


　　　　 の自動調節弁と計装システム
　　　　　は、自動調節弁（コントロールバルブ）のトップメーカとして高水準にある独自の技術開
発力で時代の要請に応え、新世紀へ対応する幅広い製品を揃えるとともに、ISO 9001による品質保
証体制のもとで製作した高品質、高信頼のコントロールバルブとそのシステムを提供してまいりま
す。ここに紹介する資料は、 　　　　　コントロールバルブの技術カタログであります。　　　　　
コントロールバルブの選定に御利用下さい。更に詳細な資料が御必要な場合又は、本技術カタログ
について不明な点がございましたら最寄りの弊社営業までお問い合わせ下さい。

　　　　������������	
�����
������������
������������
　　　　　, the leading industrial control valve manufacturer with strong research and de-
velopment capability of its own, has been meeting requirements of the time. Always making 
available a wide range of product lines that can satisfy the needs of the coming century, 　　　　　
is committed to providing control valves, and the systems thereof, of highest quality and 
reliability, produced under its quality assurance system complying with ISO 9001 standard.

Here 　　　　　presents its technological catalog, introducing various types of 　　　　　control 
valves, hoping to be of service as you select valves for your specific applications.

If you have questions on this technological catalog or require additional printed materials, please 
contact our sales representative nearest you.
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概　要

このシリーズは、流体圧力バランスプラグ形ケージガ

イド調節弁です。この調節弁は、大容量で動的安定性

に優れていますのでヘビーデューティサービスに適し

ています。プラグに加わる流体圧力をバランスさせる

構造としておりますので、小さな操作力で安定した制

御ができます。

尚、このシリーズでは、対応できない過酷な流体条件

に対してはKOSOのVECTO R 弁を選定して下さい。
TM
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This series is our latest cage guided control valve of large 

Cv value, and of dynamic stability. It is suitable to a variety 

of heavy duty services. This series is characterized by 

pressure balanced type trim for very high pressure drops.

For those severe fluid conditions that cannot be covered by 

this series, please select KOSO VECTO R  valves.
TM
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標準仕様　　�����������	
���
�����

弁本体部　����

501GSeriesシ リ ー ズ

1�″ ～18″ （40A～450A）Body size弁 サ イ ズ

圧力バランスプラグ形　　　　　　　Pressure balanced plug typePlug formプラグ形状

EQ%、リニア                                    EQ%, LinearCharacteristicsプラグ特性

標準材質組合わせ及び使用温度・圧力範囲は、表１及び図１を御参照下さい。
See Table 1 & Fig. 1 for hardening treatment and operating pressure-temperature.

Trim materials
Trim treatment

トリム材質
トリム処理

JIS 10K, 20K, 30K, 40K　　　　ANSI (JPI) Class 150, 300, 600Body rating弁本体定格

フランジ形（RF、RTJ）、溶接形（2B以下はSW、3B以上はBWが標準）
Flanged (RF, RTJ), Weld ends (SW : 2″and under, BW : 3″and over)　

Body 
connections

弁本体接続

11～22頁を御参照下さい。
See pages 11～22.

Face to Face 
dimension

面 間 寸 法

SCPH2/WCB, SCPH21/WC6, SCPH61/C5, SCPL1/LCB, SCS13A/CF8, 
SCS14A/CF8M, and other alloy steels.

Body & Bonnet
Material

ボ デー及び
ボンネット
材 質

標準形 Standard type : －17～＋230℃
フィン・エクステンション形 Fin-Extension type : －45～－17℃未満又は＋230℃を越える場合
  : －45～under －17℃ or over ＋230℃
ロング・エクステンション形 Long-Extension type : －196～－45℃未満
但し、各材料の使用温度・圧力範囲に注意して下さい。
Note the allowable operating pressure-temperature limitation for each material.

Bonnet type
ボンネット
形 式

テフロンVリング、テフロンカーボンファイバー、グラフォイル、他
使用温度・圧力範囲は、図３を御参照下さい。
Teflon V-ring, TFE carbon fiber, Grafoil, etc. See Fig. 3 for selection.

Gland packing
グ ラ ン ド
パ ッ キ ン

うず巻形ガスケット（テフロン／SUS316、グラフォイル／SUS316）
使用温度・圧力範囲は、図４を御参照下さい。
Spiral wound metal, with Grafoil or TFE filler. See Fig. 4 for selection.

Gasket packing
ガスケット
パ ッ キ ン

マンセルN－6（エポキシ樹脂系）但し、ステンレス鋼には、塗装しません。
Munsell N-6 (Epoxy resin group) is standard. In the case of stainless steel body, no 
painting is standard.

Painting color塗 装 色
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駆動部　��������

シリンダ式
Pneumatic Cylinder type

全電子式
Solid State Electronic type

ダイヤフラム式
Diaphragm type形式

Type

仕様
Specification

6300LA3600LA3500LC5200LA

複動形
Double acting type

ACモータ・分解能：0.4％

AC Motor 
resolution : 0.4%

DCモータ・分解能：0.3％

DC Motor 
resolution : 0.3%

マルチスプリング形
Multi-spring type

モジュレイション　Modulationモジュレイション　Modulationモジュレイション　Modulation用途　Purpose

供給空気圧　Air supply
400～500 kPaG

供給電源　Power supply
AC100V 50/60 Hz

入力信号　Input signal
4～20 mA DC

供給空気圧（スプリングレンジ）
Air supply (Spring range)
140（　20～100）kPaG
300（　80～200）kPaG
340（　80～200）kPaG
340（120～300）kPaG

供給空気圧又は
供給電源
Air supply or 
Power supply

空気配管口：19～20頁を御参照下さい。
Air connection : See pages 19～20.

配線管口：21～22頁を御参照下さい。
Conduit entries : See pages 21～22.

空気配管口：11～18頁を御参照下さい。
Air connection : See pages 11～18.

接続口
Connection

空気又は電気信号により弁
開又は弁閉
Valve open or close by air 
or electric signal.

入力信号増加で弁閉
Signal increase to valve close

空気圧増加で弁閉
Air to valve close

正作動
Direct action

入力信号増加で弁開
Signal increase to valve open

空気圧増加で弁開
Air to valve open

逆作動
Reverse action

≦ 1.5％ FS（ポジショナ付）
≦ 1.5％ of FS with positioner

≦ 0.8％ FS
≦ 0.8％ of FS

≦ 0.5％ FS
≦ 0.5％ of FS

≦ 1％ FS（ポジショナ付）
≦ 1％ of FS with positioner

ヒステリシス
Hysteresis

≦± 2％ FS（ポジショナ付）
≦± 2％ of FS with positioner

≦± 1％ FS
≦± 1％ of FS

≦± 1％ FS
≦± 1％ of FS

≦± 2％ FS（ポジショナ付）
≦± 2％ of FS with positioner

直線性
Linearity

－20～＋60℃－10～＋50℃－10～＋70℃
許容周囲温度
Ambient Temp.

マンセル　Munsell : N―6
メタリックブルー
Metallic blue

マンセル　Munsell : N―6
標準塗装色
Painting

  E/P、P/Pポジショナ、エアセット、
  電磁弁、リミットスイッチ、
  スピード調整器、ロック弁、
  ロックアップ弁、手動操作機構他
  E/P・P/P-Positioner, Air-set,
  Solenoid valve, Limit switch,
  Speed controller,
  Lock valve, Lock-up valve,
  Manual handle, etc

  過負荷ユニット
  Over load unit

  分解能：0.1％
  スプリットレンジ
  開度発信器（4～20mA）
  Resolution : 0.1%
  Split range, Posi-
  tion transmitter

  E/P、P/Pポジショナ、エアセット、
  電磁弁、リミットスイッチ、
  スピード調整器、ロック弁、
  ロックアップ弁、手動操作機構他
  E/P・P/P-Positioner, Air-set,
  Solenoid valve, Limit switch,
  Speed controller,
  Lock valve, Lock-up valve,
  Manual handle, etc

  オプション
  Option

  スペースヒータ、手動操作機構、端子箱、
  耐圧防爆（ケースサイズAのみ）
  Space heater, Manual handle, Junction box, 
  Explosion proof (Available for Casing size A only)

性能　���������	�

表２を御参照下さい。　　See Table 2Cv　　　　　値 　Cv value

リニヤ、イコールパーセント　Linear, Equal percentage流　量　特　性　Flow characteristics

50：１レンジアビリティ　Rangeability

表１を御参照下さい。　　See Table 1（オプション　Option : ANSI CLASS V）弁座許容漏洩量 　Seat Leakage

表３を御参照下さい。　　See Table 3許 容 差 圧 　Allowable pressure drops

付加仕様（有償）　���������	�
�����	�
����������	��������������	���	�
���
���

材料検査｛ミルシート、液体浸透探傷検査（PT）、放射線透過検査（RT）｝、流量特性試験、低
温試験、蒸気試験
Material certificate, Liquid penetrant testing, Radiographic testing, 
Flow characteristic testing, Low temperature testing, Steam testing.

弁本体部特殊検査
Special testing for Body

酸素禁油処理、禁油処理、禁水処理
Oxygen clean, Oil-free, Water-free.

弁本体部特殊洗浄
Special cleaning for Body

防砂・防塵仕様、塩害仕様、寒冷仕様、熱帯仕様、禁銅仕様、特殊空気配管及び特殊
ジョイント、真空サービス、外気露出部SUSボルトナット、指定塗装色
Sand and Dust proof, Salty environment proof, Cold area proof, Tropical area proof, 
Copper-free alloy, Special piping and fitting, Vacuum service proof, SUS bolt and nut 
for exposed parts, Non-standard painting.

弁本体部及び駆動部特殊仕様
Special specification for 
Body and Actuator

高圧ガス保安法による認定　Japanese government authorization for high pressure gas.認定・認可　Authorization
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表１　弁本体とトリムの標準材質組合わせ及び使用温度範囲と弁座許容漏洩量

�������　��������	
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　①トリム材質・処理による使用温度－圧力範囲は、図１を御参照下さい。

　②弁座漏洩量をANSI Class Vとする必要がある場合は、お問い合わせ下さい。

　③キャビテーションの発生が予測される場合は、KOSOのアンチキャビテーション機種を選定して下さい。

　④フラッシングが予測される場合は、レジュースドボアとして下さい。

　①Trim material/treatment vs operating temperature-pressure range : See Fig. 1

　②When ANSI Class V for seat leakage is required, please consult us.

　③In the case of cavitation service, we recommend our anti-cavitation control valves.

　④In the case of flashing service, we recommend reduced bore.
　●R.TFE ：強化テフロン Reinforced TFE ●HT ：熱処理 Heat treatment
　●Hcr ：ハードクロムメッキ Hard chrome plated ●SF ：ステライトフェース Stellite face
　●PH ：析出硬化 Precipitation hardening ●SS ：ステライトシート Stellite seat
　●AT  ：アトムロイ ATOMLLOY

　表１－１　弁本体材質：炭素鋼

　���������　��������	
�������
������		�

SCPH2/A216-WCB, SCPH21/A217-WC6, SCPH61/A217-C5, SCPL1/A352-LCB弁本体材質　Body material

A182-F22SCS24材質　Materialケージ
Cage ATPH処理　Treatment

A182-F11SUS410材質　Materialプラグ
Plug SFHT処理　Treatment

A182-F11SUS410SUS316＋R.TFE材質　Materialシートリング
Seat ring SFHT―処理　Treatment

グラフォイル　Grafoilグラフォイル　GrafoilR.TFER.TFE材質　Materialバランスシール
Balance seal ――SUS316SUS316バックリング　Back ring

IVIVIVVIClass弁座許容漏洩量
Seat leakage 0.01％0.01％0.01％バブルタイト　bubble-tightRated Cv×

－5～＋425－5～＋425－5～＋230－5～＋200SCPH2　/WCB body使用温度
Operating
temperature

℃

－5～＋538－5～＋425－5～＋230－5～＋200
SCPH21/WC6 body
SCPH61/C5 body

－45～＋350－45～＋350－45～＋230－45～＋200SCPL1/LCB body

＊①流体温度が－75℃以下の場合は、バランスシール材質：フロロロイG、バックリング材質：エルジロイとなります。
　　When the fluid temperature is below －75℃, the materials for the balance seal and the back ring will be Fluoroloy 

G and Elgiloy, respectively.

　表１－２　弁本体材質：ステンレス鋼

　��������	　��������	
�����������	�����		�

SCS13A/A351-CF8　SCS14A/A351-CF8M弁本体材質　Body material

SCS14A材質　Materialケージ
Cage Hcr処理　Treatment

SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316材質　Materialプラグ
Plug SFSSSFSS――処理　Treatment

SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316＋R.TFE材質　Materialシートリング
Seat ring SFSSSFSS――処理　Treatment

GrafoilGrafoilR.TFE ※①R.TFE ※①R.TFE ※①R.TFE材質　Materialバランスシール
Balance seal ――SUS316SUS316SUS316SUS316バックリング　Back ring

IVIVIVIVIVVIClass弁座許容漏洩量
Seat leakage 0.01％0.01％0.01％0.01％0.01％bubble-tightRated Cv×

－196～＋538－196～＋538－196～＋230－196～＋230－196～＋230－75～＋200Operating Temp. ℃使　用　温　度
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図１　トリム材質組合わせに対する使用温度と差圧
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図１－２　��������

A182-F22 ATケージ　　　　Cage

A182-F11 SFプラグ　　　　Plug

A182-F11 SFシートリング　Seat ring

　図１－１　��������

SCS24　 PHケージ　　　　Cage

SUS410 HTプラグ　　　　Plug

SUS410 HTシートリング　Seat ring

図１－４　��������

SCS14A Hcrケージ　　　　Cage

SUS316　 SFプラグ　　　　Plug

SUS316　 SFシートリング　Seat ring

　図１－３　��������

SCS14A Hcrケージ　　　　Cage

SUS316　 SSプラグ　　　　Plug

SUS316　 SSシートリング　Seat ring

図１－６　��������

SCS14A HcrSCS24 PHケージ　　　　Cage

SUS316SUS410 HTプラグ　　　　Plug

SUS316＋R.TFEシートリング　Seat ring

　図１－５　��������

SCS14A Hcrケージ　　　　Cage

SUS316プラグ　　　　Plug

SUS316シートリング　Seat ring
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図２　バランスシール使用温度・圧力範囲
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図２－１　強化テフロン/SUS316
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図２－２　グラフォイル
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図２－３　フロロロイG/エルジロイ

��������　�����������	
������

図３　グランドパッキン使用温度・圧力範囲
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図３－１　強化テフロンVリング
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図３－２　テフロンカーボンファイバー

��������　��������	
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図３－３　グラフォイル
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図４　ガスケットパッキン使用温度・圧力範囲
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図４－１　グラフォイル／SUS316

��������　��������	
	��

図４－２　テフロン／SUS316

��������　���������	

図４－３　フロロロイG／インコネル

��������　�����������	
�����

・ロングエクステンション用

・LONG EXTENSION
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表２　Cv値
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ストローク
Stroke
mm

Cvプラグサイズ
Plug size
inch（mm）

弁サイズ
Body size
inch（mm） LinearEQ ％

　25　40　361�（40）1�（40）

　25　40　361�（40）
　2　（50）

　30　70　60　2　（50）

　30　70　60　2　（50）
　3　（80）

　40　150　135　3　（80）

　40　150　135　3　（80）
　4（100）

　50　215　190　4（100）

　50　215　190　4（100）
　6（150）

　60　435　410　6（150）

　60　435　410　6（150）
　8（200）

　80　735　650　8（200）

ストローク
Stroke
mm

Cvプラグサイズ
Plug size
inch（mm）

弁サイズ
Body size
inch（mm） LinearEQ ％

　80　735　650　8（200）
10（250）

　901050　95010（250）

　901050　95010（250）
12（300）

1001400130012（300）

1001400130012（300）
14（350）

1301900160014（350）

1301900160014（350）
16（400）

1502000180016（400）

1502000180016（400）
18（450）

1502450225018（450）

図６　EQ％流量特性

������　���������	
���	�����	�
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図５　弁本体部構造
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表３　許容差圧（単位：MPa）
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　DA：正作動（空気圧増加で弁閉）　Direct action (Air to valve shut)

　RA：逆作動（空気圧増加で弁開）　Reverse action (Air to valve open)

　表３－１　ダイヤフラム駆動部（5200LA）

　��������	　���������	�
�����	��������

　表３－１A　グランドパッキン：強化テフロンVリング、テフロンカーボンファイバー

　��������	
　���������	
�������������
��������������������

バランスシール：強化テフロン／SUS316　
Balance seal : Reinforced TFE/SUS316シートリング

Seat ring

スプリングレンジ
Spring range

kPaG

供給空気圧
Air supply
オフバランス（Off balance）
kPaG

駆動部
サイズ
Actuator
size

プラグサイズ　Plug size（inch）

1210864321�

―――Metal SeatDA & RA
20～100

140（20）　

270

―――Soft Seat

―6.278.82Metal SeatDA & RA
80～200

300（80）　
―3.0　3.0　Soft Seat

―9.899.89Metal SeatDA：　80～200
RA：120～300

340（120）
―3.0　3.0　Soft Seat

――1.17Metal SeatDA & RA
20～100

140（20）　

350
――1.17Soft Seat

9.119.899.89Metal SeatDA & RA
80～200

300（80）　
3.0　3.0　3.0　Soft Seat

――――3.525.29Metal SeatDA & RA
20～100

140（20）　

450
――――3.0　3.0　Soft Seat

5.0　7.849.899.899.899.89Metal SeatDA & RA
80～200

300（80）　
3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　Soft Seat

9.629.899.899.899.89Metal SeatDA & RA
80～200

300（80）　650
3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　Soft Seat

　表３－１B　グランドパッキン：グラフォイル

　��������	
　���������	
���������
�

バランスシール：グラフォイル
Balance seal : GRAFOIL　　　シートリング

Seat ring

スプリングレンジ
Spring range

kPaG

供給空気圧
Air supply
オフバランス（Off balance）
kPaG

駆動部
サイズ
Actuator
size

プラグサイズ　Plug size（inch）

1210864321�

――Metal SeatDA & RA
20～100

140（20）　

350
――Soft Seat

8.338.33Metal SeatDA & RA
80～200

300（80）　
3.0　3.0　Soft Seat

――――Metal SeatDA & RA
20～100

140（20）　

450
――――Soft Seat

7.858.338.338.33Metal SeatDA & RA
80～200

300（80）　
3.0　3.0　3.0　3.0　Soft Seat

―5.158.338.338.33Metal SeatDA & RA
80～200

300（80）　650
―3.0　3.0　3.0　3.0　Soft Seat
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　表３－２　複動形シリンダ式駆動部（6300LA）

　��������	　��������	
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　表３－２A　グランドパッキン：強化テフロンVリング、テフロンカーボンファイバー

　��������	
　��������������	�
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バランスシール：強化テフロン　　　　　
Balance seal : Reinforced TFE/SUS316

シートリング
Seat ring

供給空気圧
Air supply

kPaG

駆動部サイズ
Actuator
size

プラグサイズ　Plug size（inch）

1816141210864

9.899.899.89Metal Seat
400

200
3.0　3.0　3.0　Soft Seat

9.899.899.89Metal Seat
500

3.0　3.0　3.0　Soft Seat

9.899.899.899.899.89Metal Seat
400

300
3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　Soft Seat

9.899.899.899.899.89Metal Seat
500

3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　Soft Seat

9.899.899.899.899.899.899.89Metal Seat
400

450
3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　Soft Seat

9.899.899.899.899.899.899.89Metal Seat
500

3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　Soft Seat

9.899.899.899.899.89Metal Seat
400

600
3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　Soft Seat

9.899.899.899.899.89Metal Seat
500

3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　Soft Seat

　表３－２B　グランドパッキン：グラフォイル

　��������	
　��������������	��
����

バランスシール：グラフォイル
Balance seal : GRAFOIL　　　

シートリング
Seat ring

供給空気圧
Air supply

kPaG

駆動部サイズ
Actuator
size

プラグサイズ　Plug size（inch）

1816141210864

8.33Metal Seat
400

300
3.0　Soft Seat

8.33Metal Seat
500

3.0　Soft Seat

8.338.338.338.338.338.338.33Metal Seat
400

450
3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　Soft Seat

8.338.338.338.338.338.338.33Metal Seat
500

3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　Soft Seat

6.177.448.338.338.33Metal Seat
400

600
3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　Soft Seat

8.338.338.338.338.33Metal Seat
500

3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　Soft Seat
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　表３－３　電子式駆動部（3500LC、3600LA）

　���������　����������	�	�	
�����
��
���������������������	

　表３－３A　グランドパッキン：強化テフロンVリング、テフロンカーボンファイバー

　���������	　��������������	�
������
����������
��������

バランスシール：強化テフロン／SUS316
Balance seal : Reinforced TFE/SUS316

シートリング
Seat ring

駆動部サイズ
Actuator
size

プラグサイズ　Plug size（inch）

1210864321�

3.235.39Metal Seat35A2LC
36A2LA 3.0　3.0　Soft Seat

8.339.89Metal Seat35B1LC
36B1LA 3.0　3.0　Soft Seat

3.0　7.259.899.89Metal Seat35B2LC
36B2LA 3.0　3.0　3.0　3.0　Soft Seat

5.789.899.89Metal Seat
36C1LA

3.0　3.0　3.0　Soft Seat

3.625.597.749.899.89Metal Seat
36C2LA

3.0　3.0　3.0　3.0　3.0　Soft Seat

　表３－３B　グランドパッキン：グラフォイル

　���������	　��������������	��������

バランスシール：グラフォイル
Balance seal : GRAFOIL　　　シートリング

Seat ring

駆動部サイズ
Actuator
size

プラグサイズ　Plug size（inch）

1210864321�

0.66Metal Seat35B1LC
36B1LA 0.66Soft Seat

1.078.338.33Metal Seat35B2LC
36B2LA 1.073.0　3.0　Soft Seat

2.457.259.89Metal Seat
36C1LA

2.453.0　3.0　Soft Seat

―――0.798.33Metal Seat
36C2LA

―――0.793.0　Soft Seat
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図８　3500LC・3600LA・3400LA駆動部取付姿勢
������　������������	�
	�����������������・������・������

注：標準取付姿勢Type : S以外の場合は、取付姿勢を御指定下さい。
Note : Type S is automatically applied, unless otherwise specified.

図７　5200LA駆動部取付姿勢
������　������������	�
	�����������������

　図７-１　駆動部サイズ：218～450
　��������　����������	
�：���～���

　図７-２　駆動部サイズ：650
　��������　����������	
�：���

注：標準取付姿勢Type : S以外の場合は、取付姿勢を御指定下さい。
Note : Type S is automatically applied, unless otherwise specified.
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表４　標準駆動部との組合せ概算製品質量（単位：kg）

�������　�����������	
�����������������������������	
������
�������

　　　　弁本体部及び駆動部は標準品の質量で、付属品並びに手動操作機構などの質量を含んでいません。

　　　　Only standard types are represented. Weights of accessories, a handwheel and the like are not included.

電子式駆動部サイズ
Electronic Actuator size

複動形シリンダ式駆動部サイズ
Double acting Cylinder 
actuator size　　　　　

6300LA

ダイヤフラム式駆動部サイズ
Diaphragm actuator size

5200LA

弁本体定格
Body rating 
class

弁サイズ
Body size

inch（mm）

36C1LA
36C2LA

35B1LC
35B2LC
36B1LA
36B2LA

35A2LC

36A2LA
600450300200150650L650S450L450S350270218JISANSI

　3428　5236―10K150

1�（40）　 　3933　5741―20, 30K300

　4438　6246―40K600

　3933　92　574110K150

　2　（50）　 　4438　97　624620, 30K300

　4943102　675140K600

　90　5448107　725610K150

　3　（80）　 100　6458117　826620, 30K300

125　89831421079140K600

100　6424213711510K150

　4　（100） 115　7925715213020, 30K300

16012430219717540K600

180144　220185―32220010K150

　6　（150） 210174　250215―35223020, 30K300

260224　310275―40228040K600

260　426　32028540228010K150

　8　（200） 310　436　33029545233020, 30K300

430　546　44040557245040K600

428　566　460　60347010K150

　10　（250） 508　646　540　68355020, 30K300

748　886　780　92379040K600

598　838　736　630　77310K150

　12　（300） 678　918　816　710　85320, 30K300

968120811061000114340K600

11901070104510K150

　14　（350） 13501230120520, 30K300

18501730170540K600

1650153010K150

　16　（400） 2050193020, 30K300

2850273040K600

2350223010K150

　18　（450） 3050293020, 30K300

4350423040K600




