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●本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更
することがあります。
●諸元表に記載の最大積載量は、標準車の数値を示し
ます。重量計測により変わる場合があります。
●掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合
があります。
●製品カラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実
際の色とは多少異なって見える場合があります。
●ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読み
のうえ、ご使用ください。
●社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標
です。
●このカタログは、2015年5月印刷のものです。

インターネットホームページもご利用いただけます。 http://www.kyokuto.com/
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No.HC1502GB-051540B HA

低騒音を実現

※写真は2t回転板式です。

写真にはオプション仕様を含みます。
写真撮影用特別色や合成処理があります。

ハイブリッドバッテリの
　  電気で動くごみ収集車

No.1502

電動式塵芥収集車

■ 主要諸元

■ 外観図

GB43-27-S GB44-820D-S（単位：mm） （単位：mm）

特許出願中

パッカーハイブリッドで実現する
静かでクリーンなごみ収集のスタイル

e
作業中の

排気ガスゼロ※

※電動作業時の場合

架装シャシ 2t車（対応型式：TQG-XKU600X-TYUMC5）

架装形式 GB43-27-S GB44-820D-S

圧縮方法 プレス式 回転板式

車両寸法

全長 （mm） 約5,280 約5,220

全幅 （mm） 約1,850 約1,850

全高 （mm） 約2,260 約2,210

ボデー容積 （m3） 4.3 4.4

ホッパ容積 （m3） 0.60 0.34

ボデー内寸

長さ （mm） 2,315 2,215

幅 （mm） 1,735 1,740

高さ （mm） 1,330 1,245

投入口寸法
幅 （mm） 1,440 1,450

高さ （mm） 800 790

原動機 エンジン／モータ

積込み時間 （秒） 11～12 10～11

汚水タンク容積 （L） 80 82

排出方法 排出板押出式 ダンプ式

内法 2,315

内
法
 1
,33
0

全長 約5,280

全
高
 約
2,
26
0

内
法

1,
73
5

全幅 約1,850

全長 約5,220

全幅 約1,850

全
高
 約
2,
21
0

ダ
ン
プ
高
さ
 約
3,
42
0

内
法

1,
74
0

内法 2,215

内
法
 1
,2
45

  作業状況・現場に応じて、

電動・エンジン駆動の
選択が可能

※写真は2tプレス式です。



収集作業

静かでクリーンな
　ごみ収集スタイル

バッテリ駆動も利用して

ハイブリッド

 だからでき
る！

eパッカー®ハイブリッドは、作業状況や現場に応じて動力を選択できるごみ収集車です。
通常はエンジン駆動で、夜間や屋内作業では電動駆動を利用することで、排気ガスや騒音などの不安を低減。
環境に配慮したごみ収集のスタイルを実現することができます。
積込装置の動力源にハイブリッドシャシの走行用電気モータを利用（電動駆動の場合）。
走行中はエンジン動力と減速時のエネルギー回生によってハイブリッドバッテリを充電し、
電動駆動時にはエンジンを止めて作業ができる、エネルギーを効率的に利用するシステムです。

走行中はエンジン動力と減速時のエネルギー
回生によってハイブリッドバッテリを充電

積込み時は、作業状況や現場に応じて
電動駆動とエンジン駆動を選択して作業が可能

※排出作業はエンジン駆動のみとなります。

走行中

作業中の排気ガスがゼロ
電動作業時には、エンジンを止めた状態で作業が行えるの
で、地下施設での収集作業など、排気ガスが気になる現場の
環境を改善します。

作業性を確保
ハイブリッドシャシの駆動システムを利用したシンプルな
システムを採用し、専用のモータ･バッテリ･インバータな
どを必要としませんので、通常のPTO式ごみ収集車とほぼ
同等の積載量・ボデー容積の確保が可能。さらに、日常の
点検などのメンテナンスも容易に行えます。

充電作業不要
電動駆動のために必要な電力は、走行中にエンジ
ン動力と減速時のエネルギー回生によってハイブ
リッドバッテリを充電しますので、コンセント接続
による充電作業も不要です。フル充電状態で積込
みサイクル約20回の作動が可能です。

低騒音
電動作業時はエンジンを止めた状態で作業が行え
るので、大幅な低騒音化を実現。早朝、深夜、住宅地
での作業に最適です。

eパッカー®ハイブリッドのシステム概要 特許出願中

キャブ内操作スイッチ

テールゲート操作スイッチ

通常はエンジンで 屋内や地下、夜間は電気で

電動作業の場合、フル充電状態で
積込みサイクル約20回の

作動が可能。

ハイブリッドシャシの走行用電気モータとエンジンの２系統で積込み作業が行えるシステムを
日野自動車株式会社様との共同開発で実現しました。

電動操作スイッチと表示ランプをキャブ内
とテールゲートの2ヶ所に配置し、高い操作
性を実現しました。

操作スイッチ・表示ランプを
2ヶ所に配置

電動作動スイッチをオンにすると、エンジ
ンが停止して電気で作動できます。また、
オフにすると、自動的にエンジンが起動す
る切換システムを採用しています。

使いやすさの追求

低騒音を実現
作業中の

排気ガスゼロ※

※電動作業時の場合

  作業状況・現場に応じて、

電動・エンジン駆動の
選択が可能

架装部に、ハイブリッドシャシ用バッテリで駆動する走行用電気モータを利用して
積込装置を電気で駆動させるシンプルなシステム「IES※」を採用しています。

※IES：Idle reduction & Eco operation System

※写真は2tプレス式です。

※写真は2tプレス式です。


