
ロータリ除雪装置

部　品　表

ノW77協ざ

ノW773月J

㊨鵬訂融虎覇曲射肝
pub，No．A417



へ　　〕

、　〉

′

　

一

、

　

）



‾｛＼

／‾＼＼

／‾＼＼

ご使用の前に

1．収録内容

このパーツカタログはNRT5AS，5AJ型ロータリ除雪車のサービス部

収録したものです。

但し、エンジンにつきましては、いすゞ自動車　6BGl型パーツカタログを

下さい。

・6BGl　　（エンジン型式）

2．パーツカタログのご使用方法

1）編集順序

このパーツカタログの編集順序はベースパーツ、グループパーツの順に、

装置毎に編集してあります。

挿画図（イラストレーション）は各セクションの最初のページに挿入してあります。

尚、各ベースパーツNo．の記載ページはインデックスによってご確認下さい。

2）インデックス

（例）

1　機関関係

1－1　　　機関関係・・・

吸排気関係・・1仁一±
セクションネームです。

ベース及びグループの名称のFIG．（図）No．です。

各構成装置名です。

FIG．（図）No．のリスト及びページを示します。

1－①

2－①



3）イラストの見方

（例）

①FIG．No．‥・

②セクションネーム・

③FIG．（図）‥・

④Ke y No．‥・

・挿画No．を表し、本文リストのFIG．No．

と対応しています。
・インデックス（目次）のセクションネームと

同じになっています。
・挿画のページを示します。

・本文リストの図解番号と対応し、イラスト中の

○数字はリストの（）数字と対応します。

⑤挿画中の（＞く二）印部分は改良による設計変更等のため、構造変更または廃止

したことを表しており、矢印の示す部分に変更後のイラストを載せています。
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4）本文リストの見方

（例）

⑤　②　　⑥　　⑦　　　　⑧　③⑳④　嘲

／l ��� �� �／　l ��� � � 
l／卜1－② ��� � � 

1サ／機　品　関 ��係 ��国 �号機 �／02～ �� � 

′ 図解番号 �　　　　l 部　品　番　号 ��部　　　品　　　名　　　称 ��l 数量 �／ 互換性 �輔 �� � 

1～50 �010－0101－000 ��機関関係Ass’y ��1 �人 、－＼ �002～005 �� 

1～50 �010－0101－100 ��機関関係Ass’y ��1 ��006～ 002一一005 

l �013－1090－000 ��フランジ ��l 

2 �013－1080－000 ��ブラケット ��′ ／■2 

2 �013－1080－100 ��ブラケット ��＼2 �l AJ ．．フメ： �0（娼一一 

雲「 ノー●‘ 了4 �－09　－　1 ��シールラバー ��Ⅰ ��下⑳ �� 

014－0980－001 ��シールラ′ヾ－ ��2 �E 

＼．4 ㌧．・．・．．．●－ 5 �014－0981－001 ��シールラバー ��2 ��．ノ 

014－0990－001 ��平行キー ��1 � 

6 �014－1001－001 ��ラジェタステー ��2・ 

7 �014－0520－001 ��アダ　タ ��1 � � �� 

8 �′‾‾‾‾－●‾▲●‾‘一‾●ヽ し．－＿．．エ＿．．ノ ��エンジンAsS’y ��1 

9 �00－OEA－5338 ��エンジン付属品 ��1 

10 �00－11246－00Zll ��ブラケット ��2 

11 �00－11328－Z2000 ��クッシ牙ンラバー ��2 

12 �00－21399－96066 ��ラジェタAssy ��1 � � �� 

13 �（X）－21505－96012 ��ロアホース ��1 

14 �00－01556－00364 ��クランプ ��2 

15 �00－21504－96003 ��アッパーホース ��1 

①FIG．No．

②セクションネーム］

③適用号機欄・・・・‥

④1－1－②・・・・・・

⑤図解番号・・・‥・・

⑥部品番号・・・・・‥

⑦部品名称‥・・・‥

前項イラストの見方①、②を参照して下さい。

・ベースパーツ及びグループパーツAss’y

した時の適用号機を記載しております。
・本文リストのページを示しております。　芦

・前項イラストの見方④を参照して下さい。

・日除部品番号を表しております。

・該当する部品名称を記載する他、部品の特徴や

補足説明をしております。



⑧数量・

⑨摘要・・

⑳互換性・

5）

・数量は原則として一台分に使用されている数量を

示しております。
“A／R”と記されている場合は、必要な数量

だけ使用することを示しております。

この欄には変更切換時の適用号機と部品番号及び

部品名称の補足説明等に使用しております。
・改良その他による設計変更となった部品の互換性

を示しております。

A‥・新旧どちらにも互換性がある場合

B・‥新が旧に対して互換性があり、

旧が新に対して互換性のない場合

D・・・新旧どちらにも互換性のない場合

⑪部品番号欄に＊印のついている部品は非販売部品を表します。

ーシ番号と適用号機

ご注文の部品につきましては最寄りの日本除雪機製作所サービス工場（サービス

照して下さい）へ下記事項を指示し、ご購入して下さい。

ーシ番号（年式）

でヾ－ツカタログ中の適用号機はシャーシ番号と合致しています。

①NRT5AS

製造番号S11286Sl O98」亡
②NRT5AJ

製造番号S11825J162

」「±＿

適用号機はSl O98です。

適用号機はJ162です。

6）部品番号、使用数量は予告なく変更する場合がありますので、ご了承願います。



総目　次

1機関関係

ト1　　機関関係　…　…　…　…　…　…　…　…　…・t　1－ト1

1－2　　　吸排気関係・・・・・‥・・‥

ト3　　　燃料関係　・・・・・・・・・・・・

ト4　　　アクセルコントロール　・・・・・・

ト4　　　アクセルコントロール　・・・・・・
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1－6　　　オイルフィルタ及びフュエルフィルタ

ト7　　　ラジエタ　・・・・・・・・・・・・

1－8　　　吸排気関係（寒冷地仕様）

ト9　　　エアクリーナ　・・・・・・・・・・

ト2－1

ト3－1

ト4－1

1－4－3

ト5－1

ト6－1

ト7－1

1－8－1
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2クラッチ関係

2－1　　クラッチコントロール　…　…　…　…　…　…　…　…2－1－1

2－2　　　パワードライブ　…　…　…　…　…　…　…　…　…2－2－1
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2－3　　　クラッチ　…　…　…　…　…　…　…　…　…　‥；2－3－1

3伝動機関係
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3－2　　　減速機　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…・3－2－1
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3－4　　　プロペラシャフト（No．1）　…　…　…　…　…　…　‥3－4－1

3－4　　　プロペラシャフト（No．1）　…　…　…　…　…　…・・3－4－3

3－5　　　プロペラシャフト（No．2）　…　…　…　…　…　…・・3－5－1

3－5　　　プロペラシャフト（No．2）

4作業油圧配管関係

4－1　　作業油圧配管（1）・・・

4－2　　　作業油圧配管（2）・・・

4－3　　　作業油圧配管（3）・・・



4－4

4－5

4－6

4－7

プロアケース回転シリンダ　…　…　…　…　…　…　…・4－4－1

バルブモジュール　…　…　…　…　…　…　…　…　‥4－5－1

シュート起倒シリンダ　…　…　…　…　…・t・・・・・‥4－6－1

オーブマークモータ　…　…　…　…　…　…　…　…・4－ト1

5除雪装置関係

5－1　　除雪装置　…　…　…　…　…　…　…　…　…　‥・5－ト1

5－2　　　オーガ・・・・・・・・・・‥・・‥・・・・‥・・・・・・・‥5－2－1

5－3　　　プロア、プロアケース　…　…　…　…　…　…　…　…5－3－1

5－4　　　シュート　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…5－4－1

5－5　　　ソリ　…　■　t　…　…　…　…　…　…　…　…　‥・5－5－1
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5－7　さ　除雪装置（大型アげ－ミラー仕様）　…　…　…　…　…　…　‥5－7－1

6電装関係

6－1　　電装品及びミラー　…　…　…　…　…　…　…　…　‥6－1－1

6－1　　電装品及びミラー　…　…　…　…　…　…　…　…・・6－1－5

6－2・　電装品　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…・6－2－1

6－2

6－2

6－3

6－4

6－5

6－6

7・

7－1

電装品　日　日　‥　‥・日　日　‥　日・‥　‥・・‥　‥・‥6－2－4

電装品　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…・6－2－7

バッテリケーブル、コネクタ　…　…　…　…　…　…　‥・6－3－1

コントロールボックス　‥・…　…　…　…　…　…　…　6－4－1

水温計仕様　…　…　…　…　…　…　…　…　…・・6－5－1

助手席操作仕様　…　…　…　…　…　…　…　…　‥・6－6－1

銘板関係　…・・…　…　…　…　…　…　…　…・7－1－1

8装着部品

8－1　　装着部品（924GZ T－Q）　…　‥・・…　…　…　‥・8－1－1



8－2　　　装着部品（KLD70ZV T－Q）

8－3　　　装着部品（L27　T－Q）

8－4　　　装着部品（FL325－3　T－Q）
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サービスネットワーク　…　…　…　…　…　…　…　…　…・≡付　録

（サービス工場一覧）




