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を実現した 「はかる」へのこだわり。

ENGINEERING 

お客様の 「声」から生まれた、つかいやすさの進化形。

あらゆる
ご要望を
徹底的に
調在、分析。

過酷な温度サイクル試験に

ご要望による信頼性評価

応える

ノウハウ。

技術諮問会議における討議

デザインスケッチをペースにした
3DCADによる機械設計

お客様アンケー トハガキの
分析とロ ー ドセルの品質向上ミ ーティング

Eco10GY 

そして、人にやさしく、現境にやさしく。
クボタグル ー プは、美しい地球環境を守りながら、

PRODUCTS 人々の豊かな暮らしをこれからも
便用時の消費電力塁55％削濾

（当社2007年度衡配LIOONXシリーズ比社内基準による）支スていくことを約束します。

LOW 
IMPACT 製品自体に特定有害物質を含まない設計。

KL-SD-7 500L 
※写真1,両丑脚（ぼ専用オプション）付きです。

¥528,000（オブション費用は含まれておりません）

「想い」を
かたちにする

技術。

悶虚弯池寿命が3000時間の長寿命。（バックライト不使用時）

KL-BF-60/7 20/7 50A 
無検定品 ¥60,500
検定品 ¥66,000 

KL-BF-30/328 
無検定品 ¥55,000 
検定品 ¥60,500 

①MS型

KL-SD-Kl 50A KL-SD-K400B 
4897983304705 4997983304804 4997983304903 499798330只•009

KL-SD-K6MSH KL-SD-K32SH KL-SD-KBOAH KL-SD-Kl 50AH KL-SD-K4DOBH 
4997983305708 49979833□5207 4997983305306 49979833054.05 

KL-IP-N6MSH KL-IP-N32SH KL-IP-N60AH KL-IP-N l 50AH KL-IP-N400BH 
4997983306303 4997983306402 4997983306501 4997983306600 
KL-IP-K6MS KL-IP-K32S KL-IP-K60A KL-IP-Kl 50A KL-IP-K400B 

JANコード 4997983305900 4997983306006 4997983306105 4997983306204 

無検定品景11 ひょう星6Kgの時lg ひょう量30kg(J)時5g ひ兵量60kgOJ時IOg ひょう量120kg0)時20g ひょう量30改g(J)時50g 
ひょう量6 02Kgの時 ？g ひょう量32kgの時 IOg ひめ量602kgの時20g [)め量150kgOJ時50g ひょう量400kgの時 IOOg 

検定品 ひょう塁3Kg0)時lg ひょう塁15kgの時 5g ひ兵量32kgOJ時IOg ひょう量60kg0)時20g ひょう呈200kg(J)時5
00
0g

g 
ひば量600kg(J)時02kg 

ひょう量6Kgの時2g ひょう塁32kgの時IOg ひば}!I!60kg(J)時20g ひめ111150kg(J)時50g ひょう量400kg(/)時1 ひょう塁1500kg(/)時 0.5kg 

I 
ひょう量6Kgの時 lg ひょう量30kg(J)時5g ひ品量60kgOJ時IOg ひめ量120kgの時20g ひょう量300kgの時50g 高精度袂足昂

ひょう量602廷の時2g ひょう量32槌の時 IOg ひめ量60.2kgの時20g ひ兵量150kg(])時50g ひょう量400kg(])時IOOg 
ひょう塁まで ひょう塁まで ひょう塁まで ひょう塁まで ひょう塁まで | ひょう塁まで

®S型

300(W)X250(D) I 3500N)X350(D) I 370(W)X500(D) I 553⑲X703(D) I 1200⑱Xl200（口）
白色LEDバックライト付き液晶表示 5桁 ， 文字高さ46mm,7セグメント
①ゼ□1Jセット． ②風袋引き（半自動・ブリセット）． ③上下限比較④計数●le

． ⑤正味量／総量表示切醤． ⑧オートパワーオフ(3分・lD分•30分）
0℃~+40℃ -ID℃~＋40℃ 

85%RH以下（結露しないこと）
アルカIJ／マンガン乾電池（単l型） l.5VX4本 または ACアダブタ（オブション）
約3.000時間（アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50％の輝度で常峙点灯した場合には、約1,000涛間となります。）

約7kg 約10kg 約12kg 約50kg 約250kg
マンガン乾電池（単1型）叩

保護等級IP65咄蛉 クース材質 ABS樹脂製クース
保護等級 一 材質 スチール裂（めっきまたは塗装仕上げ）、ただし載台カパーはSUS304製竺デジタルロー ドセル部はアルミ製
保護等級：IP65祇6 ケース材質： SUS304製
保護等級IP65 材質•SUS304ぶこだしデジタルロードセル部はアルミ製烏耐食ウL,,タンコーティング仕様
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※1：減算式の場合、 風袋引きによリ計亘範囲が狭くなります。例えば、ひょう亘60kgで10kgの風袋引きをすると言十且
できるのは約50kgとなります。※2：動作確認用です。※3:0P-06、OP-11T使用時にはOP-BO (ACアダプタ） を使用して
ください。※4:QP-03（ジャーナルプリンタ）使用時にはOP-11Tが必要です。OP-03にAC竜源が付属していますので、
別途OP-80を追加する必要はありません。※s:oP-52には、台部用の水平器ブラケットを含みます。なお、OP-52はMS型
には取リ 付けできません。OP-56を選択する場合、OP-52の同時選択が必要です。※6：以下のオプションを選択した場合
は指示計の防水性能は失われます。OP-11T,OP-06, OP-03、OP-52,OP-56, OP-80。※7：こ池の塑番や使用環境により 1S0-14001棗境マネジメントシステI｀●I釉悴 1S0-8001昂費マネジメントシステム馳配取博
変わります。 ※8:L型指示部はコネクタ接続のため非防水仕様です。※9:L型の載台カバーはスチール製塗装仕上げ 知伝社クポタ久全釘伝セ9ター 釦碑社クボタは已●ェュ＝ット
です。※10:0P-KOlはMS型のポールには取り付けできません。※11:無検定品の保証精度は、1/3000(」15B7611-2
2009準拠）です。※12：被計数対象物1個の質屋（単位質屋）が目且より小さい場合 には、計数機能は使用できません。

■外形寸法図mm) KL-SDタイプの図面です。KL-IPタイプとKL-BFタイプの外形寸法については 「クボタFAサイト」KLシリーズのページで四確認ください。
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■無検定品の使用場所設定について

こ使用を開始される前に、ユーザー様もしく［さ販売店様において、使用場所に応じた重力加速度設定を実施いただ＜仕様です。（無検定品のみ）
この設定作業は、初めてこ使用［こなる場合だけに必要な作業です。説明誓の記戦にしたがって設定をお願いします。
●仕様、外観等は改良のため予笞なく変更することがあります。
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※よリお求めやすいペーシックタイプも別途取り揃えています。

〈製造元〉

株式会社クポE9 《精密機器事業ユニット》
ホ ー ムペ ー ジアドレス https :/  /seal e. ku beta.co.j p/ 

お客様こ相談窓口（コールセンター）!!!\II 01 20· 732-058(7リーダイヤル）製：当社営業日の8:30-77:00

く販売元〉

株式会社ワポ9計装
東京支社〒104-8307東京都中央区京襦二T目1番3号京橋トラストタワー 20階TEL (03)3245-3915 Fん〈(03)3245-3919
関西支社〒581-0067大阪府八尾市神武町2番3 5号TEL (072)993-1885 F奴(072)993-1929
` （O11)688-5497鴫(022)287-3977 国 (048)86邸9308 E9 (046) 244如17
� (052)220,6600 � (06)6415-7460 � (082)208-3828 � (092)260,3420 

ホ ー ムベ ー ジアドレス https://www.kubota-keiso.eo.jp/ 

《販売店》

For Earth, For Life 
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ワポ9テジワル台はかり

KL KL-SD I KL-IP 

No·1113ク，＂゜3.CH
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お客様視点で次世代の
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「つかいやすさ」

選べる計量部のバリエ ー ションがさらに拡充。

た
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見やすいバックライト表示付き
文字高さ46mmの大型液晶表示に、LEDバック
ライトを標湮装備。暗い場所での計量でも数値
をはっきりと読み取れるので、作業がスムーズに
進むうえ、訊み取りミスも防止できます。バック
ライトは、ON/OFF、輝度
明／暗が選べます。

ーマンス。

幅広く活躍する
スタンダー ドタイプ。

●無検定昂
検定品
高精度検定品

注記’価格は本体価柁（税込）です。

KL-IP-6MS 
,,., 13,300 
¥118,800 

KL-SD-6MS 
e ¥88.000 

¥93.500 
¥104.500 

KL-IP-32S 
,¥113,300 
¥118,800 

oa口：E）猛醤悶需腐劣虔タイブは

見やすい表示をWebサイトでこ確認いただけます。 塵

表示安定スピー ドが

大幅アップ。
当社従来機種に比べて、表示安定スピー ドが
約30％アップ。
約1秒でピタリと止まります。

?;；し翌悶ご：。イトで塵

O旧

園
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l /6000の高精度検定品を採用。
計量法に定める指定製造事業者の許可を受けたクボタ国内工場で
生産。取引証明に使用できる信頼の検定品（特定計量器）であり、こt

要望の多かった1/6000の高糟度検定品も新たにラインアップ。
(m級：新検定検査規則JIS B761 1-2:2009に準拠）

基準適合証印
クボタは国内で最初に計量法にもとづく指定製造事業者の指定を受
けたメーカーです。国等が付す検定証印と同等の効力がある冥準適
合証印を付すことができます。

KL-SD-32S 
,¥77,000 
¥82,500 
¥93,500 

KL-IP-60/l 50A 
·¥118.800 
¥124,300 

KL-SD-60/l 5DA 
,¥77000 
¥82.500 
¥93.500 

KL-IP-400B 
●¥374,000 

¥381,700 

KL-SD-400B 
¥295,900 
¥303,600 
¥314.600 

水や汚れに強い

保護等級IP65の
防水性能。
KL-SDは指示部のみ
KL-IPは指示部及び計菫部が防水仕様。

KL-SD-l 500L 
※写真1古詞整脚（L型専用オプション）付きです。

¥528,000（オプション費用は含まれておりません）

継ぎ目のない
ステンレス製
載せ台。

右び左18

表示部の
便利な
首振り機能。

KL-BF-60/l 20/l 50A KL-BF-30/32S 
無検定品 ¥60.500 無検定品 ¥55.000 
検定品 ¥66.000 検定品 ¥60.500 

※よりお求めやすいベーシッタタイプも別途取リ揃えています。
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時計機能付き
RS-232C 
y2015 dOl 18 
tl 248など年月日時刻
を設定できま恥

選べる農富な
オプションをこ用意。

上下限リレー 出力
十表示灯
判定結果を色の変化やブ
ザー音でお知らせする表示
灯をオプション採用しました。

指示計据置台
ポールが干渉しない指示計

：
据置台もオブション採用。

： 

ジャーナル
プリンタ
日付｀時 刻のヘッ
ダ ー 印字ができ ま
す。

入出カオプション用
コネクタ
RS-232Cが2ch増
設できます。

B型、L型用
- オブション

B型標準パール（長さ1120mm)
に対L,で 710mmのショートポー

ルオブションも還択可。また、フオ
ークリフトによる移動ができるL型
レベル調整脚もこ用意。
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