壁際に近付けて設置したい

10m以上の高さの高所作業がある

誰でも使えるようにライセンスフリーな機種が良い

作業場所に電源が無いのでバッテリー式を探している

作業時間が限られているので、2人で作業をしたい。

EVに乗せて移動をさせたい

安全の為に停電時でも下降できる装置が欲しい

電動工具を使うので、カゴ内にコンセントが欲しい
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         TEL：047-481-8721　 FAX：047-481-8722
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□

□

QUシリーズの選定基準
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QUシリーズ QUiシリーズ WQUシリーズ


