
運転質量  49,988 kg/110,225 lb 
エンジン出力    337 kW/452 hp 
  328 kW/440 hp
CAT® C18エンジンには、Tier 2構成と Tier 3構成が用意されています。また、オペレータの操作を必要としない設計
のアフタートリートメントシステムを備えており、米国 EPA Tier 4/EU Stage V排出ガス基準にも適合しています。

D9 
ドーザ
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CATドーザが作業を最後までサポート
Caterpillar社では、さまざまな用途、気候および環境での作業に対応できる業界髄一の
豊富なドーザ製品ラインナップを取り揃えております。定評ある設計と繰り返し再生
できる耐久性に優れた構造が自慢の弊社のドーザは、お客様の作業を最後までサポー
トします。生産性の面においても、弊社のドーザは、最後まで生産性を損なうことな
く作業を完了できるようお客様をサポートします。また弊社のドーザは、さまざまな
性能向上技術を活かして製造されている操作や整備の容易な機械でもあり、そのサポー
トについても世界最高水準の Catディーラネットワークが万全のサポート体制を敷いて
います。このため、弊社のドーザは、業界髄一の高い信頼性、生産性および耐久性と、
低い保有経費およびオペレーティングコストを誇る重機となっています。  
これらのメリットを持つ CATドーザは、さまざまな現場や用途に理想的な選択肢でも
あり、お客様が世界各地の重要な鉱山で実施する作業の採算性を高めます。

Caterpillar社が販売している大型ドーザの約半
数が D9ドーザです。  これには、もっともな
理由があります。D9ドーザは、その比類のな
い信頼性、長い耐用年数、また幅広い特定用
途向けブレードのおかげで、さまざまな用途
や環境にとって賢い選択肢となっています。
その他のすべての CAT®ドーザと同様に、高い
生産性と効率性を備えた D9ドーザは完全統
合型の CAT機械です。 Caterpillar社により 100 

%設計され、互いに連携して高い性能と稼働
率を達成する CATコンポーネントですべて構
成されています。D9ドーザを使えば、より多
くの土砂を最小限のコストで運搬できます。

CAT®

 D9
稼働率を高めるスマートな仕様

新しくなった
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その他
産業用

機器レンタル

採石/砕石

一般土木

マイニングCAT D9

その他の
CATドーザ

競争力の
あるドーザ

セグメント

D9

全世界

大型ドーザ

業種台数

大規模土木

2000年 1月～
2020年 5月

すべての大型ドーザの約半数が 
D9ドーザ

新しいステータクラッチトルク 
コンバータにより燃料効率を 
5 %向上

バンク立方メートル当たりの 
全体的なコストを最大 3 %削減

将来のテクノロジへの対応

メンテナンスコストおよび修理 
費用を最大 4 %削減

 + CAT自動潤滑システムの統合
 + 給脂ポイントの削減
 + ラジエータ清掃時のアクセスの向上
 + フィルタ交換間隔の延長
 + 流体レベル連続モニタリング
 + リモートフラッシュソフトウェア

お客様の用途に最適なドーザ
CAT D9ドーザは 1955年に導入され、生産 1年目に約 1,500
台が販売されました。現在、Caterpillar社が製造する他
のどの大型ドーザよりも多くの CAT D9ドーザが  より多
くの用途に使用されています。最初の 10台の試作機で
は、  伐採現場での作業、道路やダムの建設、製油所のサ
ポートなど、さまざまな環境で試験が実施されました。
時を経て、D9ドーザはその他の多くの場所や用途にも
使用されるようになり、現在では、その汎用性と性能が
世界中の現場で評価されています。

» 5 %燃料効率が向上
年間で最大 2,200ガロンの

燃料を節約
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定評ある設計思想
弊社では、主に以下の 5つに焦
点を当てた定評ある設計思想に
従って CAT大型ドーザを製造し
ています。

 1.  安全かつ快適で操
作性も高い環境を
オペレータに提供
する

 2.  どのような用途に
おいても高い生産
性を実現する

 3.  最新のテクノロジ
を最大限に活かす

 4.  メンテナンスや修
理が容易なドーザ
を作る

 5.  ドーザをより長持
ちさせる

大型ドーザを製造する際には  常
にこの思想に従う形で、  弊社で
は、お客様が求めている業界随
一の低所有コスト重機をお届け
できるよう努めています。

低所有コスト
を実現

業界随一の

Caterpillar社は他のいずれのメー
カーよりも豊富なマテリアル運
搬の経験を有しています。世界
各地の現場では、他のどのブラ
ンドよりも多くの CAT大型ドー
ザが活躍しています。弊社は、
長年にわたる進化や革新を糧
に、100年を超える期間にわた

り業界を牽引しています。
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さまざまな用途に対応
D9ドーザは、表土の剥取り、大規模な
押土、積上げ、ウインチ、現場のメン
テナンス、保有機械サポート、埋立て
など、さまざまな用途に使用できるよ
うに設計された汎用性の高い機械です。

最適なドーザ 

高位置スプロケットとサスペンション付き足
回りは、連携してトラクションを高め、あらゆ
る条件下でオペレータにスムーズな乗り心地
を提供します。この設計は、作業装置の衝撃荷
重をメインフレームに伝達するため、ファイナ
ルドライブ、アクスルおよびステアリングコン
ポーネントに強い衝撃が伝わりません。そのた
め、用途に関係なく、生産性を高め、コンポー
ネントの寿命を延ばすことができます。
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効率が高く、燃料消費が少ない
ステータクラッチ付きトルクコンバータは、負荷が
小さくトルク増幅が不要なときにはステータを自動
的に解放することで、ドライブトレイン効率を向上
させ、燃料消費量を抑えます。負荷が高まり減速し
ている間は、ステータを自動的にロックします。

燃料効率の向上は用途によって異なりますが、オペ
レータは目立った変化を感じないものの一貫して 5 
%の向上を示しています。

D9ドーザには、ディファレンシャルス
テアリングが搭載されているため、ブ
レードの負荷が大きい場合でも旋回中
ずっとスムーズに操縦できます。ディ
ファレンシャルステアリングにより、
旋回半径が短くなり、旋回時に高い走
行速度を維持できるため、高い生産性

を維持することができます。アドバン
ストプロダクティビティエレクトロ
ニックコントロールシステム（APECS）
により、プラネタリ式パワーシフトト
ランスミッションコントロールで迅速
に速度、方向を切り替えることができ
ます。 

ステータクラッチのロック ロック解除ロック解除

リターン 操縦増大抵抗の

5 %
燃料消費
削減

負荷が大きくても 
スムーズに操縦可能
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押土作業の 
生産性向上は

オペレータの 
生産性向上から

快適性重視の設計
騒音、振動、緊張および疲労は、いずれ
もオペレータの操作に影響を及ぼすため、
弊社ではこれらを最小限に抑えられる環
境の設計に努めています。D9ドーザの運
転室は、より容易かつ快適に機械を操作
できる設計となっています。他に類を見
ないキャブには、人間工学に基づき改良
を加えた、自在に調整できるエアサスペ
ンションシートと、容易にアクセスおよ
び操作できるコントロール装置が装備さ
れています。難なく操作できアクセスも
容易な電子式のステアリング、リッパお
よびドーザコントロール装置が、確実か
つ正確な操縦を可能にします。

安全機能を装備
オペレータの安心感はオペレータの生産
性を大きく左右します。このため弊社で
は、オペレータが安全にかつ安心して作
業できるよう支援する安全機能を D9ドー
ザに装備しています。運転室は、優れた
視界が得られるよう設計されています。
傾斜のついたフード、切込みのある燃料
タンク、幅の狭いリッパキャレッジによ
り、オペレータは作業エリアの前方およ
び後方をしっかり確認できます。
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オペレータと整備担当者の
安全性の向上

ヒンジ付きベ
リーガードの
セカンダリ 
保持機構

電動乗降用ラダー
（オプション）

地上から
アクセス
可能

ヒンジが前側にある 
キャブドア（オプション）

リフトシリンダ給脂
ポイントの廃止

360 °ビジョンディスプ
レイ（オプション）

生産性を向上
D9ドーザの運転席は、一般的なキャブをは
るかに凌ぐ環境で、生産性を極限まで高め
ることができる一体型電子プラットフォー
ムを備えています。マルチカラー /タッチ
スクリーン方式のディスプレイは、
車両性能をモニタするた
めのゲートウェイ
で、行っている作
業に合わせて性能
を調整するために
機械のパラメータ
を変更できる便利
なツールでもあり
ます。多数の機能

がディスプレイに集約されたため、キャブ
内のボタンと画面が減っています。ディス
プレイは、41の言語に対応しており、オプ
ションのカメラリッパビューに使用するこ
ともできます。
タッチスクリーン方式のインフォメーショ
ンディスプレイは、従来に比べてサイズが

大きく、動作が速く、よりパワフル
です。メモリが増量され、直感
的なメニュー構造になっていま
す。インフォメーションディス
プレイ内のオプションの作業モ
ニタ画面は、機械のデータを収
集して車両性能に関するフィー
ドバックをリアルタイムで提供
し、生産性を最大限に高めます。
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技術革新により
さらなる高みへ
CATの大型ドーザである D9ドーザは、さ
まざまな技術革新によりすでに業界をリー
ドする存在となっていますが、  より高みを
目指すための技術革新は現在も続いていま
す。D9ドーザは、多数の車載テクノロジを
活用しており、将来のテクノロジ強化にも
対応しています。
D9ドーザには、リモートコントロール、自
動ブレードアシスト、AutoCarry、自動リッパ
コントロール、CAT Grade Control 3Dといったオ
プションがシームレスに統合されています。

D9 
ドーザ
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技術革新により
離れた場所からドーザを 
操作
COMMAND FOR DOZING（押土作業コマンド）
押土作業用の CAT MineStar ™ Commandは、
さまざまなレベルのリモートコントロー
ル操作を提供し、オペレータの安全性お
よび快適性の向上やドーザ機械の生産性
向上を支援します。肩掛け式のリモート
コントロールコンソールまたはリモート
運転室のいずれで操作する場合でも、オ
ペレータは、粉塵、騒音、振動または他
の危険に晒されることなくドーザを完全
にコントロールできます。

CAT GRADE CONTROL 3D
このシステムはオプションであり、デュ
アル ROPSに搭載された GNSSアンテナ
とシリンダ内のセンサを使用して、カッ
ティングエッジの正確な位置を示しま
す。3つの運転モード（荒整地、グレー
ド保護、グレードコントロール）により、
均一な整地が行えます。

 + 現場で必要な人員の数を削減
 + 人件費を削減
 + 安全性を強化

自動ブレードアシスト（ABA）
自動ブレードアシストは、複数の主
要なプリセットピッチ位置までブ
レードを自動的に動かします。各プ
リセットピッチ位置（積載、運搬、
ならし作業）は、インフォメーショ
ンディスプレイまたは押しボタン式
キーパッドを通じて設定できます。

 + 効率を向上
 + オペレータの作業負荷を軽減

AUTOCARRY 
AutoCarry機能は、運搬作業中
のブレードコントロールを自
動化してオペレータの疲労を
軽減し、スリップを最適な水
準に維持して最高の性能を発
揮できるよう支援します。

 + 生産性を最大で 15 %向上
 + 移動マテリアル 1単位あ
たりのコストを削減

 + 視界が限られる環境でも
より優れた性能を実現自動リッパコントロール

この機能は、RROPS取付け式の GNSS
を使用してドーザの速度をモニタし、
エンジン回転数やリッパの深さを自
動調節してトラックのスリップを最
小限に抑えます。

 + 機械の摩耗を低減
 + 最大限の生産性を 
維持

 + オペレータの 
疲労を軽減
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D9ドーザは、整備やメンテナ
ンスが容易な設計のため、メン
テナンス施設での休車時間を減
らし、作業現場での稼働時間を
増やすことができます。  弊社
では、作業員の移動を最小限に
抑えられるようメンテナンスポ
イントをまとめて、油水類や主
要な電気コントロール装置にグ
ラウンドレベルでアクセスでき
るようにしています。

新型 D9ドーザはより整備しや
すい機械に進化。

休車時間
を短縮し、
コストを
削減

火災鎮静用
機器対応。

自動シャットオフ機能や、ポンプ機能の
フィードバックおよびトラブルシューティ
ング用の外部圧力ゲージを備えた、グラウ
ンドレベルで充填できる自動潤滑システム。

標準のグラウンドレベルの油水類およ
び照明へのアクセス、セカンダリエン
ジンシャットオフスイッチ、オプショ
ンのラダー上昇 /下降スイッチ。

エコロジードレーンは、プラ
グではなくバルブを使用して、
環境に安全かつ有効な方法で
油水類を排出可能。これらの
ドレーンは、油水類の交換が
一般的であるラジエータ、作
動油タンク、および主要パワー
トレインコンポーネントに取
り付けられており、リサイク
ルまたは適切に廃棄するため
に油水類を適切な容器に捕集

しやすいように配置。

6 %増量された燃料タンク。

ボトムガードを廃止し、
各ヒンジ付きガードに
保持プレートを装着。
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コアを清掃しやすくするた
めに、かなり大きくなった
ラジエータアクセスカバー。

粉塵の多い用途や廃棄物処理
用途向けのリバースファン。

エンジンオイル、冷却
水、パワートレインお
よび燃料コンパートメ
ントに関する流体レベ
ル連続モニタリング。

Ok-to-Startモニタリング
システムは、エンジンを
始動する前に、冷却水、
トランスミッションオイ
ル、エンジンオイル、お
よび燃料が許容範囲にあ
ることを確認します。

オプションの大容量セ
カンダリ燃料フィルタ。

パワートレインオイル
フィルタの寿命が旧
D9Tモデルの 2倍以上の
2,000時間まで延長。

給脂ポイントの削減。

リモートフラッシュソフ
トウェアにより、ディー
ラが離れた場所から更新
を実施できるため、休車
時間を短縮させることが
でき、整備者が作業現場
のドーザのもとへ赴く必
要も減少します。

シールの寿命が 8,000
時間の DuraLink ™ト
ラックアセンブリ
（オプション）。

高速オイル交換アタッチメントの接続部
は、左側のエンジンルームドアの内側に
2つ（1つはエンジンオイル除去用で、も
う 1つはパワートレインオイル用）。ポン
プ車を使用してオイルを迅速に除去可能。

オプションの高出
力 LEDライト。
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CATドーザは、業界随一の耐久性と信頼
性を誇る製品です。CATドーザの中には、
稼働時間が 100,000時間を超えているもの

も珍しくありません。

耐用性が向上した D9ドーザの足回り
 + 新しいヘビーデューティエクステ
ンデッドライフ（HDXL）足回りで
は、足回りの寿命が 20 ~ 40 %長く
なり、シールの寿命が 8,000時間
になりました。

 + ローラフレームには曲げやねじり
に強い鋼管を使用し、大きな負荷
のかかる作業にも耐えられる非常
に高い強度を備えています。

チューブ式ローラフレーム耐久性の高いフレーム

DuraLink™

足回り

作業を最後までサポートする
高耐久ドーザ

イコライザバー
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再生に 
より甦る
不屈の
ドーザ

D9ドーザのフレーム、
パワートレインおよび主
要コンポーネントは、  新
品のまたは再加工 /再生
された部品やコンポーネ
ントを使用して 再生でき
る設計のため、新品より
もお得な価格で入手でき
新品同様の性能を持つ再
生コンポーネントを利用
して費用対効果を高める
ことができます。

機械のバックボーンに
は、高強度の鋳鋼と、連
続圧延された上部および
下部フレームレールから
成る、重厚かつ高強度で
耐久性にも優れたフレー
ムを採用しています。こ
のフレームは、足回り、
高位置ファイナルドライ
ブおよび他のコンポーネ
ントを長期間サポートし
ます。
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D9ドーザのブレード 
オプション
   + ユニバーサル（U）
   + セミユニバーサル（SU）
   + 廃棄物
   + 石炭
   + 埋立て
   + 木材チップ

長年にわたりドーザの研究開
発を続けている Caterpillar社
のブレード技術は、業界髄一
の技術となっています。CAT
製ブレードは、優れた貫通性
能を誇る設計で、長年にわた
り大きな成果をもたらすこと
ができるよう引張り強度の高
い素材で製造されています。

 + 最適なヒールクリアランスと鋭いカッ
ティングエッジ角度により、硬いマテリ
アルも自在に切削できるブレードに

 + 重厚なモールドボード構造と、ボルトオ
ン式の硬化処理カッティングエッジおよ
びエンドビットにより優れた貫通性能を
実現

 + 曲げや歪みに対する高い抵抗力を実現
 + 機械のバランスや性能を損なうことな
く、特に耐摩耗性や押土作業  効果を高め
るような素材の厚さを選択

CATブレード :
CATドーザに最適な
ブレード
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特殊アタッチメント

リアアタッチメント
 + シングルシャンクリッパ
 + マルチシャンクリッパ
 + カウンタウエイト
 + ウインチ
 + ストライカバー（廃棄物）

CapSure ™ハンマーレスリッパチッ
プおよびシャンクプロテクタリ
テンションシステム
チップおよびシャンクプロテクタは、¾ in
のラチェットを 180度回すだけで簡単に
装着できます。装着が簡単で、ハンマー
で打ちつける必要もないため、安全性が
向上します。また交換も早くなり、ダウ
ンタイムが短くなります。

シングルシャンクリッパ

マルチシャンクリッパ

デュアルチルトの利点
デュアルチルトオプションにより、オ
ペレータがブレードピッチ角度を最適
化でき、ロードコントロールが向上し、
マテリアルをただ押すのではなく運搬
できるようになるため、生産性が大幅
に高まります。2台の D9ドーザで直
接比較した結果、デュアルチルトを装
着したドーザの方が、装着していない
ドーザよりも 5 %多くのマテリアルを
移動させることができました。

切削 » »
チルト前方 チルト後方 チルト前方

運搬 ダンプ

+5 %
多くのマ
テリアル
を移動

3つ 

のピッチ
位置オプ
ション
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ブレード セミユニバーサル ユニバーサル
ブレード容量（SAE J1265）  13.6 m3 | 17.8 yd3  16.6 m3 | 21.7 yd3

ブレード幅（エンドビットを含む）  4,376 mm | 172.3 in  4,648 mm | 183.0 in

ブレード高さ  1,934 mm | 76.1 in  1,934 mm | 76.1 in

最大掘削深さ  606 mm | 23.9 in  606 mm | 23.9 in

完全に上げたときの最低地上高  1,422 mm | 56.0 in  1,422 mm | 56 in

最大チルト  940 mm | 37.0 in  1,014 mm | 39.9 in

ブレードの質量  4,802 kg | 10,587 lb  5,450 kg | 12,016 lb

エンジン – 米国 EPA TIER 2/3相当
エンジンモデル  CAT C18

内径   145 mm 5.7 in

行程   183 mm 7.2 in

総行程容積（排気量） 18.1 L 1,106 in3

エンジン出力
 総出力 SAE J1995* 363 kW 487 hp

 ISO 14396 357 kW 479 hp 

 SAE J1349/ISO9249適合ネット定格出力 337 kW 452 hp

 排出ガス 米国 EPA Tier 2または Tier 3相当
 • すべてのエンジン定格は 1,750 rpmでのものです。
    •  4,267 m（14,000 ft）以下の標高では、出力低減は必要あり

ません。

エンジン - 米国 EPA TIER 4 FINAL/EU STAGE V

エンジンモデル  CAT C18

内径   145 mm 5.7 in

行程   183 mm 7.2 in

総行程容積（排気量） 18.1 L 1,106 in3

エンジン出力
 総出力 SAE J1995* 356 kW 477 hp

 ISO 14396 349 kW 468 hp 

 SAE J1349/ISO9249適合ネット定格出力 328 kW 440 hp

 排出ガス 米国 EPA Tier 4/EU Stage V適合
 • すべてのエンジン定格は 1,750 rpmでのものです。
    •  2,499 m（8,200 ft）以下の標高では、出力低減は必要ありま

せん。

寸法 D9

最低地上高 *   459 mm | 18.1 in

クローラ中心距離   2,250 mm | 88.6 in

幅（トラニオンなし、標準シュー）  3,310 mm | 113.0 in

高さ（ROPSキャブ）*   4,000 mm | 157.5 in

接地長   3,470 mm | 136.6 in

全長 - ベーシックトラクタ   4,910 mm | 193.3 in

全長（SUブレードおよび SSリッパ付き）**  8,219 mm | 323.6 in

 *固い地面上での総寸法にはグローサ高さが含まれます。

流体容量
燃料タンク（スプラッシュ充填） 963 L 254 gal
尿素水タンク（Tier 4のみ） 36 L 9.5 gal
燃料タンク（高速充填） 939 L 24.8 gal
冷却系統  81.3 L 21 gal
エンジンクランクケース 36 L 10 gal
パワートレイン 150 L 40 gal
ファイナルドライブ（各） 15 L 4 gal
ローラフレーム（各） 45 L 12 gal
ピボットシャフトオイル 30 L 8 gal
作動油タンク 89 L 24 gal

質量
運転質量  49,988 kg 110,225 lb

輸送質量  38,271 kg 84,373 lb

 •  D9運転質量には、油圧コントロール装置、ブレードチ
ルトシリンダ、冷却水、潤滑油、満タンの燃料タンク、
ROPS、FOPSキャブ、SUブレード、シングルシャンクリッ
パ、610 mm（24 in）の ESシュー、オペレータを含みます。

 •  D9運転質量には、キャブ、ピボットシャフト、ローラフレー
ム、トラック、ROPSを含む基準の機械シャーシを含みます。

トランスミッション
前進 1.0速 3.5 km/h 2.2 mph

前進 2.0速 6.3 km/h 3.9 mph

前進 3.0速 11.0 km/h 6.8 mph

後進 1.0速 4.4 km/h 2.7 mph

後進 2.0速 7.8 km/h 4.8 mph

後進 3.0速 13.6 km/h 8.4 mph

形式             プラネタリ式パワーシフト

技術仕様
全仕様については、cat.comをご覧ください。
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オペレータ用装置 標準  オプション
ROPS/FOPS、騒音低減型キャブ •

高解像度プライマリタッチスクリーン
ディスプレイ

•

視界 – リアビューミラー •

視界 – カメラ : リッパチップビュー •

視界 – 4カメラ、360度ビュー •

エアコンおよびヒータ（自動クライメー
ト制御機能付き）

•

シート – ヒータ、クーラ、調整式ラン
バおよびボルスタ付き

•

ディファレンシャルステアリング – パ
ワーターン

•

エンターテインメントラジオ対応 
（12 V 電源、ハーネス、スピーカ）

•

キャブガラス – 単板着色安全ガラス •

キャブガラス – 二重ガラス積層耐衝撃
性安全ガラス

•

キャブガラス – 高圧安全ガラス 
（40 psi/275 kPa）

•

"オペレータ不在 "感知 •

キャブアクセス – ブレードプッシュアー
ム用ステップおよびグラブハンドル

•

キャブアクセス – 電動ラダー •

CAT製技術製品 標準  オプション
VIMSSM •

AutoCarry™ •

自動リッパコントロール •

CAT Product Link™ Elite（携帯電話回線） 
（地域の規制によって許可されている 
場合）

•

CAT Product Link™ Eliteデュアルモード
（携帯 + 衛星回線）

•

CAT GRADE with 3D •

メンテナンスおよび整備 標準  オプション
エコロジー流体ドレーン – 全コンパー
トメントに採用

•

ヒンジ付きボトムガード •

高速オイル交換 – エンジンおよびトラ
ンスミッション

•

グラウンドレベルでの高速燃料充填 : 
   - Tier 4/Stage Vでは標準装備 
   - Tier 2/3相当ではオプション

 
•

 
 
•

S·O·SSM流体サンプリングポート •

グラウンドレベルで充填できる自動停
止機能を備えた CAT自動潤滑グリース
システム

•

固定ポイント（8） •

ラジエータガードのアクセスしやすい
ヒンジ付きドア

•

その他 標準  オプション
火災鎮静用機器対応 •

足回り 標準  オプション
足回りアレンジメント – 摩耗 •

足回りアレンジメント – 寒冷地 •

サスペンション形式の足回り •

イコライザバー – グリース給油エンド
ピンベアリング

•

トラックリンク – ヘビーデューティ 
XL - Duralink

•

トラックシュー – パッキング防止ラウ
ンドホール

•

キャリヤローラ •

電気系統 標準  オプション
24 V電動始動、デュアルスタータ •

オルタネータ – 150 A •

バッテリ – 2x4、200 Ah、12 V •

バッテリ絶縁 •

ライト – ハロゲン – 位置 8カ所 •

ライト – LED – 位置 14カ所 •

ライト – LED – 位置 14カ所、高出力 •

油圧システム 標準  オプション
電子制御、ロードセンシングドーザリ
フト /チルト

•

ドーザブレード – デュアルチルト •

電子作動式ブレード – クイックドロップ •

CATパワートレイン 標準  オプション
CAT C18エンジン – 米国 EPA Tier 4 Final、
米国 EPA Tier 2相当、EU Stage Vに適合

•

高性能単一面冷却モジュール •

スタータクラッチトルクディバイダ – 
電子制御

•

パワーシフトトランスミッション –  
3速電子制御シフト

•

改良型オートシフト（EAS） •

油圧冷却ファン - 自動逆転 •

サーマルマニホールドおよびターボ
シールド

•

ファイナルドライブシール – ガード付き •

リアアタッチメント 標準  オプション
リッパ – シングルシャンク •

リッパ – マルチシャンク（3） •

カウンタウエイト •

ウインチ •

特別仕様 標準  オプション
粉塵の多い環境対応 •

積上げ作業 •

廃棄物処理 •

騒音 •

極寒冷気候向け •

標準およびオプション装備品
標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、
Catディーラにお問い合わせください。
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