Loader Attachments

ローダーアタッチメント総合カタログ

アースオーガ
Auger

アングルブルーム
Angle Bloom

インダストリアルグラップル
Industorial Grapple

迅速、強力、正確な掘削を可能に

清掃作業を効率化する高速回転ブラシ

強力 W シリンダーでがっちり保持

多様な地質、掘削坑径に対応する豊富な
スクリューユニットを選択可能。フェン
ス、木柵等支柱の穴掘りに。強力な油圧
パワーと車重を利したスピーディーな掘
削作業を可能にしました。

角度調整可能な高速回転ブラシにより路
面のゴミ、土砂、落ち葉、積雪などを掃
き飛ばし、効率的な清掃作業が行えます。
バケット内に掃き込むスイーパーとの併
用は作業効率を格段に向上させます。

２本の強力な油圧シリンダーを持つ分割
タイプのグラップル。解体工事等のがれ
き、岩石や鉱石など不定形な重量物に対
応。写真のバケットタイプのほか７〜15
本のフォークとも組合せ可能。

エアコン

グレーダー

コンクリートポンプ

Air Conditioner

Grader

Concrete Pump

猛暑、風雪、砂塵でも快適作業環境

掘削作業からシームレスに整地作業

高い可搬性のコンクリートポンプ

照りつける夏の屋外、凍てつく除雪作業、
粉塵舞う工場内。過酷な作業環境も視界
の広いガラスドアと専用エアコン（ヒー
ターも選択可能）で快適な作業環境を実
現します。

油圧で作動するブレードと延長されたホ
イールベースで造成整地作業にも活用。
オプションのオートマチックレベライザ
ーを使用すれば専用機並みの高い精度で
の整地作業が可能になります。

コンクリートポンプ車が入れない狭隘な
現場、小規模な現場でも延々ホースを延
ばす必要は無し。最適な場所からボブキ
ャットの強力な油圧を使ってコンクリー
トを圧送できます。

コンクリートミキサー

コンビネーションバケット

散水キット

撹拌・運搬・投入までこれひとつ

つかむ・削る・ならすの汎用バケット

作業時の散水でホコリ低減

従来据え置きの小型コンクリートミキサ
ーで撹拌、移し替えての運搬投入という
手間をこのアタッチメントで連続運用。
小規模な住宅、駐車場、園地などのコン
クリ打ち作業の効率を向上させます。

油圧シリンダーで閉開することにより、
通常のバケット作業に加えてグラップル
のようにがれきなどをつかんで保持。開
いて整地作業。もちろん通常のバケット
としての掘削、運搬もこなします。

アングルブルームやスイーパーでの清掃
作業やプレーナーなどのはつり。こんな
ホコリを巻き上げやすい作業の時は左右
に装着する大容量タンクによる散水を併
用すればホコリの発生を低減できます。

Concrete Mixer

Combination Bucket

Water Kit

ボブキャットのアタッチメントについての情報はウェブサイトでもご覧いただけます。http://www.bobcat.co.jp

ジョイスティックコントロール
Selectable Joystick Contorol

スイーパー
Sweeper

スクレーパー
Scraper

手元操作だけでコントロール

路面のゴミを効率的に掃き込み運搬

凍結路面から床張りの除去まで

通常左右のレバーとペダルで操作するボ
ブキャット。これをペダル操作無しに手
元の左右のジョイスティックだけで操作
を可能に。ボブキャット独自のＨパター
ンと ISO パターンを選択可能です。

シールド内で高速回転するブラシがバケ
ットに現場のゴミ、土砂、落ち葉などを
掃き込み運搬排出。オプションのサイド
ブラシや散水キットの併用で路肩まで効
率よく丁寧な作業が可能です。

先端の円形ブレードを路面に押し付けな
がらボブキャットならではの左右に振り
ながらの前進。これだけで分厚く凍った
氷雪や床材を簡単に除去することが可能。
円形ブレードは自由に回転可能です。

スタンプグラインダー

スノーＶブレード

スノーブレード

Stamp Grainder

Snow V-Blade

Snow Blade

抜根の難しい切株もチップ化で処理

二分割ブレードで多彩な除雪作業

四輪駆動の駆動力を生かした高速除雪

油圧駆動されるドラムは首振りしながら
地中まで切り株をその場で粉砕、チップ
化。厄介な伐採後の切り株をその場で処
理できるから手間のかかる抜根作業やそ
の後の処理も必要ありません。

中央で分割されたブレードは油圧シリン
ダーで角度可変。一体型のブレード同様
左右いずれかへの押し分けはもちろん、Ｖ
字にして左右への押分や逆に雪を集める
事も可能です。

道路や駐車場などの積雪をボブキャット
ならではの駆動力と機動性を生かして効
率よく除雪。縁石やタイヤ止めなどの障
害物などにたいしても独自のスプリング
機構内蔵で損傷を防止します。

スノーブロワー

スプレッダー

ソイルコンディショナー

Snowbrower

Spreder

Soil Conditioner

高い汎用性の乗用ロータリー除雪機

砂や凍結防止剤、肥料や種子散布に

土壌整備の汎用アタッチメント

バケットやスノーブレードと各種アタッ
チメントと組み合わせて活用できるロー
タリー除雪機。タフな構造で除雪にとど
まらず堆肥の撹拌など多用途に活用でき
ます。

道路や駐車場などの滑り止めの砂、凍結
防止剤の散布を効率的に。ボブキャット
の機動性を生かし均一な散布が可能。電
動モデルなら芝生などの種子や肥料散布
にも使用できます。

簡易グレーダーとして地ならし作業に、
土塊の粉砕や掘削して耕すなど汎用性の
高い土壌整備アタッチメント。ローラー
は手動ないし油圧による角度調整が可能
です。

ソドレイヤー
Sod Layer

タイヤスクレーパー
Tire Scraper

ダンピングホッパー
Dumping Hopper

ロール資材の張り作業に

床面を傷つけないスクレーパー

大量搬送を可能にするホッパー

ロール状の芝生、人工芝などをセットし
敷設するアタッチメント。路面に負担を
かけないゴムクローラーのトラックロー
ダー等での使用を推奨。ロール幅に合わ
せて保持する逆回転防止機能付きです。

大きな古タイヤを活用したスクレーパー。
金属製と異なり床面を傷つけず、多少の
床面の凹凸にも対応。前方のゴムブレー
ドを活用して前後進での清掃除去作業が
可能です。

バケットによる積み込みと組み合わせて
効率の良い運搬作業が可能。放出時はそ
のままブームをあげれば前方に放出。脱
着の容易なボブキャットならではの合わ
せ技が可能です。

チッパー

ツリースペード

ディガー

Chipper

Tree Spade

Digger

雑木・廃材をその場でチップ化

苗木・小径木の植え替え

深く連続して掘れる溝堀りブレード

間伐材、雑木、廃材を効率よくチップ化。
投入可能な最大径は 127mm。ボブキャッ
トの油圧で駆動されるため可搬性にすぐ
れ、間伐材、廃材などの発生現場でチッ
プ化、処理できます。

３本の可動式スコップで苗木、小径木の
植え替えを掘る、運ぶ、植えるの作業を
連続して効率化。掘り起こした土ごと運
搬するため苗木のダメージを最小限に抑
えます。

奥面の無いＵ字形状で連続しての掘削を、
尖った先端がより深い掘削を可能にした
特殊形状ブレード。排水溝、小さな水路
などの掘削に最適です。

ティラー

トレンチャー

ドロップハンマー

Tiller

Trencher

Drop Hammer

耕耘機アタッチメント

深く早く連続しての溝堀り

コンクリート等床面を破砕

ボブキャットで使える耕耘機アタッチメ
ント。爪は正逆回転の切り替えが可能で
畑地などの起耕、土塊粉砕のほか堆肥の
撹拌や雑草の除去など多目的に使用可能
です。

灌漑、暗渠、ケーブルや小径配管敷設用
工事など幅の無い深い溝を掘削する工事
に最適。ブームの角度で掘削深さは最大
1270mm(LT414) まで自在に選べ、可動式
ブームで壁際での工事も可能です

毎分 20 回上下するウエイトの衝撃でコン
クリートなどの強固な床面を衝撃で破砕。
ドロップハンマーで粉砕後ブレーカーと
併用する事で環境負荷の少ない床面解体
排除が可能になります。

アタッチメントの仕様やローダーとの適合など、詳しくはお近くのボブキャット販売店までお問い合わせください。

ドーザーブレード
Dozer Blade

バイブレタリーローラー
Vibratory Roller

バケット
Bucket

土砂排除・整地作業に

振動ローラーで整地作業の仕上げ

ボブキャット標準アタッチメント

ボブキャットを本格的土工用ドーザーと
して土砂の排除や整地作業に利用できる
アタッチメント。油圧制御による左右と
前後の調節が可能です。

ボブキャットに装着する振動ローラー。
ローラーの重量と振動で効率よく地固め
が可能。砂地や砂利用のスムースドラム。
柔らかな粘土質の締め固めにはパッドド
ラムをと使い分けができます。

用途に応じて形状も容量も様々。掘削力
を高めるツースや刃先の摩耗に強いダブ
ルエッジ、ブーム上昇時の荷こぼれ防止
のスピルガード、耐腐蝕性に優れた亜鉛
メッキとオプションも多種多様です。

バックホー

パレットフォーク

バレルハンドラー

Backhoe

Pallet Fork

Barrel Handler

簡単装着でローダーから掘削機へ

不整地や軟弱路面もＯＫ

ドラム缶の運搬投入作業に

広く大きく掘削するバケットにたいして
深く掘り下げるバックホー。別途オペレ
ーターシートを備えるタイプ（写真）と
ボブタッチ装着（ブームの先に延長して
装着）する２つのタイプがあります。

通常のフォークリフトでは走行不可能な
不整地でもボブキャット装着のパレット
フォークなら安定した運搬作業が可能。
その場旋回も可能なボブキャットなら荷
物の積み上げ積み込みもＯＫ

ドラム缶に特化したハンドリングツール。
つかんで搬送、そのまま回転させドラム
缶内の資材を投入するなど一連の動作を
行う事が出来ます。

フォレストリーカッター

ブラシソー

ブレーカー

Forestry Cutter

Brush Saw

Breaker

立ち木も倒木もそのまま粉砕除去

回転する切削刃で雑木を除去

強力な破砕力のブレーカー

通常は切断し搬送した後処理する立ち木
や倒木もそのまま丸ごと粉砕、除去可能
なアタッチメント。強力な破砕力で開拓、
防火帯の確保、林道の維持管理などに活
躍します。

切削チップを装着した高速回転する円盤
状の切削刃で低木、薮、間伐材を伐採除去。
左右に 12°可変するアームとポリカーボ
ネート製全面ドアに守られてオペレータ
ーは安全に作業が可能です。

路面やコンクリート壁の破砕作業に最適。
左右の頑丈なブームで保持される為バッ
クホーなどのようなブレーカー装着時の
特別な補強は不必要。車重をかけての粉
砕が可能です。

ボブキャットのアタッチメントについての情報はウェブサイトでもご覧いただけます。http://www.bobcat.co.jp

リアスタビライザー
Rear Stabilizer

ルートグラップル
Root Grapple

レイルツール
Rail Tool

アタッチメント操作時の安定性向上

強力な爪で廃材や抜根

木材の引き抜き運搬設置に

バックホーなどのアタッチメント使用時
に装着。掘削力、安定性が向上。別途リ
アアタッチメント配管およびマウンティ
ングキットが必要となります。

強力なグラップルで廃材や抜根、材木運
搬、解体工事に。可動する上部の爪と固
定された下部の爪で余計な土砂を落とし
抜いた根や廃材のみを運搬することが可
能。

アームの先端の爪は油圧シリンダーで木
材をがっちりとつかみ、引き抜き、運搬。
古い枕木や破損した材料の除去、挿入な
どに活躍します。

ロックアンドツリーハンドラー

ロックアンドルーツピック

ロックバケット

強力なグラップルは回転可能

トビのようなピックで引き起こし

岩石、瓦礫のみを選択除去

回転可能なグラップルで岩や伐採した木
などをつかみ、運搬可能。グラップルが
回転することで狭い現場でも多様な形状
のものをひとつひとつしっかりとつかみ
取り運搬、配置することができます。

頑丈な鳶のようなピックを切り株や土中
に埋まった岩などに引っ掛けて引き起こ
すアタッチメント。

長く伸びた先端部分は櫛状。土中の石、
瓦礫などの大きな固形物のみを選択的に
除去。ほかの造成整地作業用アタッチメ
ントの使用の前に欠かせないアタッチメ
ントです。

ロータリーカッター

ロールグラブ

ボブタッチシステム

Rock & Tree Handler

Rotary Cutter

Rock & Root Pick

Roll Grab

Rock Bucket

Bob-Tach System

ボブキャットのアタッチメント交換は全
機種採用のボブタッチシステムにより２
ステップで交換完了。オペレータシート
からスイッチ一つで脱着可能なパワーボ
ブタッチもあります。

雑木も雑草も一気に伐採除去

牧草ロールを傷つけず運搬

高速回転する２枚の刃が通常の草刈り機
では考えられない最大幹径 76mm までの
雑木すらカット。雑木林、河川敷、休耕
田の維持管理に最適。地面から浮かび上
がると自動停止する安全設計です。

傷つきやすく重いラッピングされた牧草
ロールを傷つけず確実に保持、運搬、積
み上げ。積み上げに便利な片開き機能付
きもラインナップ。

1. 本体側ボブタッチフレーム A をアタッチメン
ト側のフランジ B に引っかけ
2. ハンドル C を押し下げるとピンがアタッチメ
ントフレームの穴 D に貫通し固定されます

アタッチメントの仕様やローダーとの適合など、詳しくはお近くのボブキャット販売店までお問い合わせください。

プレーナー
Planer

フローテーショントラック
Steel Tracks

ベールフォーク
Bale Fork

舗装路面のはつり作業に

泥濘値などの軟弱路面での作業に

牧草ロールを突き刺して運搬

強力なビットでアスファルトやコンクリ
ート路面のはつり作業に。再舗装の事前
作業やコンクリート路面の滑り止めなど。
大型の専用機では入れない狭小地や壁際
の作業も可能です。

四輪駆動とその場旋回を強みとするボブ
キャットのスキッドも泥濘地や岩場では
不安定。タイヤの上から装着するタイプ
のスチールクローラー。より安定を求め
る時はトラックローダーを選択ください。

頑丈なフォークを牧草ロールなどに突き
刺して運搬。パレットフォークのフレー
ムに装着して使用するため、フレームを
兼用可能です。

ホイールソー

ポッドハンドラー

ポールジャック

Wheel Saw

Pod Handler

Pole Jack

舗装路面の切削、溝堀り

ポッドに入った植木の運搬

支柱、ポールの埋め込み設置

ミニバックホーでは不可能な細い溝、ア
スファルトやコンクリート舗装された固
い路面の切削、溝掘りに。水道管やガス管、
電気ケーブルの敷設工事等の際に活躍し
ます。

園芸造園で使用するポッドなどで養生さ
れた植木をクランプで鷲づかみ、運搬す
るアタッチメント。回転も可能でトラッ
ク等への積み込みの際に横倒しする事も
可能です。

支柱、ポール、電柱、杭。細長い形状の
ものをがっちりと保持、運搬。そのまま
設置場所のタテ坑に立てて設置までをこ
なすアタッチメントです。

モアー

ユーティリティフォーク

ランドスケープレーキ

Mower

Utility Fork

Landscape Rake

３枚ローターの草刈り機

牧草や敷き藁の運搬に最適

異物除去で整地作業を仕上げ

３枚の高速回転する刃（ローター）で雑草、
芝を刈り込む草刈り機。カット高は 50〜
140mm まで設定可能。管理用地、緑地の
管理から公園施設の芝生管理まで活躍し
ます。

頑丈な 650mm 長の複数のフォークに牧
草や敷き藁などを突き刺して運搬。フォ
ークの本数は幅により５〜10 本の６モデ
ル。さらにオプションで最大で 19 本まで
追加可能です。

整地作業の仕上げに回転する爪で小石や
小枝等をバケットに回収。表土を滑らか
に最終仕上げ。バケットに回収されない
長尺物や爪に絡まった樹木の根は上面カ
バーを開けて取り除く事も出来ます。
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Lumber Grapple

Radio Control

சࣷͰͷӤ࡞ۀ

ࡐΛ๊͖͔͔͑Δ

ϘϒΩϟοτΛԕִૢ࡞

ϘϒΩϟοτͳΒͰͷӤػɻόέο
τʹೖ͞ΕͨࣂྉΛεΫϦϡʔͰۉ
ʹഉग़ɻச࢈ݱͰͷӤ࡞ۀΛޮ
Խ͠·͢ɻ

̎ຊͷ௺͕ੵΈ্͛ͨࡐͷࡐؒʹ৯͍
ࠐΈɺࡐΛ͍ͨΊʹ͍͘ελΠϧɻ
ࡐͷ๊͖͔͔͑εϜʔζͰ͢ɻ

ΦϖϨʔλʔʹͱͬͯաࠅͳڥݥة
ͳॴͰͷ࡞ۀϘϒΩϟοτͳΒແઢ
Ͱૢ࡞ՄɻͪΖΜணͨ͠Ξλον
ϝϯτͷίϯτϩʔϧແઢͰૢ࡞Մ
Ͱ͢ɻ

ઐ༻͔ػΒ൚༻͕֦ػΔະདྷ
ϘϒΩϟοτͷ࠷େͷັྗɺΞλονϝϯτͷ๛͞ʹ͋Γ·͢ɻԿઐ༻ػΛอ༗͢ΔΑΓɺΞλονϝϯτΛνϣΠε͢Δ
͚ͩͰͨͬͨ̍ͷϘϒΩϟοτͰԿ௨Γͷ࡞͕ۀՄͰ͢ɻ·ͨɺΞλονϝϯτࣗମ༷ʑͳ༻్ʹ༻Ͱ͖ɺ̍ͭͷΞλον
ϝϯτͰআઇʹݐஙݱʹͱେ׆༂͠·͢ɻίετݮͷ͓ख͍ͪΖΜɺϘϒΩϟοτͰ࡞ۀͷ෯Λ֦͛ͯΈ·ͤΜ͔ʁ

˕༷ɺඋੑ্ͷͨΊ༧ࠂແ͘มߋ͢Δ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
˕ػମॏྔUະຬͷݐઃػցͷӡసɺখݐܥ྆ंܕઃػցͷӡసʹؔΘΔಛผڭҭ
ຢं྆ݐܥઃػցӡసٕߨशΛडߨͨ͠ਓʹݶΒΕ·͢ɻ
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