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車両番号 仕様

画像

車両番号 仕様

画像

車両番号 仕様

画像最大積載量（kg） 容積（㎥） 最大積載量（kg） 容積（㎥） 最大積載量（kg） 容積（㎥）

長さ（mm） 幅（mm） 高さ（mm） 長さ（mm） 幅（mm） 高さ（mm） 長さ（mm） 幅（mm） 高さ（mm）

石川830あ7008
塵芥車

石川830あ7118
塵芥車

石川830あ7228
塵芥車

4,400㎏ 3,200kg 3,200㎏

容積 8.2㎥ 容積 8㎥ 容積 8.0㎥

全長 6630×2220×2750 全長 6610×2200×2740 全長 6610×2200×2740

石川830い7338
塵芥車

石川830あ7668
塵芥車

8.2㎥ 容積 8.2㎥

石川100こ8 ダンプ

石川131こ88 トレーラ

4,300㎏ 4,250㎏ 21,300kg 25.5㎥

容積 容積 7900×2300×1400

全長 6710×2220×2740 全長 6720×2220×2740 全長 11750×2490×3630

石川102え3
ダンプ

石川130あ33
ダンプ

6,500㎏

全長 9780×2490×3480 全長

石川132い55
ダンプ

ツカミ ツカミ ツカミ

19.5㎥ 7,300㎏ 16.5㎥ 8,800kg 24.7㎥

容積 6500×2300×1400 容積 5500×2300×1300 容積 7700×2300×1400

9130×2430×3590 全長 11670×2490×3750

石川130あ66
ダンプ

石川131え77
ダンプ

石川130う227
ダンプ

ツカミ ツカミ ツカミ

7,800kg 17.7㎥ 6,600㎏ 19.5㎥ 6,300㎏ 22.2㎥

容積 5500×2300×1400 容積 6.5×2.3×1.4 容積 7020×2300×1380

全長 9130×2500×3480 全長 9780×2490×3480 全長 10850×2490×3710
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石川130き800
ダンプ

金沢483あ8030
ダンプ

11,200㎏

全長 11470×2490×3600 全長

石川430さ8060
ダンプ

25.4㎥ 350㎏ 0.8㎥ 3,000㎏ 5.7㎥

容積 8070×2030×1550 容積 2.0×1.4×0.3 容積 3050×1550×1200

3390×1470×1820 全長 4690×1690×1980

石川130な11
キャブオーバ

石川130な81
キャブオーバ

石川130せ89
キャブオーバ

ツカミ ユニック ユニック

5,500kg 13㎥ 5,500㎏ 9.7㎥ 6,600㎏ 10㎥

容積 4920×2200×1200 容積 5500×2200×800 容積 6500×2350×700

全長 8460×2330×3670 全長 8460×2490×3240 全長 10270×2490×3030

石川100て1000
キャブオーバ

石川100は1680
キャブオーバ

9,100kg

全長 11960×2490×3790 全長

石川100は1682
キャブオーバ

ツカミ ツカミ ツカミ

30.9㎥ 6,800㎏ 24㎥ 4,800㎏ 20㎥

容積 8320×2320×1600 容積 7000×2300×1500 容積 5500×2200×1600

10690×2490×3580 全長 9040×2380×3640

石川100に3000
キャブオーバ

石川130せ3355
キャブオーバ

石川100そ5000
キャブオーバ

ツカミ ユニック ツカミ

8,700㎏ 30㎥ 4,900kg 16.5㎥ 8,800kg 30㎥

容積 8300×2250×1600 容積 5490×2165×1385 容積 8300×2250×1600

全長 11990×2490×3530 全長 9380×2340×3040 全長 11990×2500×3670

石川100つ7000
キャブオーバ

石川400た9370
キャブオーバ

5,100㎏

全長 10350×2490×3540 全長

石川130な22

脱着装置付
コンテナ専用車

ユニック パワーゲート
アームロール
ツカミ付

22㎥ 3,000㎏ 4㎥（2㎥） 10,100kg 23㎥

容積 6720×2350×1390 容積 3100×1600×800（400） 容積 6700×2300×1500

4690×1690×1980 全長 11000×2490×3780
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8㎥ｱｰﾑﾛｰﾙ、2.5㎥ｺﾝﾃﾅ、ﾄﾞﾗﾑ缶、ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸ等

設置場所、量にあわせて設置できます

石川130か700

脱着装置付
コンテナ専用車

石川130さ8010

脱着装置付
コンテナ専用車

石川130さ8020

脱着装置付
コンテナ専用車

アームロール アームロール アームロール

10,400㎏ 30㎥ 7,300㎏ 7.5㎥ 7,900㎏ 7.5㎥

容積 6200×2300×2100 容積 3400×1900×1150 容積 3400×1900×1150

全長 9170×2490×3700 全長 6050×2210×2460 全長 6260×2240×2480

石川130さ8050

脱着装置付
コンテナ専用車

石川400ち5755
バン

容積 2.2㎥

石川400せ5926
バンアームロール

7,800㎏ 7.5㎥ 350㎏ 600㎏

容積 3400×1900×1150 容積 3.7㎥

全長 6310×2310×2730 全長 4240×1690×1520 全長 4400×1690×1850

石川430す9700
バン

石川400ち8199
バン

容積 3.7㎥

350㎏ 650㎏

容積 2.2㎥

全長 4240×1690×1520 全長 4400×1690×1850

容積

コマツFD135
フォークリフト

全長

運搬容器

最大荷重15t
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