
ISONOBODY

Square Body －Block－

大型車推奨仕様

平ボデーアルミブロック車

当社の技術を結集したセミオーダーメイド平ボデー

多様なバリエーションから用途に合わせご提案いたします。

※写真にはオプション仕様が含まれます。

項目 仕様 項目 仕様

フロア

縦根太 ZAM角パイプ

下回り

サイドバンパー ZAM丸パイプ3段

横根太 ZAM角パイプ フェンダー ステンレス製ハ型サブフェンダー付

床枠 ショット加工スチールアングル フェンダー泥除け いそのマーク入り黒泥除け

床板 アピトン（21mm）黒ニス塗装 テール前泥除け 黒EVAゴム振れ止め付

床枠フック U型 14対（φ16mm） リヤバンパー 純正取付け

スタンション ZAM角パイプ（100mm×100mm） 工具箱 ステンレス製（750mm）

鳥居
枠組み ZAM製コ型折り曲げ材ストレート 輪止め 樹脂製 1セット

前壁 アルミ縞板全面張り チェーン掛け 3連式左右取付け

アオリ

サイドアオリ アルミブロック（H 700mm） 燃料タンク シャシ装着品

リヤアオリ アルミブロック（H 600mm） タイヤキャリア オーバーハング取付け 1個

中柱 差し込み式（5方開）

電装

作業灯 LED角型鳥居埋め込み左右

後柱 差し込み式 車幅灯 LED丸型黄色 5対

アオリロック スチールスプリングロック（1段） 路肩灯 LED丸型リヤタイヤ前左

ヒンジ スチール逆段式（両端ダブル） テールランプ シャシ装着品

アオリ開閉補助装置 スチール製（1対） サイドフラッシャー シャシ装着品

幌フック

鳥居 下部 2対（φ9mm）

塗装

キャブ塗装 メーカー標準色

サイド床枠 床枠下取付け（φ16mm） ボデー塗装 スチール部シルバー色

リヤ床枠 床枠下取付け 4個（φ16mm） 下回り塗装 黒色



架装事例

大型（低床・高床）

大型（クレーン付）



架装事例

中型・増トン（アルミブロックゲート付・クレーン付）

小型（アルミブロック・クレーン付・ゲート付）



安全帯

リング式安全帯ロープ掛け

ステップ

ガゼット部折りたたみ式

＋下部縞ステップ

鳥居上部BOX

アルミ縞フタ

鳥居上部BOX

フタ裏クッション貼り

鳥居上部BOX

シートカバー

標準色シルバー

鳥居上部枕木

（アピトン材）

埋込フック 床枠部

フック本体はスチール製とSUS製

使用荷重：φ12mm   1000kg

：φ16mm 2000kg

埋込フック フロアセンター部

フック本体はスチール製とSUS製

使用荷重：φ12mm   1000kg

：φ16mm 2000kg

床枠フック

使用荷重：鳥居型φ12mm 1500㎏

：U字型φ16mm 2000㎏

極太ロープフック

スタンション

※写真は100角STDフタ付き

(本体H 1400mm)

階段式スタンション

本体格納タイプ

階段式スタンション

本体横置き格納タイプ

床鉄板張り

ZAM2.3t ZAM3.2t 縞鉄板

標準塗装色 黒色

ロープ用スタンション

＋埋め込みフック

ロープ用スタンション

※ベルト用ガイド付き

内板全面張りタイプ

※写真は全面アルミ縞板張り
上部格子タイプ

上部BOXタイプ

（鳥居の厚み200mm）

※ボデー内長が100mm短くなります。

鳥居梯子

スチール製とSUS製あり

※写真はSUS製

鳥居シートデッキ

四角型SUSリヤ格子

鳥居シートデッキ

四角型SUS

鳥居シートデッキ

蓋付箱型物入れSUS

鳥居フック

Ｊ型回転式鳥居

キャブ側取付け

鳥居フック

Ｊ型回転式フック

BOX内取付け

Gフック

内板全面張りタイプ標準

鳥居上部センター環フック
(φ12mm)

内板全面張りタイプ標準

鳥居ガゼット前

ロープフック

鳥居キャブ側下部

ロープフック左右2ヶ所

フロアオプション

鳥居オプション

基本構造

基本構造

鳥居

鳥居標準

フロア

STD組みタイプ

縦根太・横根太スチールZAM材

組み込み式タイプ

縦根太・横根太スチールZAM材

（低床車用のみ設定）

軽量タイプ

縦根太・横根太アルミ材



水平チェーン
セイコーラック

※写真は超薄型ステンレス

サイドステップ（リヤ）

※リヤ柱下に付きます。

アルミブロック

蝶番金具類スチールタイプ

アルミブロック

蝶番金具類ステンレスタイプ

リヤアオリロックL型ハンドル

（スチールとステンレスあり）

LED作業灯（角型）
LED作業灯（角型）

カバー付き
電球車幅灯（黄色） LED車幅灯（黄色）

アンダーライト兼用

LED車幅灯（黄色）

中柱 差し込み式 中柱 回転式 リヤ柱 差し込み式
リヤ柱

オーニングパイプ差し込み付

ラッシングレール 内側折りたたみステップ ロープ通し
リヤアオリ手掛け

（一段と二段あり）

アオリ上部補強

アルミ縞

アオリ上部補強

ステンレス

テールランプ

基本構造

柱

アオリオプション

電装品

電装オプション

車幅灯作業灯

路肩灯

電光看板

アオリ

純正テールランプ
ボデーパーツ製

LED角型テールランプ
小糸製LEDテールランプ

小糸製LEDテールランプ

歌舞伎
電球丸型路肩灯 LED丸型路肩灯

バックカメラ バックモニター コンセント 車輛後端作業灯 アルミ角大蛍光灯（LED） ルミナスサイン



下回り

スチール丸パイプ

※写真は大型高床向け3段

スチール角パイプ（60×30 mm)

※写真は大型低床向け3段

ステンレス丸パイプ

※写真は大型低床向け3段

ステンレス角パイプ(90×30 mm)

※写真は大型低床向け2段

アルミ角型材

※写真は大型低床向け2段

振れ止め+EVA泥除け

EVA泥除けカラー：黒・赤・青

振れ止め+EVA泥除け

+ SUS板ウェイト

EVA泥除けカラー：黒・赤・青

上部SUS折り曲げ

+ 一体型EVA泥除け

EVA泥除けカラー：黒・赤・青

上部SUS折り曲げ

+ 3分割EVA泥除け

EVA泥除けカラー：黒・赤・青

タイヤフェンダー泥除け

ISONOマーク入り

泥除け

物入れ

サイドバンパーオプション

リヤバンパー

サイドバンパー

りん木入れ・チェーン掛け

純正リヤバンパー

中央のみZ曲げ

純正リヤバンパー

上面アルミ縞貼り

純正リヤバンパー前方移動

＋リヤコ型ステップ

工具箱部回転式 バッテリー部ボルト脱着式 クレーンアウトリガ部加工
オーバーハング部

サイドバンパー

フレームサイド物入れ サブフレーム間物入れ
サブフレーム間物入れ部

フタ加工
ポリタンク入れ

SUS1段

L2400xW500xH220 mm

SUS2段

上段 L650xW500xH250 mm

下段 L2400xW500xH220 mm

3連式チェーン掛け 4連式チェーン掛け



下回り

タイヤキャリア 工具箱

ナンバー

車載荷役装置（ゲート・クレーン）

基本仕様

塗装

塗装オプション

高床車左取付け 低床車左取付け

JBブラケット 中取付け

ナンバー灯左右

※写真は低床車

社名板右取付け

ゲート接地面アルミ縞貼り ゲート先端部アルミ縞貼り ゲートフロア裏面ロープフック クレーンアウトリガベース格納

オーバーハング中付け フレームサイド取付け ステンレス工具箱 FRP工具箱

グリルキャブ同色塗装 ボデー指定色塗装 根太塩害ガード塗装
シャシフレーム

塩害ガード塗装
シャシフレーム・根太赤塗装

キャブ塗装 ボデー純正シルバー色塗装 床板黒ニス塗装



株式会社いそのボデー
本社 山形県山形市西越25番地

東京事業所 東京都港区南青山3-1-3 

スプライン青山東急ビル6階

https://www.isono-body.co.jp/

023-624-1711

加盟組織：一般社団法人自動車車体工業会 会員

一般社団法人TAPAアジア日本支部 会員

お問い合わせ先

TEL

https://www.isono-body.co.jp/

