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★印は非販売部品です。各々のAss、yにて御注文下さい。



6－ト2 ��l 

6－1銘板関係　　　　　　　　　　　　　　　　適用号機 ����0002～0004 

図解番号 �部　品　番　号 �部　品　名　称 �数量 �互換† �摘　　要 

1～（3） �772－03670－000 �各種銘板貼付位置図 �1 � � 

2 �774－1170－201 �警告銘板 �1 

5 �774－6691－001 �表示銘板 �1 

6 �774－6730－001 �表示銘板 �1 

7 �774－8040－001 774－8050－001 �警告銘板 �4 

警告銘板 �3 � � 

9 �774－8060－001 �警告銘板 �1 

11 �779－3210－001 �注意銘板 �1 

12 �773－0810－000 �注意銘板 �1 

13 14 �773－1140－001 773－2010－001 �製造銘板 �1 

社名ス丁ツカー �1 � � 

15 �774－12780－001 �表示銘板 �1 

16 �773－2280－001 �表示銘板 �2 

17 �773－2310－001 �警告銘板 �1 

18 19 �773－05950－001 774－12730－001 �型式シール �1 

表不銘板 �1 � � 

20 �774－12740－001 �表示銘板 �1 

21 �774－12750－001 �表示銘板 �1 

22 �774－12760－001 �表示銘板 �1 

23 （1） �774－12770－001 90－15cm �表示銘板 �1 

ヒニタイ �1 � � 

・（3） �TPS1114010 �タッビンネゾ �4 
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★印は非販売部晶です。各々のAss、yにて御注文下さい。



6「1－4‾ ��l 

6－1銘板関係　　　　　　　　　　　　　　　　適用号機 ����0005－ 

図解番号 �部　品　番　号 �部　品　名　称 �数量 �互換† �摘　　要 

1～（3） �772－03671－000 �各種銘板貼付位置図 �1 � � 

2 �774－1170－201 �警告銘板 �1 

3 �774－16490－001 �表示銘板 �1 

4 �774－16480－001 �表示銘板 �1 

5 �774－6691－001 �表示銘板 �1 

6 �774－6730－001 �表示銘板 �1 � � 

7 �774－8040－001 �警告銘板 �4 

8 �774－8050－001 �警告銘板 �3 

9 �774－8060－001 �警告銘栃 �1 

11 �779－3210－001 �注意銘板 �1 

12 �773－0810－000 �注意銘板 �1 � � 

13 �773－1140－001 �製造銘板 �1 

14 �773－2010－001 �社名ステツカT �1 

15 �774－12780－001 �表示銘板 �1 

16 �773－2280－001 �表示銘板 �2 

17 �773－2310－001 �警告銘板 �1 � � 

18 �773－05950－001 �型式シール �1 

19 �774－12730－001 �表示銘板 �1 

20 �774－12741－001 �表示銘板 �1 

21 �774－12751－001 �表示銘板 �1 

22 �774－12760－001 �表示銘板 �1 � � 

23 �774－12770－001 �表示鏡板 �1 

（1） �90－15cm �どこタイ �1 

（3） �TPS1114010 �タッビンネゾ �4 





7装着部品

7－1　　装着部品（KLD50ZVスタンダード）

ト1　　装着部品（KLD50ZVスタンダード）

7－2　　装着部品（L16クイックカブラ）・

7－3　　装着部品（L13クイックカブラ）
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☆印は非販売部晶です。各々のAss、yにて御注文下さい。



7－ト2 �� 

7－1装着部品（KLD50ZVスタンダー・ド）　適用号機 ����001のみ 

図解番号 �部　品　番　号 �部　品　名　称 �数量 �互換や �摘　　要 

1～（4） �1日ト00010－000 �装着要領図 �1 � � 

1 �740－03820－000 �ワイヤーJトネス1 �1 

2 3 4 �74ト05510－000 054－0220－001 1日3－00010－000 �ワイヤーハーネス2 座 ブラケット �1 1 1 

5 �1日2－00010－000 �ブラケットC �1 � � 

6 �1日2－00020－000 �ブラケットL �1 

7 �1H2－00030－000 �ブラケットR �1 

8 �742－12300－000 �コントロー腑サックスASSY �1 

9 �1日3－00020－001 �ブラケット �1 

（1） �SBH14080151 �ホ中小 �1 � � � 

（2） �WS208 �スプリげワッシャ �5 

（3） �CCO220 �］うルゲクランプ 木やルト �1 

（4） �SBH14080151 ��4 

（5） �SBH14040151 �ホ■ルト �2 

（6） �WS204 �スフ○リンゲワッシャ �2 � � 
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7－1－4 �� 

7－1装着部品（KLD50ZVスタンダード）　　適用号機 ����002～ 

図解番号 �部　品　番　号 �部　品　名　称 �数量 �互換† �摘　　要 

1～（4） �1日ト00011－000 �装着要領図 �1 � � 

1 �740－0382ト000 �ワイヤーハーネス1 �1 

2 3 4 �74ト05510－000 054－0220－001 1日3－00010－000 �ワイヤーハーネス2 座 ブラケット �1 1 1 

5 �1日2－0001ト000 �ブラケットC �1 � � 

6 �1日2－00021－000 �ブラケットL �1 

7 �1日2－00031－000 �ブラケットR �1 

8 �742－1230ト000 �コントロー赫○ックスASSY �1 

9 �1日3－00021－001 �ブラケット �1 

10 �1H4－00020－001 �げ… �2 � � � 

（1） �SBHl4080151 �ボルト �1 

（2） �WS208 �スプルゲワッシャ �5 

（3） �CCO220 �コうイげクランプ �1 

（4） �SBH14080151 �ボルト �4‾ 

（5） �SBH14040151 �ボ机 �2 � � 

（6） �WS204 �スプリンゲワッシャ �2 





7－2－2 �� 

7－2装着部品（L16クイックカブラ）　　　　適用号機 ����002～ 

図解番号 1 �部　品　番　号 �部■　品　名　称 �数量 �互換1 �摘　　要 

～（4） 1 �1日1－0001ト000 740－03821－000 �装着要領図 ワイヤーハーネス1 �1 1 1 1 1 � � 

2 3■ 4 5 6 �74ト05510－000 054－0220－001 1日3－00010－000 �ワイヤーハーネス2 座 ブラケット 

1日2－00250－000 �フソ アラケットR �1 1 2 1 1 � � 

7 �1日4－00070－001 �げ 

8 �742－1230ト000 �コントロール木やックスASSY 

9 （1） （2） �1日3－00021－001 �ブラケット 

WS208 �l スフ○りげワッシャ �1 5 1 4 2 � � � 

（3） �CCO220 �コうイげクランプ 

（4） �SBH14080151 �ホ○ルト 

（5） �SBH14040151 �ホ■んト 

スフリげワッシャ �2 � � 



5 � �7 ���� �7 �6 



ト3－2 �� 

7－3装着部品（」13クイックカブラ）．　　　　適用号機 ����005～ 

図解番号 �部　品　番　号 �部　品　名　称 �数量 �互換1－ �摘　　要 

1～（4） �1日ト00011－000 �装着要領図 �1 � � 

1 �740－03821－000 �ワイヤーハーネス1 �1 

2 3 4 �742－09260－000 054－0220－001 1日3－00010－000 �ワイヤーハーネス2 座 ブラケット �1 1 1 

5 �1日2－00140－000 �ブラケットL �1 � � 

6 �1日2－00150－000 �ブラケットR �1 

7 �1日4－00070－001 �げ �■　2 

8 �742－12301－000 �コントロールホ○ックスASSY �1 

9 �川3－0002ト001 �ブラケット �1 

（1） �SBH14080151 �ボルト �1 � � 

（2） �WS208 �スプリンゲワッシャ �5 

（3） �CCO220 �コうインゲクランプ �1 

（4） �SBH14080151 �ボルト �4 

（5） �SBH14040151 �ボルト �2 

（6） �WS204　■ �ス丁．リンデワッシャ �2 � � 





サー �ビスネットワ �－ク 

（2009年9月現在）

㊨鵬好適曲射肝





サービス工場一覧（北海道）
1／8

サービス工場名 �住　　　　祓 �電話番号 �FAX番号 

【石狩・空知地方】 

日通機工（株）札幌整備工場 �札幌市東区北30条東1丁目1番40号 �011－721－2171 �01ト722－6201 

（株）滝川日工 �札幌市白石区東札幌1条4丁目1番39号 �01ト811－2165 �01ト81ト2163 

日北自動車工業（株） �札幌市清田寧美しが丘1条3丁目ト10 �01ト88ト1111 �011－88ト7397 

北海道川重建機（株）札幌支店 �北広島市大曲中央1丁目2番地2 �01ト376－2321 �01ト370－3323 

（株）向田自動車 �岩見沢市大和2条9丁目7番地 �0126－22－6253 �0126－23－2657 

日通機工（株）滝川整備工場 �滝川市空知町1丁目10番4号 �0125－23－1155 �0125－22－6776 

北星自動車整備工業’（株） �砂川市空知太西1条3丁目3番55号 �0125－53－3222 �0125－53－3500 

【後志地方】 

（株）信菱日工 �虻田郡倶知安町字高砂246 �0136－22－1188 �0136－22－4947 

（株）斉藤自動車整備工場 �小樽市稲穂5丁目5番1号 �0134－24－1191 �0134－24－1357 

（有）高津自動車工業所 �岩内郡岩内町大浜13の2 �0135－62－1575 �0135－62－1576 

北海道川重建機（株）倶知安支店 �虻田郡倶知安町字比羅夫216－7 �0136－23－2108 �0136－23－2109 

【渡島・檎山地方】 

今金町農業協同組合整備工場 �瀬棚郡今金町字今金252 �01378－2－0411 �01378－2－0841 

日通機工（株）函館整備工場 �北斗市追分3丁目3番17号 �0138－49－7041 �0138－49－7145 

北海道川王達機（株）函館支店 �北斗市追分3丁目2番3号 �0138－49－6411 �0138－49－6606 

【胆振・　日高地方】 

日通機工（株）室蘭整備工場 �室蘭市寿町2丁目18番12号 �0143－44－2181 �0143－45－8720 

旺成自動車工業（棟） �苫小牧市一本松町4－5 �0144－55－6500 �0144－55－6504 

北海道川重建機（株）富川営業所 �沙流郡日高町富川西6丁目5番1号 �01456－2－2249 �01456－2－2938 

【十勝地方】 

（株）中島日工 �帯広市西20条北1丁目3番32号 �0155－33－3141 �0155－33－5004 

日通機工（株）帯広整備工場 �帯広市西20条北1丁目3番17号 �0155－33－2121 �0155－36－7813 

北海道川重建機（株）帯広支店 �帯広南西22条北1丁目2番27号 �0155－37－5141 �0155－37－5185 



サービス工場一覧（北海道）
2／8

サービス工場名 �住　　　　　所 �電話番号 �FAX番号 

【上川地方】 

（有）士別モータース �士別市東2条3丁目2番地 �01652－3－3531 �01652－3－3532 

北海道川重建機（株）旭川支店 �旭川市永山2条9丁目1番33号 �0166－48－3521 �0166－48－5670 

日通機工（株）旭川整備工場 �旭川市神楽岡14条7丁目1番14号 �0166－65－2221 �0166－65－6285 

日通機工（株）名寄整備工場 �名寄市徳田区20番地 �01654－2－3196 �01654－2－5395 

北海道川重建機（株）名寄支店 �名寄市徳田区289∵20 �01654－2二5821 �01654－3－0879 

三共日興（株） �富良野市学田三区 �0167－23－1188 �0167－23－1371 

【網走地方】 

（株）ホクレン油機サービス 　　　　網走支店 �網走市字呼人382番地 �0152－48－2219 �0152－48－2210 

（株）桑辺自動車整備工場 �紋別郡興部町字興部869番地の12 �01588－2－2171 �01588－2－3383 

日通機工（株）北見整備工場 �北見市三輪446番地53 �0157－36－2205 �0157－36－5044 

北海道川重建磯（株）北見支店 �北見市東相内934－5 �0157－36－2045 �0157－36－4338 

【留萌　・　宗谷地方】 

北海道川重建機（株）留萌営業所 �留萌市潮静4丁目31番地3 �0164－42－6655 �0164－43－1887 

吉川自動車工業（株） �稚内市はまなす3丁目3番11号 �0162－32－1111 �0162⊥34⊥1318 

北海道川重建機（株）稚内支店 �稚内市末広5丁目1番21号 �0162－34－0791 �0162－34－0776 

（有）武田車輌工業 �苫前郡初山別村字初山別93番地 �0164－67－2250 �0164－67－2510 

【釧路・根室地方】 

日通機工（株）釧路整備工場 �釧路市西港1丁目100－33 �0154－55－2188 �0154－52－2350 

北海道jH重建機（株）釧路支店 �釧路市星が浦南1丁目3－53 �0154－5ト8173 �0154－5ト8176 

（有）共立日工 �標津郡中標津町大通南3丁目1番地 �01537－2－2740 �01537－2－0399 



サービス工場一覧（本州）
3／8

サービス工場名 �住　　　　　所 �電話番号 �FAX番号 

【青森県】 

（株）KCMJ　青森工場 �青森市大字野内字菊川61－3 �017－726－6258 �017－726－4183 

（株）KCMJ　弘前工場 �南津軽郡田舎館村大字川部字上船橋 39－9 �0172－58－3399 �0172－58－4050 

（株）KCMJ　八戸工場 �八戸市大字河原木字北沼18－12 �0178－20－1150 �0178－28－4097 

（株）むつ工業所 �むつ市横迎町2丁目134－1 �01752－2－2561 �01752－2－6156 

（有）尾崎自動車商会 �五所川原市栄町62－1 �0173－35－2454 �0173－34－2454 

（株）中才自動車修理工場 �青森市港町3丁目10番20号 �01ト741－4351 �017－741－5235 

【岩手県】 

（株）KCMJ　水沢工場 �奥州市水沢区水沢工業団地1－20 �0197－25－6323 �0197－25－6732 

（株）東和本社 �盛岡市川目町23－13盛岡中央工業団地 �0196－26－5500 �0196－26－5501 

住友建機販売（株）東北統括部． 　　　　盛岡支店 �盛岡市玉山区渋民字岩鼻20－21 �019－683－2069 �019－683－1057 

【宮城県】 

（株）KCMJ　仙台工場 �仙台市宮城野区扇町3丁目7－35 �022－235－0316 �022－235－2134 

丸幸自動車工業（株）新港店 �仙台市宮城野区中野字四反田4－3 �022－259－8080 �022－259－8008 

佐々木自動車綜合整備（株） �大崎市古川北町3丁目10－45 �0229－22－0680 �0229－22－0691 

【福島県】． 

（株）KCMJ　郡山工場 �郡山市道場468－2・ �0249－43－0704 �0249－43－0744 

会津自動車工業（株） �会津若松市一箕町大字亀賀字郷之原224 �0242－24－2721 �0242－24－2763 

．（株）芳賀自動車工場 �南会津郡南会津町中荒井字上平1767 �0241－62－2100 �024ト62－2114 



サービス工場一覧（本州）
4／8

サービス工場名 �住　　　　　所 �電話番号 �FAX番号 

【秋田県】 

藤高自動車興業（株） �秋田市川尻町大川反233－12 �018－823－5151 �018－823－5158 

羽後交通（株）大曲工場 �大仙市泉町5－57 �0187－63－0175 �0187－63－1504 

羽後交通（株）横手工場 �横手市駅前町8－5 �0182－32－1778 �0182－32－1715 

（株）田沢モータース �仙北市田沢湖生保内字武蔵野115 �0187－43－0811 �0187－43－3118 

暁商工（株）自動車整備工場 �北秋田市梓子字糠沢上谷地50 �0186－62－1562 �0186－62－1611 

（有）県南重車輌整備工場 �嘩手市赤坂字沢口29番地 �0182－32－3984 �0182－33－2559 

（有）湯沢重工業 �湯沢市小豆田139 �0183－73－1514 �0183－73－2309 

（有）ピーワーク �大館市片山町3丁目1番17号 �0186－42－5335 �0186－42－5337 

【山形県】 

（株）KCMJ　新庄工場 �新庄市大字福田字福田山71ト69 �0233－29－2211 �0233－29－2274 

（株）KCMJ　南陽工場 �南陽市漆山745－1 �0238－45－3960 �0238「45－3961 

旭車輌整備（株） �鶴岡市西新東町8－17■ �0235－22－1835 �0235－24－0929 

寒河江重車輌（株） �寒河江市西根字中川原110－1 �0237－86－7228 �0237－86－8486 

いこい重車輌（株） �山形市青田南23－25 �0236－23→7410 �0236－4ト7544 

新和重機整備（株） �東置賜郡高島町大字夏茂203－4 �0238－57－3131 �0238－5ト3132 

（株）那須自動車 �長井市泉字福田2266番1 �0238－88－1541 �0238－88－1540 

大洋自動車工業（株） �酒田市両羽町9－4 �0234－22－9433 �0234－22－9435 



サービス工場一覧（本州）
5／8

サービス工場名 �住　　　　　所 �電話番号 �FAX番号 

【栃木県】 

（株）KCMJ　栃木工場 �鹿沼市茂呂788－1 �0289－76－3515 �0289－76－3510 

【群馬県】 

（株）KCMJ　群馬工場 �高崎市正観寺町1171 �02ト373－6426 �027－372－1493 

【新潟県】 

（株）＿KCMJ　新潟工場 �新潟市東区下木戸3丁目ト60 �025－273－7247 �025－272－0985 

（株）KCMJ上越工場 �上越市大字下吉野字迫田1756－19 �025－520「2313 �025－520－2319 

（有）小出自動車工業 �魚沼市四日町1445 �02579－2－1025 �02579－2－4871 

（有）小出自動車工業 　　　　湯沢営業所 �南魚沼郡湯沢町大字神立1443－1 �02578－4－3380 �02578－4－3935 

（有）岡村自動車整備工場 �十日町市高山68ト1 �0257－57－2240 �0257－52－4527 

（株）星野自動車工業 �長岡市川崎町2166－1 �0258－32－1317 �0258－36－6855 

明星自動車工業（株） �糸魚川市上刈5丁目4番45号 �0255－52－1474 �0255－52－7319 

（株）上越商会整備工場 �上越市大字土橋1012 �025－524－5895 �025－524－5612 

新星建機工薫　く株） �妙高市栗原2丁目6番30号 �0255－72－1897 �0255－72－4325 

【富山県】 

山室重機（株） �富山市山室新町41番地 �0764－24－1611 �0764－24－3133 

山室重機（株）高岡営業所 �高岡市十二町島85番地1 �0766－63－3303 �0766－63－3305 

山室重機（株）魚津営業所 �魚津市本江1118番地 �0765－24－7166 �0765－24－7167 

北陸機販サービス（株） �富山市新保380－2 �0764－29－7777 �0764－29－7775 

砺波重機（株） �南砺市岩屋464 �0763－82－3168 �0763－82－6600 

【石川県】 

北陸重機（株） �金沢市場和2丁目7－20 �076－252－5181 �076－252－9414 

千代田機電（株） �金沢市新保本4－65－12 �076－269－3502 �076－269－3707 



サービス工場一覧（本州）
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サービス工場名 �住　　　　　所 �電話番号 �FAX番号 

【福無県】 

岩崎工業（株） �あわら市伊井60－24－1 �0776－73－2256 �0776－73－3212 

北陸川崎産業（株） �福井市大町2－901 �0776－34－0390 �0776－34－0329 

（株）中島建機 �福井市下六条町35－25－1 �0776－4ト0115 �0776－41－0775 

【東京都】 

日通商事（株）整備部京浜工場 �東京都大田区京浜島2－20－1 �03－3790－5781 �03－3790－5785 

モリタース車輌工業（株） �東京都大田区昭和島1－5－22 �03－3764－7111 �03－3764－7062 

【山梨県】■ 

（株）キムラ �甲府市国母5丁目10－17 �0552－26－5252 �0552－28－2180 

【茨城県】 

（株）KCMJ■茨城工場 �水戸市萱場町下坪472－3 �029－253－5432 �029－252－0951 

【長野県】 

（株）KCMJ　長野工場 �塩尻市広丘野村1788 �0263－52－2800 �0263－52－3344 

長野安全自動車（株） �長野市大字小島字八幡堰南146 �026－243－7192 �026－244－5399 

ト岐阜県】 

才勝商事（株）機械課　高山工場 �高山市下切町1160－6 �0577－35－1511 �0577－35－1513 

新田自動車（株） �高山市昭和町3丁目138－1 �0577－32－3070 �0577－32－4470 

東栄自動車工業（株）． �岐阜市神楽町19－2 �058－273－2311 �058－273－2378 

中部住重建機（株）白鳥営業所 �郡上市白鳥町中津屋尾崎前898 �0575－82－5301 �0575－82－5445 

【滋賀県】 

相互日工（株）－ �彦根市地蔵町210 �0749－23－2501 �0749－23－3860 

【大阪府】 

（株）KCMJ　京阪工場 �茨木市東宇野辺町3－14 �0726－31－7161 �0726－31－7152 



サービス工場一覧（本州）
7／8 

サービス工場名 �住　　　　　所 �電話番号 �FAX番号 

【兵庫県】 

（株）KCMJ加古川工場 �加古川市平岡町土山509－1 �078－944－1155 �078－944－1350 

北但自動車（株） �豊岡市弥栄町ト28 �0796－23－1221 �0796－24－4757 

森田自動車工業（株） �姫路市延末1丁目9番地 �0792－21－8001 �0792－2ト8002 

（株）美方モータース �美方郡新温泉町三谷134－2 �0796－82－1321 �0796－82－4686 

【岡山県】 

（株）KCMJ岡山工場 　　　や �倉敷市曽原392－1 �086－485－4600 �086－485－4606 

両備ホール丁インクス（株） 　　両備テクノカンパニー �岡山市西市570 �086－24ト0441 �086－241－8133 

津山重機工業（株） �津山市下田邑2266－21 �0868－28－0061 �0868－28－0167 

森六自動車（株） �新見市新見1024－5 �0867－72－0696 �0867－72－0698 

【広島県】 

（株）KCMJ広島工場 �広島市安佐北区安佐町毛木232 �082－837－3345 �082－83ト3350 

山口ボデー（有） �庄原市東本町3丁目7番14号 �P8247－2－2166 �0824ト2－7164 

（有）あづま自動車商会 �広島県庄原市比和町比和906 �0824丁・85－2311 �0824－85－2313 

【鳥取県】 

三協建機（株） �鳥取市南栄町9 �0857－53－1611 �0857－53－2590 

三協建機（株）米子工場 �米子市夜見町2948－13 �0859－29－0230 �0859－29－5270 

三協建機（株）倉吉工場 �東伯郡北栄町江北1103－1 �0858－36－5200 �0858－36－4733 

岩世自動車工業（有） �倉吉市清谷336番地1 �0858－26－2211 �0858－26－5128 

【島根県】 

（株）平和商会 �浜田市朝日町113－6 �0855－22－0933 �0855－22－3513 



サービス工場一覧（本州）
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サービス工場名 �住　　　　　所 �電話番号 �FAX番号 

【山口県】 

（株）KCMJ　山口工場 �防府市植松205－6 �0835－22－4801 �0835－22－7613 

【香川県．】 

（株）KCMJ　香川工場 �坂出市西大浜北1－2－29 �0877－44－1100 �0877－44－1106 

【愛媛県】 

（株）KCMJ　愛媛工場 �西条市壬生川63ト1 �0898－64－1475 �0898－64－1477 

【佐賀県】 

（林）西部川崎　佐賀支店 �武雄市北方町大字志久122－6 �0954－36－2505 �0954－36－5258 

【長崎県】 

（株）西部川崎　本社 �諌早市若葉町350番地1 �0957－26－5533 �0957－26－5331 

・【福岡県】 

九州川崎建機（棟）本社工場 �糟谷郡新宮町下府2丁目10番1号 �092－962－2121 �092－962－2125 

【大分県】 

九州川崎建機（株）大分工場 �大分市大在北3丁目11番21号 �097－523－3141 �097－523－3133 

【熊本県】 

九州川崎建機（株）熊本工場 �熊本市下硯川町大字横道1666番坤 �096－325－7520 �096－325－7522 

【鹿児島県】 

南九州川崎建機（株） �鹿児島市南栄3丁目6番1号 �099－269－8851 �099－269－8864 
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