
～消防車両・道路関係車両・警察車両 etc..～ 

国内で活躍する公共用車両も弊社で架装しています 

 

 

 

 

街で見かけるあの車両、 

弊社も架装に携わっています 
 

国内で活躍している消防車両などの特殊車両の 

架装も行っています 

国民の安全を守る車、責任重大ですが 

誇りを持って架装しています 

 

The production of a special vehicle playing  

an active part in the country reaches. 
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消防車両

資機材運搬車 　　　水難救助車

災害時、多くの資機材を運ぶ車両。 　　　災害時、多くの資機材を運ぶ車両。

In disasters, vehicles carrying many equipment and materials 　　　　In disasters, vehicles carrying many equipment 

　　　and materials.

除染車 　　　救助工作車

大気汚染現場にて、作業隊員が汚染物質を洗い落すための車両。 　　　災害現場にて、人命救助を行う為の車両。

車内には、シャワー室等設備あり。

Vehicle for workers to wash down pollutants 　　　　Vehicle for conducting life rescue at the disaster site.

at the air pollution site.

公共用車両 実績紹介 
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特殊災害対策車① 　　　特殊災害対策車②（SUPER　HAZ-MAT）

化学物質漏洩災害等に対応する車両。 　　　大気汚染現場にて、汚染物質の分析を行う車両。

Vehicles responding to chemical substance leakage 　　　　Vehicles that analyze pollutants at air pollution sites.

disasters, etc.

VR災害体験車 　　　消防ハイルーフ架装

おそらく世界に一台しかない災害体験車両。 　　　消防車両のルーフを、標準より高くしたルーフパネル

地震、火事、水害を3Ｄカメラとモーションシートによって一度に

体験ができます(東京消防庁様に納めさせて頂きました)

Probably the only disaster experience vehicle in the world. 　　　　Roof of fire fighting vehicle, roof panel raised higher 

Earthquakes, fires, floods can be experienced at once 　　　　than standard.

by 3D camera and motion sheet.
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道路関係車両

道路維持作業車 　　　路面清掃車C型

道路の維持、修繕のために使用する車両。 　　　道路落下物の回収等に使用する車両。

　　　画像の車両は通常の路面清掃車に比べ、小型サイズで運転

　　　しやすい路面清掃車。

Vehicles used for road maintenance and repair. 　　　　Vehicles used for collecting road falling objects

　　　　and the like. The image of the vehicle is smaller than 

　　　　the usual road cleaning vehicle, it is a small-sized and 

　　　　easy-to-drive surface cleaning vehicle.

標識車 　　　ラインマーカー車

道路の維持、修繕のために使用する車両。 　　　道路の維持、修繕のために使用する車両。

道路情報や道路規制等を表示する標識装置を搭載しています。 　　　道路線を引くための装置を搭載しています。

Vehicle used for road maintenance and repair. 　　　　Vehicle used for road maintenance and repair. 

We have a sign device to display road information 　　　　Equipment for drawing road lines is carried.

and road regulations etc.
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警察車両

交通鑑識車

交通事件発生時に現場に急行して、証拠を採取する車両。

強力な投光器や各種装備で夜間の鑑識活動を支援します。

Vehicles that rush to the site at the time of a traffic incident 

and collect evidence. We support strong nightwear 

discrimination activities with powerful light emitters 

and various equipment.

その他警察車両
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レッカー車

交通事故等で運行することができない自動車等を車輪を吊上げて 　　　夜間における各種災害に照明と電源供給により救助活動を

移動するために使用する車両。 　　　支援する車両です。

Vehicles that are used to lift and move wheels etc. 　　　　It is a vehicle that supports rescue activities by lighting 

that can not be operated due to traffic accidents 　　　　and power supply to various disasters at night.

公共応急作業車

ガス会社向けの緊急車両。　

電気、通信、ガス、水道、鉄道等　インフラ保全用の

「公共応急作業車」の製作が可能です。

Emergency vehicles for gas companies. 

“Public emergency work vehicle” for infrastructure conservation

such as electricity, communication, gas, water, railroad etc. 

can be produced.

照明車 


