
スーパー
マルチバケット

スーパーバケット

スーパー
ツメ付バケット

スーパー
大容量バケット

マニアフォークスーパー
パレットフォーク

スーパー
グレーダ

ヘイフォーク

バランスウエイト

持 ち 上 げ 力 300kg ～ 350kg
ス ク イ 角 45°
ダ ン プ 角 50°

ヒ ン ジ ピ ン 高 さ 2180mm
本 体 希 望 小 売 価 格 ￥601,000（税別） *2019 年ﾒｰｶｰ希望小売価格　

G98

ダンピングクリアランス 1625mm
持 ち 上 げ 力 300kg ～ 350kg
ス ク イ 角 45°
ダ ン プ 角 50°

持 ち 上 げ 力 300kg ～ 350kg
ス ク イ 角 45°
ダ ン プ 角 50°

ヒ ン ジ ピ ン 高 さ 2160mm
本 体 希 望 小 売 価 格 ￥591,000（税別） *2019 年ﾒｰｶｰ希望小売価格　

G95

ダンピングクリアランス 1605mm
持 ち 上 げ 力 250kg ～ 300kg
ス ク イ 角 45°
ダ ン プ 角 50°

￥96,000
￥104,000
￥106,000
￥127,000

希望小売（税別）
￥83,000
￥83,000

￥126,000
￥99,000
￥112,000
￥140,000
￥185,000
￥157,000
￥114,000
￥123,000

作業巾 (mm)×容量 (m3)×(ﾂﾒ数 )                1110×0.12×(4)
作業巾 (mm)×容量 (m3)      　　                 1510×0.16
作業巾 (mm)×容量 (m3)×ﾂﾒ数　　          1510×0.16×6
作業巾 (mm)×容量 (m3)×(ﾂﾒ数 )　            1510×0.16×(6)

仕　　様
作業巾 (mm)×容量 (m3)　　　　　          1110×0.12
作業巾 (mm)×容量 (m3)×ﾂﾒ数　　          1110×0.12×4

作業巾 (mm)×容量 (m3)　                           1510×0.23
作業巾 (mm)×タイン長 (mm)×数　      1050×650×6
作業巾 (mm)×タイン長 (mm)×数　      1200×650×7
作業巾 (mm)×タイン長 (mm)×数　      1100×1100×6
作業巾 (mm)×ツメ長 (mm)×数　           1040×920×2
全巾 (mm)×高さ (mm)×ｱﾝｸﾞﾙ角　           1640×374×25°
ﾄﾞﾗﾑ径 (mm)×ﾄﾞﾗﾑ長 (mm)×重量 (kg)　        500×350×300
ﾄﾞﾗﾑ径 (mm)×ﾄﾞﾗﾑ長 (mm)×重量 (kg)　        500×400×350

品　名品　名 型　式型　式
コンパクトスーパーバケット
コンパクトスーパーツメ付バケット
コンパクトスーパーマルチバケット

巾広スーパーツメ付バケット
巾広スーパーマルチバケット

マニアフォーク
巾広マニアフォーク
ヘ イ フ ォ ー ク
スーパーパレットフォーク
スーパーグレーダ
バランスウエイト
バランスウエイト

ＳＢ９８－Ｏ
ＳＣＢ９８－Ｏ
ＳＭＢ９８－Ｏ

ＳＷＣＢ９８－Ｏ
ＳＷＭＢ９８－Ｏ

Ｆ９８－Ｏ
ＷＦ９８－Ｏ
ＨＦ９８－Ｏ
Ｓ Ｐ Ｆ C 9 5 - R
STG98-O
Ｗ３００
Ｗ３５０

巾広スーパーバケット ＳＷＢ９８－Ｏ

巾広スーパー大容量バケット ＳＧＷＢ９８－Ｏ

￥96,000
￥94,000
￥96,000
￥112,000

希望小売（税別）
￥83,000
￥83,000

￥114,000
￥99,000
￥112,000
￥140,000
￥185,000
￥157,000
￥97,000
￥108,000

作業巾 (mm)×容量 (m3)×(ﾂﾒ数 )                1110×0.12×(4)
作業巾 (mm)×容量 (m3)      　　                 1370×0.15
作業巾 (mm)×容量 (m3)×ﾂﾒ数　　          1370×0.15×5
作業巾 (mm)×容量 (m3)×(ﾂﾒ数 )　            1370×0.15×(5)

仕　　様
作業巾 (mm)×容量 (m3)　　　　　          1110×0.12
作業巾 (mm)×容量 (m3)×ﾂﾒ数　　          1110×0.12×4

作業巾 (mm)×容量 (m3)　                           1370×0.21
作業巾 (mm)×タイン長 (mm)×数　      1050×650×6
作業巾 (mm)×タイン長 (mm)×数　      1200×650×7
作業巾 (mm)×タイン長 (mm)×数　      1100×1100×6
作業巾 (mm)×ツメ長 (mm)×数　           1040×920×2
全巾 (mm)×高さ (mm)×ｱﾝｸﾞﾙ角　     　  1640×374×25°
ﾄﾞﾗﾑ径 (mm)×ﾄﾞﾗﾑ長 (mm)×重量 (kg)　  　  500×250×200
ﾄﾞﾗﾑ径 (mm)×ﾄﾞﾗﾑ長 (mm)×重量 (kg)　　    500×300×250

品　名品　名 型　式型　式
コンパクトスーパーバケット
コンパクトスーパーツメ付バケット
コンパクトスーパーマルチバケット

巾広スーパーツメ付バケット
巾広スーパーマルチバケット

マニアフォーク
巾広マニアフォーク
ヘ イ フ ォ ー ク
スーパーパレットフォーク
スーパーグレーダ
バランスウエイト
バランスウエイト

ＳＢ９５－Ｎ
ＳＣＢ９５－Ｎ
ＳＭＢ９５－Ｎ

ＳＷＣＢ９５－Ｎ
ＳＷＭＢ９５－Ｎ

Ｆ９５－Ｎ
ＷＦ９５－Ｎ
ＨＦ９５－Ｎ
Ｓ Ｐ Ｆ C 9 5 - R
STG95-N
Ｗ２００
Ｗ２５０

巾広スーパーバケット ＳＷＢ９５－Ｎ

巾広スーパー大容量バケット ＳＧＷＢ９５－Ｎ

ローダ本体希望小売価格／仕様　Specifications

各種アタッチメント　Various attachments （注 !）スーパー大容量バケットは型式により適用外のものがあります。

※本仕様は､トラクタの機種及び誤差の集積により多少異なります。 又本仕様は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
※本カタログ掲載の価格は 2019-1版メーカー小売希望価格です｡但しモデルチェンジや経済情勢に大きな変動が生じた場合は､価格を改定させていただくことがあります。

本体分類

適応トラクタ

型式

本体分類

適応トラクタ

型式

本体分類

適応トラクタ

型式

GTH26V2
Ｇ９５

TH213･233･253･273
TH235･265 ･（注→205 は不可）
TH20(NK)･22(NK)
TH24(NK)･26･20B･25B 
THS22･24･26

キャビン車＝取付不可
【注】セミクロ車取付不可

GRTS25V2
RTS23(CY)
RTS25(CY)

Ｇ９５
GKB225V2
KB17X(F)･19X(F)
KB21X(F)・
KB23X(F)
KB165･185
KB205･225
KB16･18･20

GKB225CV2
KB19X(F)PC　
KB21X(F)PC
KB23X(F)PC
KB185PC･
KB205PC
KB225PC
＊パワクロ車用

キャビン車取付不可

GKB20CV2
KB16PC･18PC
KB20PC
＊パワクロ車用

キャビン車取付不可キャビン車取付不可

適応トラクタ

型式

GT220V2
GT19･21･23
GT26･30
T22･200･220
T240

キャビン車取付不可

KT215(PC)･235(PC)･255(PC)
KT285(PC)･305
KT210(PC)･230(PC)･250(PC)    
KT280(PC)･300
KT20(PC)･22･24(PC)･27(PC)･30
T240D(PC)･245D(PC)･265D(PC)

FT21(PC)・23(PC)
FT25(PC)・28(PC)
FT30
T23D(PC)・25D(PC) 
FT220(PC)・240(PC)
FT300(PC)

      キャビン・ロプス車共通 キャビン・ロプス車共通

GKT280V2 GFT300V2

Ｇ９５
GGS251V2

GS181･201･231･GS251(S)
GS16･18･20･21･23･25
GS160･180･200･210･230･250(S)
GSE24･GS182･202(S)･232･252(S)
NS182･NS816

GGJ30V2
GJ24(D)･27(D)
GJ30(D)
GJ240(D)

( 注 )ﾅﾛｰﾀｲﾌﾟ取付不可（HST不可）

（HST不可）

キャビン・ロプス車共通

GGOZ30V2
GOZ24･26･28
GOZ30･32

キャビン・ロプス車共通

Ｇ９８

Ｇ９８

GAT340V2-S
AT240･260･280･310･340
ATK300･ATK340
AT23･25･27･30･33
AT33N( 低床 )
ATK220･250･25･33

キャビン・ロプス車共通

TG21･23･25･27
TG29･31･33
TGS25･29･30･33･333
TG233･253･273
TG293･313
TG333

GTG273V2-S

＊NF/FF 車も共通
キャビン・ロプス車共通キャビン・ロプス車共通

GRTS22V2
RTS18
RTS20
RTS22

TK25F･29F
TK33F･33FH

GTK29V2-S
NTA25･28･31･35
NT25･28･31･35
NT253(S)
NTA253

GNTA35V2-S

キャビン・ロプス車共通

NTA283･313･343(S)
NT283･313･343
N30

GNTA343V2-S

キャビン車＝取付不可

型 式

本体分類

適応トラクタ

型式

適応トラクタ

型式

GEG122V2 GAF226V2 GEF228V2
Ｇ９５

EG116(C)･118
EG120(C)･122
EF116･118
EF120･122

F190･210(H)
F230･250(H)
AF218(HST)
AF220/222(S)(HST)
AF224/226(S)(HST)

EF220･222
EF224(FV)
EF226
EF228(FV)
EF230

キャビン・ロプス車共通
GEG230V2 GYT232V2
EG220･222･224
EG227･230(KVU)
EG224FV･230FV
EG221･223･225
EG228･EG231
EG225FV･231FV

YT222･225
YT228･232(K)

キャビン・ロプス車共通キャビン・ロプス車共通
(FV= 低床 )

(FV= 低床 )

(J-change 仕様共通 )
(デルタ可)

GYT221V2
YT219
YT221

(J-change 仕様共通 )
(K=ﾊｳｽ仕様 )
(F=ﾌﾙｰﾂ仕様不可 )

GEG230JV2
EG224･227･230
EG227J･230J
EG221(C)･223
EG225(C)･228
EG231(C)･228J
EG･231J
(J-change 仕様 )

キャビン・ロプス車共通

GUS361V2-S
US261･301(J)
US361(J)
US324･328
US330(J)
US334(J)

キャビン・ロプス車共通

GAF328V2-S
AF210･230(M)･250(J)･AF･270(J)(M)
AF290(J)･AF310K(M)･310JK･322
AF324(M)･326(J)･328(J)(M)
AF330(J)(M)=注意！30ps　(K=ﾊｳｽ仕様 )
AF330･330KW･333K･333KW
AF22･24･26･28(J) マークⅡ・Ⅲ要確認！

ｷｬﾋﾞﾝ･ﾛﾌﾟｽ車共通GFX24V2-S
F20(D)･22(D)
F24(D)
FX20(D)･22(D)
FX24(D)

GFX255V2-S
F215(D)･235(D)
F255(D)･265(D)
FX215(D)･235(D)
FX255(D)･265(D)
FX30S
キャビン車＝取付不可キャビン車＝取付不可

GEG334V2-S
EG326･326J
EG328･328J
EG330(K/KW)
EG330J(KW)
EG334(KW)
EG334J(KW)
EG328C･334C

GYT333V2-S
YT330(J)･333(J)

GEF326V2-S
EF326V(J)･328V(J)
EF324･326(J)
EF328(J)
EF330K･330KW
EF334KW
EF334JKW

GRS330V2-S
RS240･270(S)
RS300(S)･330(S)
RS24･27･30･33

キャビン・ロプス車共通 キャビン・ロプス車共通 キャビン・ロプス車共通 キャビン・ロプス車共通

Ｇ９８

MTS25･30
GTS250･300･260
GT310
GTS265･315･266
GT316

GKL24RV2-S GG034V2-S
GO26･28･30･32･34
MT231･251(H)･271(H)
MT291(H)･311(H)
MT331H
GOK26･GOK34

キャビン・ロプス車共通 キャビン・ロプス車共通

GG0340V2-S
GO260(H)･280(H)･300(H)
GO320(H)･340(H)･261(H)
GO281(H)･301(H)･GO321(H)
GO341(H)
GOK300･340･301･341
GOE25

GGA36V2-S
GA28･30･32･36
GAK32･36

キャビン・ロプス車共通キャビン・ロプス車共通

GGA360V2-S
GA300･330･360
GA301･331･361

キャビン・ロプス車共通

GGM360V2-S
GM300･330(W)
GM360
GM301･331･361

キャビン・ロプス車共通

キャビン・ロプス車共通

＊ｾﾐｸﾛｰﾗｰ＆FF 車も共通
＊ｾﾐｸﾛｰﾗｰ＆FF 車も共通

＊ｾﾐｸﾛｰﾗｰ＆FF 車も共通

※本カタログに掲載されていないものも用意しています。詳しくはお近くの農機店･ＪＡにお問い合わせ下さい。

Ｇ９８

KL24R(H)･26R-K(W)
KL31R-K(W)･33R-T(TW)
KL2450(H)･3350T(W)
KL2650K(W)･3150K(W)･KL335T
KL225･245(H)･265(H)
KL210(H)･230(H)･KL250(H)･L270D
KL21･23･25
KL265K･25K(W)(SW)･315K･30K(W)(SW)
KL330T(W)･KL33T(W)

GKL24RV2-S
KL26R-PC･27R(H)･28R-PC･31R(H)･31R-PC
KL34R(H)･34R(H)-PC･KL2750(H)･2850-PC
KL3150(H)･KL3450(H)-(PC)･KL285(H)-(PC)
KL315(H)･345(H)-(PC)
KL270(H)-(PC)･280(H)･300･310(H)･330･340(H)
KL25-(PC)(NC)(HT)(J)･KL27(NC)･28･30･31
KL33-(PC)(L)･34
L300D･330D･34･315D･345D-(PC)
L27R(H)･31R(H)･28R-PC･31R-PC

GKL34RV2-SGGL301V2-S
GL19･21･23･25･26
GL27･29･32･33
GL200･220･240･260･280
GL300･320
GL300ES･320ES
GL201･221･241･261
GL281･301･321･301ES･321ES
GL268･338･277･337
L27･33 キャビン･ロプス車共通

GKL34ZV2-S
KL31Z(H)(PC)
KL34Z(H)

キャビン･ロプス車共通

GSL35V2-S
SL24(H)
SL28(H)(PC)
SL35(H)(PC)
L32(H)(PC)

キャビン･ロプス車共通

キャビン･ロプス車共通 キャビン･ロプス車共通

(K=ﾊｳｽ仕様 )

(GAK=ﾊｰﾌｸﾛｰﾗ共通 ) (W=ﾊｳｽ･果樹園仕様 )

ロプス車専用

ロプス車専用

ロプス車専用

（S=低床）

(注 ) ﾊｲｸﾘｱﾗﾝｽ
ｾﾐｸﾛ仕様は不可

  

Lineup

お問い合わせ

ｶﾀﾛｸﾞ№S19-02

◎取扱説明書をよく読んで正しく安全にお使い下さい。
◎始業・定期点検は必ず行い、無理な運転、操作はやめましょう。
◎ローダ作業をする時は、必ず後部ウエイトもしくはロータリを取り付けてください。

【製造元】 株式会社丸久製作所
本社・工場　茨城県結城市東茂呂 1877 番地

TEL0296-35-0611（代）FAX0296-35-3109〒307-0037

http://www.marukyu.biz-web.jp/

マイティサンローダ
スーパーミドル級
フロントローダ

安いg
本格ローダなのに

(デルタ可)

（FF不可）

こんなに

ものすごいパワー

満足できる

使いやすさナンバーワンg

2019年 G95～G98クラス

¥591,000～¥601,000
ローダ本体 本体メーカー希望小売価格【税別】

先端アタッチ別売



Speedy & Certainty

スッキリシンプルな構造
で軽量化を実現
ローダ主要部には､強くて丈夫な
高品質の高張力鋼材を使用してい
ます。ショックや捻れへの耐久性に
優れ、無駄な贅肉を一切省いた
スッキリとしたシンプルな構造によ
り軽量化を実現しました。安定性に
優れ重量物の運搬積み込み作業も
とても使い易く安心して作業するこ
とができます。

このクラスでも十分な
持ち上げ高さ
堆肥や籾殻などのトラック等への
積み込み作業や､除雪作業で雪を

高く積み上げたりす
る時もこのクラスで
も十分な持ち上げ高
さが得られます。

マイティサンローダは､15～35馬力クラスのトラクタを対象に開
発されました。とても安価にも関わらず､ローダの装備･機能は本格
派のハヤブサローダと同様です。軽量かつ頑丈､安定性､機動力に優
れ､スッキリとしたシンプルな姿はとても美しくそして使い易く十
分な作業性能を有しています。除雪や整地作業に大活躍する頼りに
なる息子、それがマイティサンローダです。

満足できるこの高さg

ヒ
ン
ジ
ピ
ン
高
さ

G95=2,160㎜
G98=2,180㎜

あらゆる仕事に
大活躍g

バケットとダンプシリンダのリンケージ構造は、歯切
れ良く機敏な動きを可能にしました。土砂や堆肥の振
るい飛ばし、ショックを当てての振り落としもとても軽
快に行えます。

歯切れ良い機敏な動き

パラレルリンク機構により､精度の高い平行昇降が行
えます。昇降時自動的にアタッチの水平位置が保たれ
るので､パレットでの積み込み作業や､バケット作業時
も土砂や堆肥が運転席側に落下することを防ぎ安全
確実な作業が行えます。

確実な
平行レベリング

Agile motion

除雪に大活躍g

除雪作業は、トラクタの前方で作業ができるので見やすく、疲れにくく、
排雪や重い雪の高所への積み上げもスピーディーに余裕ある作業が行えます。

お得で長持ちg
◆摩耗､耐久性に優れた建機同様のウエアーエッジを使用しています。
◆ウエアーエッジは２面が使用でき、とてもお得で長持ちします。
◆バケットの上面とエッジとは､平行に設計されていますので､
　オペレーターはバケットの上面を見ることでバケットの
　水平状態や角度が確認でき精度の高いスピーディな作業ができます。 水平設計

一目でバケットの
水平状態を確認できます。

巾広スーパーバケット

巾広
スーパー

マルチバケット 巾広スーパーツメ付バケット 巾広スーパー大容量バケット

エッジ交換も
簡単

ツメ付
エッジ

ウエアー
エッジ

建機同様

前後2面使用できます。

使い易さを追求した
コントロールレバー

複動＆フローティングもワンタッチ

トラクタからの着脱や､アタッチの着脱もとても簡単The control lever
メイン操作からフ
ローティングへのワ
ンタッチ切り替えま
で、手にピッタリと
フィットするコント
ロールレバーは､疲
れ知らず､快適に操
作が行えます。

掘り込み､掘削､引き出し整地などは『複
動』で､地面の凹凸に沿っての集草などは
『フローティング』で､バルブ内蔵ディテン
ト方式により､作業状況に合わせレバーを
握り替えることなく素早く切り替えができ
とてもスピーディーな作業が行えます。

ローダをトラクタから着脱する作業は油圧操作で簡単に行えます。
地面の凸凹の状態に合わせ着脱スタンドの高さが調整可能でロー
ダが傾くこと無くスムーズに着脱できます。また、ローダアタッチは
左右連結のクイックチェンジ方式でとても簡単に交換できます。

下降

フロート

上昇 スクイ

ダンプ

前方

レバーロック装置付

〈複動〉Double Acting

Floating〈フローティング〉
&

水平レベラー
バケットの水平状態が
一目で確認できます。
また､ローダ着脱時にも
使用します。

着脱スタンド
高さ調整可能

スッキリとしたシンプルな姿、
スピーディで確実な動作。Sim

ple & Pow
erful 

マイティサンローダ

スーパーミドル級
フロントローダ




