
ホイルローダ用アタッチメントホイルローダ用アタッチメントホイルローダ用アタッチメント
農畜産用
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お求めの際はローダ型式をお知らせ下さい

型　式 適応ローダ 仕　様

SGF-903CJ
901C(2).902C(2).903C(2)
901B(2).902B(2).903B(2)
WS210A.310A.410A

作業幅　    1800 ㎜
タイン長　      900  ㎜
タイン数           9 本

SGF-SK907HJ
907M.907H2 作業幅　    1800 ㎜

タイン長　      900  ㎜
タイン数           9 本

SGF-910HJ
910K.914K
910H
910G

作業幅　    1800 ㎜
タイン長　      900  ㎜
タイン数           9 本

※本製品の仕様､形状は予告なく変更することがあります。

〒307-0037　茨城県結城市東茂呂１８７７番地

TEL.0296-35-0611　FAX.0296-35-3109

【製造元】
株式
会社 丸久製作所

ＵＲ Ｌ ： w w w . m a r u k y u . b i z - w e b . j p /

お求め　お問い合わせは下記まで

BALE GLOVEBALE GLOVE
Super grapple forkSuper grapple fork

CATCAT

M16-00CA

ナンバーワン！ナンバーワン！
使いやすさ使いやすさ

マルチリンク機構マルチリンク機構マルチリンク機構
スイングハンドのスイングハンドのスイングハンドの

Loader tip attachment for agriculture

ガッチリ掴むガッチリ掴むガッチリ掴む

スーパーグラップルフォークスーパーグラップルフォークスーパーグラップルフォーク

枝もの･敷きワラ･残幹
がさばり物などの
収集･積み込み運搬作業に
威力を発揮します。

Line up



【仕様諸元】クイックカプラ装着車用
品　名

ベールグラブ

スーパーマニアフォーク

巾広スーパー
　　　　マニアフォーク

ベールフォーク

スーパー
　パレットフォーク

スーパー
グラップルフォーク

品　名
1400×870×9
1400×870×9
1800×870×11

適応ベール径（㎜） 重量

171 ㎏

167 ㎏

224 ㎏

302 ㎏

作業巾×ﾀｲﾝ/ﾂﾒ長×本数

　　　1100×990×2
　    ﾀｲﾝ間隔は 600＆800 ㎜の
　    いずれかで使用可能です

1040×920×2

仕　様

220 ㎏

298 ㎏

212 ㎏

257 ㎏

335 ㎏

1800×870×11

1040×1070×2
1040×920×2
1040×1070×2

204 ㎏

254 ㎏

262 ㎏

340 ㎏

適応ローダ
901C(2)･902C(2)･903C(2)･901B(2)･902B(2)･903B(2)
WS210A･310A･410A
907M･907H2 （216B3･226B3　　　　　　） (259B3　　　　　　）

901C(2)･902C(2)･903C(2)･901B(2)･902B(2)･903B(2)
WS210A･310A･410A
907M･907H2 （216B3･226B3　　　　　　） (259B3　　　　　　）

903C(2)･903B(2)･WS410A

907M･907H2

適応ローダ

WS510A
907M･907H2

910K･914K･910H･910G

WS510A
910K･914K･910H･910G

WS510A

901C(2)･902C(2)･903C(2)･901B(2)･902B(2)･903B(2)
WS210A･310A･410A

901C(2)･902C(2)･903C(2)･901B(2)･902B(2)･903B(2)
WS210A･310A･410A

901C(2)･902C(2)･903C(2)･901B(2)･902B(2)･903B(2)
WS210A･310A･410A

910K･914K･910H･910G

910K･914K･910H･910G

907M･907H2 （216B3･226B3　　　　　　） (259B3　　　　　　）

907M･907H2 （216B3･226B3　　　　　　） (259B3　　　　　　）

907M･907H2 （216B3･226B3　　　　　　） (259B3　　　　　　）

907M･907H2 （216B3･226B3　　　　　　） (259B3　　　　　　）

901C(2)･902C(2)･903C(2)･901B(2)･902B(2)･903B(2)
WS210A･310A･410A

型　式
BGMⅡ-903C

BGMⅡ-SK907H
BGMⅡ-WS510
SBGMⅡ-SK907H
SBGMⅡ-910H

BGⅡ-903C

BGⅡ-SK907H
BGⅡ-WS510
ＢＧⅡ-910H

BGLⅡ-903C

BGLⅡ-SK907H
BGLⅡ-WS510

型　式
SF-903CJ

WSF-903CJ

BF-903CJ

BGLⅡ-910H

BF-910HJ

SF-SK907HJ

WSF-SK907HJ

BF-SK907HJ

SPFA-903CJ
SPFB-903CJ
SPFA-SK907HJ
SPFB-SK907HJ

ｽｷｯﾄ
ｽﾃｱﾛｰﾀﾞ

ｺﾝﾊﾟｸﾄ
ﾄﾗｯｸﾛｰﾀﾞ

ｽｷｯﾄ
ｽﾃｱﾛｰﾀﾞ

ｺﾝﾊﾟｸﾄ
ﾄﾗｯｸﾛｰﾀﾞ

ｽｷｯﾄ
ｽﾃｱﾛｰﾀﾞ

ｺﾝﾊﾟｸﾄ
ﾄﾗｯｸﾛｰﾀﾞ

ｽｷｯﾄ
ｽﾃｱﾛｰﾀﾞ

ｺﾝﾊﾟｸﾄ
ﾄﾗｯｸﾛｰﾀﾞ

ｽｷｯﾄ
ｽﾃｱﾛｰﾀﾞ

ｺﾝﾊﾟｸﾄ
ﾄﾗｯｸﾛｰﾀﾞ

ｽｷｯﾄ
ｽﾃｱﾛｰﾀﾞ

ｺﾝﾊﾟｸﾄ
ﾄﾗｯｸﾛｰﾀﾞ

摘　要

　　　1800×900×9
901C(2)･902C(2)･903C(2)･901B(2)･902B(2)･903B(2)
WS210A･310A･410A

910K･914K･910H･910G
907M･907H2

SGF-903CJ

SGF-910HJ
SGF-SK907HJ

本パレットフォークは農作業用とし
て開発したものです。野菜や果樹､
飼料､肥料など､パレットやコンテナ
での運搬積み込み作業用です。

摘　要

WS510A
（ｸｲｯｸｶﾌﾟﾗ車）用も

用意してあります

ベール径が同じでも、稲ワラや乾燥牧草など比較的軽いものから、コーンロールサイレージ、ホールクロップサイレージ、水分量の多い
牧草など、かなり重いものまでベールの重量は一定ではなく水分量などにより大きく異なります。　ベール径はベールグラブの適応範囲
にあっても装着するローダで安全に持ち上げて作業ができるかどうか、ローダ本体のカタログや取扱説明書の仕様などでその安全荷重
（基準）を必ずご確認の上お考え下さい。

ベールグラブを
 選ぶときは．．．．
ベールグラブを
 選ぶときは．．．．

- 注　意 -

スリ ップストッパー構造
凹凸加工されたハンド部は､人間の指の
形状や､滑りにくいように凹凸加工を施
した箸の先のように､食い込みが良く
しっかりとベー ルをつかむことができます

パイロットチェックバルブ
油圧のリークを防ぎ､ベールをグリップ
した力をしっかりと保持します。

黒、白、緑のフィルムに対して、朝夕の
薄暗い状況での作業も色の違いがハッキ
リ確認でき、ラップを傷つけず、つかみ
取り作業がスイスイ行えます。

抜き取りもスムーズ抜き取りもスムーズ
グリップグリップグリップ
ガッチリガッチリガッチリ

スイングスイングスイング

ハンド部が適度にスイングするＧＳマルチリンク構造
★いびつなベールもハンド部が適度にスイングすることにより形状に沿って   
しっかりフィットしガッチリとつかむことができます。
★ベールの積み重ね時の抜き取りもハンド部が適度にスイングすることで
ローダーのハンドル操作がわずかですみ､とってもスムーズに行えます。

作業しやすい黄色のハンド

使い易さが人気の秘訣！使い易さが人気の秘訣！使い易さが人気の秘訣！
イエローハンドのイエローハンドの 強力鍛造爪！強力鍛造爪！強力鍛造爪！

白菜やキャベツなど大量の箱物の

運搬積み込み作業に活躍します。

〈オプション〉

ロールベールの
運搬積み込み用

ベールフォークベールフォークベールフォーク

分　類 作業巾 × 全高 ×ﾂﾒ長

ＳＰＦＡ　 1040×845×920 （㎜）

ＳＰＦＢ　 1040×845×1070 （㎜） 堆肥､稲わら､残幹､つるの集拾 など堆肥､稲わら､残幹､つるの集拾 など
スーパーマニアフォークスーパーマニアフォークスーパーマニアフォーク

巾１４００㎜ × タイン長８７０㎜ ×９本

ベールグラブベールグラブ

タイン長      990 ㎜
タイン間隔  600＆900 ㎜で使用可能

幅１８００㎜ × タイン長８７０㎜ ×１１本

《巾広タイプ》

巾 1205 ㎜ × 高さ （ﾂﾒ上面～値） 2000 ㎜

ロールベールの運搬積み込み用
（縦積みに使用）
ロールベールの運搬積み込み用

（縦積みに使用）
ロールベールの運搬積み込み用

（縦積みに使用）
ロールベールの運搬積み込み用

（縦積みに使用）
ロールベールの運搬積み込み用

（縦積みに使用）
ロールベールの運搬積み込み用

（縦積みに使用）

ハイバックレストハイバックレスト

BGMⅡ ロール径　900 ～ 1100 ㎜

BGＬⅡ ロール径 1400 ～ 1600 ㎜
SBGMⅡ ロール径  850 ～ 1150 ㎜

BGⅡ　 ロール径 1100 ～ 1400 ㎜

スーパーグラップルフォークスーパーグラップルフォークスーパーグラップルフォーク
枝もの､敷きワラ､残幹､がさばり物の集拾 など枝もの､敷きワラ､残幹､がさばり物の集拾 など

ホイルローダ用アタッチメントホイルローダ用アタッチメントホイルローダ用アタッチメント
パレット物､網コンテナ､飼料バック等パレット物､網コンテナ､飼料バック等
スーパーパレットフォークスーパーパレットフォーク

荷役作業の必需品

農畜産用農畜産用


