
３段ブーム/４段ブーム

３ｔユニック

※架装シャーシ・仕様により異なる
場合がございます。
記載寸法は参考値としてご覧ください。

■TM-ZE264HR

本カタログの無断転載・複製は固くお断り致します。
型番・仕様・その他記載事項については予告なく変更する場合がございます。
ご注文の際は、必ず最新の情報をお問い合わせください。

■TM-ZE263HR

メーカー
ホームページ

ブーム段数 3段 4段
メーカー タダノ タダノ
型　　式 TM-ZE263HSA TM-ZE264HR
積載荷重 3,000kg 3,000kg
乗車定員 3人 3人
最大作業半径 6.4m 8.4m
最大地上揚程 7.8m 9.7m
車両寸法長(A) 5,990mm 5,990mm
車両寸法幅(B) 1,890mm 1,920mm
車両寸法高(C) 2,710mm 2,770mm
荷台長(D) 3,690mm 3,690mm
荷台幅(E) 1,780mm 1,780mm
荷台高(F) 950mm 950mm
車両総重量 6,785kg 6,985kg
運転免許 準中型 準中型

■TM-ZE264HR


Sheet3

		名称		2t						3t						4t

		ブーム段数 ダンスウ		3段 ダン		4段 ダン		3段 ダン		4段 ダン		5段 ダン		6段 ダン		4段 ダン		5段 ダン		6段 ダン

		メーカー		タダノ		古河ユニック		タダノ		タダノ		タダノ		タダノ		タダノ		古河ユニック		タダノ

		型　　式		TM-ZE263HR		UR-V264K		TM-ZE263HSA		TM-ZE264HR		TM-ZE295		TM-ZE296HR		TM-ZX304HR		URG345		TM-ZE366HR

		積載荷重		2,000kg		2,000kg		3,000kg		3,000kg		3,000kg		3,000kg		2,300kg		2,400kg		2,000kg

		乗車定員		3人 ニン		3人		3人		3人		3人		3人		2人または3人		2人 ヒト		2人

		最大作業半径		6.4m		8.43m		6.4m		8.4m		10.6m		12.6ｍ		9.8m		12.11m		14.4m

		最大地上揚程		7.8m		9.8m		7.8m		9.7m		11.8m		13.8m		11.4ｍ		14.0m		15.9m

		車両寸法長(A)		5,990mm		5,990mm		5,990mm		5,990mm		6140mm		6,170mm		8,180mm		8,180mm		8,150mm

		車両寸法幅(B)		1,890mm		1,890mm		1,890mm		1,920mm		2,210mm		2,180mm		2,270mm		2,250mm		2,260mm

		車両寸法高(C)		2,720mm		2,570mm		2,710mm		2,770mm		2,860mm		2,940mm		3,040mm		3,090mm		3,150mm

		荷台長(D)		3,700mm		3,700mm		3,690mm		3,690mm		3,700mm		3,600mm		5,560mm		4,500mm		5,500mm

		荷台幅(E)		1,800mm		1,780mm		1,780mm		1,780mm		2,080mm		2,050mm		2,130mm		2,150mm		2,120mm

		荷台高(F) ニダイ タカ		920mm		930mm		950mm		950mm		980mm		1,100mm		1,100mm		1,100mm		1,100mm

		車両総重量		5,635kg		5,665kg		6,785kg		6,985kg		7,365kg		7,655kg		7,990kg		7,980kg		7,965kg

		運転免許		準中型		準中型		準中型		準中型		準中型		中型(8t限定) チュウガタ		中型(8t限定) チュウガタ		中型(8t限定) チュウガタ		中型(8t限定) チュウガタ



		カタログ用写真 ヨウ シャシン		ナシ		有 ア		ナシ		ナシ		有 アリ		ナシ		ナシ		ナシ		ナシ

		作業半径図作成 サギョウハンケイズ サクセイ		作成済 サクセイ スミ

		営業所 エイギョウショ		揖斐確認　済 イビ カクニン スミ		広島確認　済 ヒロシマ カクニン スミ						仙台確認　済 センダイ カクニン スミ						仙台確認　済 センダイ カクニン スミ





2t

		ブーム段数 ダンスウ		3段 ダン		4段 ダン

		メーカー		タダノ		古河ユニック

		型　　式		TM-ZE263HR		UR-V264K

		積載荷重		2,000kg		2,000kg

		乗車定員		3人 ニン		3人

		最大作業半径		6.4m		8.43m

		最大地上揚程		7.8m		9.8m

		車両寸法長(A)		5,990mm		5,990mm

		車両寸法幅(B)		1,890mm		1,890mm

		車両寸法高(C)		2,720mm		2,570mm

		荷台長(D)		3,700mm		3,700mm

		荷台幅(E)		1,800mm		1,780mm

		荷台高(F) ニダイ タカ		920mm		930mm

		車両総重量		5,635kg		5,665kg

		運転免許		準中型		準中型





3t

		ブーム段数 ダンスウ		3段 ダン		4段 ダン		ブーム段数 ダンスウ		5段 ダン		6段 ダン

		メーカー		タダノ		タダノ		メーカー		タダノ		タダノ

		型　　式		TM-ZE263HSA		TM-ZE264HR		型　　式		TM-ZE295		TM-ZE296HR

		積載荷重		3,000kg		3,000kg		積載荷重		3,000kg		3,000kg

		乗車定員		3人		3人		乗車定員		3人		3人

		最大作業半径		6.4m		8.4m		最大作業半径		10.6m		12.6ｍ

		最大地上揚程		7.8m		9.7m		最大地上揚程		11.8m		13.8m

		車両寸法長(A)		5,990mm		5,990mm		車両寸法長(A)		6140mm		6,170mm

		車両寸法幅(B)		1,890mm		1,920mm		車両寸法幅(B)		2,210mm		2,180mm

		車両寸法高(C)		2,710mm		2,770mm		車両寸法高(C)		2,860mm		2,940mm

		荷台長(D)		3,690mm		3,690mm		荷台長(D)		3,700mm		3,600mm

		荷台幅(E)		1,780mm		1,780mm		荷台幅(E)		2,080mm		2,050mm

		荷台高(F) ニダイ タカ		950mm		950mm		荷台高(F) ニダイ タカ		980mm		1,100mm

		車両総重量		6,785kg		6,985kg		車両総重量		7,365kg		7,655kg

		運転免許		準中型		準中型		運転免許		準中型		中型(8t限定) チュウガタ





4t

		ブーム段数 ダンスウ		4段 ダン		5段 ダン		6段 ダン

		メーカー		タダノ		古河ユニック		タダノ

		型　　式		TM-ZX304HR		URG345		TM-ZE366HR

		積載荷重		2,300kg		2,400kg		2,000kg

		乗車定員		2人または3人		2人 ヒト		2人

		最大作業半径		9.8m		12.11m		14.4m

		最大地上揚程		11.4ｍ		14.0m		15.9m

		車両寸法長(A)		8,180mm		8,180mm		8,150mm

		車両寸法幅(B)		2,270mm		2,250mm		2,260mm

		車両寸法高(C)		3,040mm		3,090mm		3,150mm

		荷台長(D)		5,560mm		4,500mm		5,500mm

		荷台幅(E)		2,130mm		2,150mm		2,120mm

		荷台高(F) ニダイ タカ		1,100mm		1,100mm		1,100mm

		車両総重量		7,990kg		7,980kg		7,965kg

		運転免許		中型(8t限定) チュウガタ		中型(8t限定) チュウガタ		中型(8t限定) チュウガタ







５段ブーム/６段ブーム

３ｔユニック

※架装シャーシ・仕様により異なる
場合がございます。
記載寸法は参考値としてご覧ください。

■TM-ZE295

本カタログの無断転載・複製は固くお断り致します。
型番・仕様・その他記載事項については予告なく変更する場合がございます。
ご注文の際は、必ず最新の情報をお問い合わせください。

■TM-ZE295

■TM-ZE296HR

メーカー
ホームページ

ブーム段数 5段 6段
メーカー タダノ タダノ
型　　式 TM-ZE295 TM-ZE296HR
積載荷重 3,000kg 3,000kg
乗車定員 3人 3人
最大作業半径 10.6m 12.6ｍ
最大地上揚程 11.8m 13.8m
車両寸法長(A) 6140mm 6,170mm
車両寸法幅(B) 2,210mm 2,180mm
車両寸法高(C) 2,860mm 2,940mm
荷台長(D) 3,700mm 3,600mm
荷台幅(E) 2,080mm 2,050mm
荷台高(F) 980mm 1,100mm
車両総重量 7,365kg 7,655kg
運転免許 準中型 中型(8t限定)


Sheet3

		名称		2t						3t						4t

		ブーム段数 ダンスウ		3段 ダン		4段 ダン		3段 ダン		4段 ダン		5段 ダン		6段 ダン		4段 ダン		5段 ダン		6段 ダン

		メーカー		タダノ		古河ユニック		タダノ		タダノ		タダノ		タダノ		タダノ		古河ユニック		タダノ

		型　　式		TM-ZE263HR		UR-V264K		TM-ZE263HSA		TM-ZE264HR		TM-ZE295		TM-ZE296HR		TM-ZX304HR		URG345		TM-ZE366HR

		積載荷重		2,000kg		2,000kg		3,000kg		3,000kg		3,000kg		3,000kg		2,300kg		2,400kg		2,000kg

		乗車定員		3人 ニン		3人		3人		3人		3人		3人		2人または3人		2人 ヒト		2人

		最大作業半径		6.4m		8.43m		6.4m		8.4m		10.6m		12.6ｍ		9.8m		12.11m		14.4m

		最大地上揚程		7.8m		9.8m		7.8m		9.7m		11.8m		13.8m		11.4ｍ		14.0m		15.9m

		車両寸法長(A)		5,990mm		5,990mm		5,990mm		5,990mm		6140mm		6,170mm		8,180mm		8,180mm		8,150mm

		車両寸法幅(B)		1,890mm		1,890mm		1,890mm		1,920mm		2,210mm		2,180mm		2,270mm		2,250mm		2,260mm

		車両寸法高(C)		2,720mm		2,570mm		2,710mm		2,770mm		2,860mm		2,940mm		3,040mm		3,090mm		3,150mm

		荷台長(D)		3,700mm		3,700mm		3,690mm		3,690mm		3,700mm		3,600mm		5,560mm		4,500mm		5,500mm

		荷台幅(E)		1,800mm		1,780mm		1,780mm		1,780mm		2,080mm		2,050mm		2,130mm		2,150mm		2,120mm

		荷台高(F) ニダイ タカ		920mm		930mm		950mm		950mm		980mm		1,100mm		1,100mm		1,100mm		1,100mm

		車両総重量		5,635kg		5,665kg		6,785kg		6,985kg		7,365kg		7,655kg		7,990kg		7,980kg		7,965kg

		運転免許		準中型		準中型		準中型		準中型		準中型		中型(8t限定) チュウガタ		中型(8t限定) チュウガタ		中型(8t限定) チュウガタ		中型(8t限定) チュウガタ



		カタログ用写真 ヨウ シャシン		ナシ		有 ア		ナシ		ナシ		有 アリ		ナシ		ナシ		ナシ		ナシ

		作業半径図作成 サギョウハンケイズ サクセイ		作成済 サクセイ スミ

		営業所 エイギョウショ		揖斐確認　済 イビ カクニン スミ		広島確認　済 ヒロシマ カクニン スミ						仙台確認　済 センダイ カクニン スミ						仙台確認　済 センダイ カクニン スミ





2t

		ブーム段数 ダンスウ		3段 ダン		4段 ダン

		メーカー		タダノ		古河ユニック

		型　　式		TM-ZE263HR		UR-V264K

		積載荷重		2,000kg		2,000kg

		乗車定員		3人 ニン		3人

		最大作業半径		6.4m		8.43m

		最大地上揚程		7.8m		9.8m

		車両寸法長(A)		5,990mm		5,990mm

		車両寸法幅(B)		1,890mm		1,890mm

		車両寸法高(C)		2,720mm		2,570mm

		荷台長(D)		3,700mm		3,700mm

		荷台幅(E)		1,800mm		1,780mm

		荷台高(F) ニダイ タカ		920mm		930mm

		車両総重量		5,635kg		5,665kg

		運転免許		準中型		準中型





3t

		ブーム段数 ダンスウ		3段 ダン		4段 ダン		ブーム段数 ダンスウ		5段 ダン		6段 ダン

		メーカー		タダノ		タダノ		メーカー		タダノ		タダノ

		型　　式		TM-ZE263HSA		TM-ZE264HR		型　　式		TM-ZE295		TM-ZE296HR

		積載荷重		3,000kg		3,000kg		積載荷重		3,000kg		3,000kg

		乗車定員		3人		3人		乗車定員		3人		3人

		最大作業半径		6.4m		8.4m		最大作業半径		10.6m		12.6ｍ

		最大地上揚程		7.8m		9.7m		最大地上揚程		11.8m		13.8m

		車両寸法長(A)		5,990mm		5,990mm		車両寸法長(A)		6140mm		6,170mm

		車両寸法幅(B)		1,890mm		1,920mm		車両寸法幅(B)		2,210mm		2,180mm

		車両寸法高(C)		2,710mm		2,770mm		車両寸法高(C)		2,860mm		2,940mm

		荷台長(D)		3,690mm		3,690mm		荷台長(D)		3,700mm		3,600mm

		荷台幅(E)		1,780mm		1,780mm		荷台幅(E)		2,080mm		2,050mm

		荷台高(F) ニダイ タカ		950mm		950mm		荷台高(F) ニダイ タカ		980mm		1,100mm

		車両総重量		6,785kg		6,985kg		車両総重量		7,365kg		7,655kg

		運転免許		準中型		準中型		運転免許		準中型		中型(8t限定) チュウガタ





4t

		ブーム段数 ダンスウ		4段 ダン		5段 ダン		6段 ダン

		メーカー		タダノ		古河ユニック		タダノ

		型　　式		TM-ZX304HR		URG345		TM-ZE366HR

		積載荷重		2,300kg		2,400kg		2,000kg

		乗車定員		2人または3人		2人 ヒト		2人

		最大作業半径		9.8m		12.11m		14.4m

		最大地上揚程		11.4ｍ		14.0m		15.9m

		車両寸法長(A)		8,180mm		8,180mm		8,150mm

		車両寸法幅(B)		2,270mm		2,250mm		2,260mm

		車両寸法高(C)		3,040mm		3,090mm		3,150mm

		荷台長(D)		5,560mm		4,500mm		5,500mm

		荷台幅(E)		2,130mm		2,150mm		2,120mm

		荷台高(F) ニダイ タカ		1,100mm		1,100mm		1,100mm

		車両総重量		7,990kg		7,980kg		7,965kg

		運転免許		中型(8t限定) チュウガタ		中型(8t限定) チュウガタ		中型(8t限定) チュウガタ
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