
COLINS Dolly cradle

4241

Dolly Accessories
ドーリーアクセサリー

Dolly Accessories
ドーリーアクセサリー

Carrier Assist Dollies
キャリーアシストドーリー

■ドーリークレイドル
パンクやタイヤの欠落した車のドーリーへの
積載時に使用します。
アルミ製 重量2.2kg
CD-TC 2台セット 販売価格（税抜）　￥79,700

■ドーリーアルミハブAssy
ベアリング、スピンドルナット、ワッシャー
コッターピン、グリスシール&ダストカバー
WA-HCA 販売価格（税抜）　￥16,200

■ベアリングプロテクタ
ベアリングの焼付き防止に、内蔵の
スプリングでグリスを押し出し、
スピンドルのベアリングに供給します。
BP-1 販売価格（税抜）　￥2,200

■ハブベアリング交換キット
 1インチドーリースピンドル用
40-123 販売価格（税抜）　￥4,000

■ドーリースペアタイヤ
 スチールホイル付
Load Range C
WA-4SS  販売価格（税抜）　￥10,800
スチールホイールのみ 
WA-WSS 販売価格（税抜）　￥3,200
タイヤのみ
Load Range C
WA-4TC  販売価格（税抜）　￥9,200■アルミクロスバー２本組み

CR-T6S 販売価格（税抜）　￥88,000

■アルミホイール&タイヤ
480-8 Load Range C 
ナット付属
WA-4DA
販売価格（税抜）　￥15,600

■アルミホイール4本セット
アルミホイール付タイヤ４本
ナット付属
WA-4DA-SET
販売価格（税抜）　￥54,000

■ドーリーレールパーツ
レールプランジャー
CR-RP 販売価格（税抜）　￥2,510
レールスプリング(板バネ)
CR-RS 販売価格（税抜）　￥1,160
レールプランジャー
CR-RPX 販売価格（税抜）　￥2,510
レールスプリング(コイル)
CR-RSX 販売価格（税抜）　￥1,160

CR-RP

CR-RS

CR-RPX

CR-RSX

車両の移動の
悩みを一発解決!!

・1-2人で簡単に車両移動可能。
・フロアジャッキよりも安全で簡単に使用できます。
・事故車等不動車のタイヤ4輪にセットすることにより
回転や真横にも移動可能です。
・キャリアカーの導板を工夫すればキャリアカーへの
積込みウインチ作業にも使用できます。

■おたすけ君
事故車や故障などで自走不可能な車両にとても最適です。
また、ブレーキローター部分にプレート（別売り）を取り付ければ、
場内移動程度の走行ならば可能！積載車への積み込が容易になります。
幅500mm×高さ300mm×長さ470mm、重量：15kg、最大荷重：0.5t
走行速度：５km/ｈ以内調整レバー、チェーン付
HY-1  販売価格（税抜）　¥165,000

◎GJ5211
積載使用荷重約560kg/台
適用タイヤサイズ13インチ～16インチ、タイヤ幅22cm
◎GJ6313
積載使用荷重約700kg/台
適用タイヤサイズ13インチ～16インチ、タイヤ幅33cm
車両の移動の悩みを一発解決!!

■4thホイールローダー

■ひっぱり君（積み込み専用工具）
今までＶチェーン等を使用して損傷の心配をしていたバンパー下が
これを使えば効果的に防いでくれます。（一部使用不可車両あり）
最大荷重：0.5t　パイプ径3.0mm幅
HY-3  販売価格（税抜）　¥25,800

品　番

＃71480

#71481

#71482

#71483

#71484

#71485

#71486

品　　　名

4TH WHEEL LOADER 

ロードバインダー

3インチ シム

1.5インチ シム

10インチ　ローラー

アクスル

チェーン 1,800mm

販売価格

￥69,810
￥8.200
￥9.750
￥8.200
￥9.750
￥6.500
￥4.875

品　番

GJ-5211

GJ-6313

1台価格

￥42,000
￥48,000

2台セット価格

￥74,000
￥86,000

（税抜）

（税抜）

Towing Tools
レッカー作業専用工具

Dolly Accessories　ドーリーアクセサリー Carrier Assist Dollies　キャリーアシストドーリー

4thホイールローダーは、タイヤの脱落した事故車やボール、ジョイントの
外れた車、タイヤがロックされた車を安全・確実にローダーに積載することが
できる装置です。堅牢なアルミボディには、ポリプロピレンのローラーを採用
しています。2種類のアタッチメントと固定用チェーン付属
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Tire Skater

COLLINS Carrier Dolly
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Towing Tools
レッカー作業専用工具

Carrier Assist Dollies
キャリアアシストドーリー

Towing Assistant Goods
レッカー作業補助グッズ

Towing Tools
レッカー作業専用工具

Carrier Assist Dollies　キャリアアシストドーリー Towing Assistant Goods　レッカー作業補助グッズ

（税抜）

品　番

AK-CAD

AK-CAD2

AK-125

品　　　名

キャリアアシストドーリー１台

2台セット価格

補修用キャスター1個

販売価格

￥65,000
￥120,000
￥5,500

（税抜）

品　番

48-TS325

48-TS65

48-TS13

48-TS13

黄

赤

黒

品名／サイズ

タイヤスケーター4枚組 幅95mm×長さ390mm

タイヤスケーター2枚組 幅165mm×長さ430mm

タイヤスケーター2枚組 幅330mm×長さ430mm

販売価格

￥16,880
￥16,880
￥29,200

（税抜）

ドーリｰクレイドル（P41）は
別売オプションです。

Carrier Dolly plus
Tow Cradle:

品　番

CD-S

品　　　名

キャリアドーリーシステム

販売価格

￥220,000

4ケ所の直進ロックを備えた自在キャスターに
頑丈なフレーム、大口径キャスターで走行も
安定しています。低車高車へも使用できます。
足曲り・ハンドルロックの掛かった車両、ホイール
の脱落した事故車にも使用できます。積み込み
だけでなく、その場での方向転換や、狭地からの
引き出しも楽に行うことができます。

アルミミニドーリーはわずか12kgと軽量、ジャッキも必要としないので
サービスマンの負担を大幅に軽減します。このシステムは4輪はもちろん
2輪車にも対応する画期的なアイテムです。さらにドーリークレイドルを
使用することにより、タイヤの脱落した車輛にも使用可能です。

■タイヤスケーター
タイヤスケートを不動車のタイヤの下にセットすると、軽い力でスムーズに車両を
動かすことが可能です。レッカーリフト作業前のポジショニングに、キャリアカーの
ウインチ作業前のポジショニングに最適。

安定性抜群！！
人気商品！！

ジャッキアップ
不要！！

4輪も2輪も
使用可能！

■キャリアアシストドーリー ■キャリアアシストドーリー（フリーローラー付）

48-TS325

48-TS65

フリーローラー採用で、パーキングロックの抜けない車や4WD車に
最適。大口径キャスターでローダーに簡単に積み込めます。
409-995 販売価格（税抜）　￥38,000
2台セット価格（税抜）　　￥70,000

■カラータイヤスケーター
黄：621-021　赤：621-011　黒：621-001
各色4枚組（1セット） 販売価格（税抜）　￥32,000



Motorcycle Dolly

Condle Motorcycle Dolly

All Round Lifting Frame

Wheel Gripper Sling

Car Lifter AK2
Motorcycle quick Tie Down Strap

Motorcycle Tie Down
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Towing Tools
レッカー作業専用工具

Towing for Motorcycle
バイク用レッカー用品

Damage Free Car Lifting
ダメージフリーカーリフティング

Towing Tools
レッカー作業専用工具

Towing for Motorcycle　バイク用レッカー用品 Damage Free Car Lifting　ダメージフリーカーリフティング

21-300

バイクを積載するときにこのストラップを使用すれば安全に素早く作業が行えます。
このストラップはバイクを安定させるラチェットが2個装備され、さらにブレーキ
レバーを握った状態でホールドできるようバイク積載用に開発されたものです。
501-305 販売価格（税抜）　￥13,500

ブレーキ
ホールド機能

21-501

■モーターサイクルクイックタイダウンストラップ

事故や故障などで自走不可能なバイクの積込みが一人で簡単に行えて大変便利です。
4輪ブレーキ搭載で積込時ドーリーの滑りを防ぎます。大口径車輪でキャリアカーの
ゲートもスムーズに乗り越えられます。15インチから22インチのホイールに対応、
バイクを立たせる為のロック機構は特許取得済み組み立て式。
サイズ：幅500×高さ200×長さ890（mm）
最大積載量：1,100kg
21-7 販売価格（税抜）　￥120,500

■コンドルモーターサイクルドーリー

事故や故障などで自走不可能なバイクの積込みが一人で
簡単に行えて大変便利です。400kg程度のバイクまで積載
可能です。本体3分割式なので、60cm以上の工具箱なら収納
できるコンパクトサイズ。固定用8本のストラップ＆ラチェットも
同梱で即使用可能です。
サイズ：本体／520×310（mm） 車軸／180×550（mm）
21-5 販売価格（税抜）　￥66,700

■モーターサイクルドーリー

ドーリーバーを使用して4輪吊上げのほか、天秤棒と
しても使用可能なオールラウンドタイプ。
災害時の放置車両の移動にも最適なアイテムです。
セット内容
・リフティングフレーム×1 ・サイドバー×2
・タイヤホルダーバー×4 ・シャックル5/8×6
・ループスリングベルト黄×2 ・ループスリングベルト紫×4
幅：2.2m 荷重：3,500kgまで
AK2 販売価格（税抜）　￥620,000

■Car Lifter AK2

ホイールグリッパーを使用して4輪吊上げのほか、天秤棒
としても使用可能なオールラウンドタイプ。フレーム本体は
3分割で収納性に優れています。
幅：2.2m 荷重：3,500kgまで
600-015 販売価格（税抜）　￥305,000

■オールラウンドリフティングフレーム

大型乗用車の吊上げ作業にも使用可能なホイールグリッパー。
亜鉛メッキ仕上げ
適合ホイールサイズ：12-19インチ
タイヤ幅：355mm
荷重：3,500kg（4本使用時）
600-245 販売価格（税抜）　￥514,000

■ホイールグリッパー スリング4本セット

ダメージフリーカーリフティングは、田畑等へ転落した無傷の車両
救援作業に威力を発揮します。タイヤ4輪自体を吊上げる為、ボディ
への接触は全くありません。イベント用の展示用車両の設置などにも
使用できます。ヨーロッパでは駐車車両の撤去や事故処理等にも、
この方式が採用されています。

■モーターサイクルタイダウン
ハンドルバーストラップ2本組
幅25mm×長さ600mm
21-300 販売価格（税抜）　￥1,890
ラチェット付タイダウン2本組
幅25mm×長さ4,500mm
21-501 販売価格（税抜）　￥4,400

車両に損傷を
与えない
専用吊具！！



Damage Free Wheel Pad Damage Free Truck Lifting
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Towing Tools
レッカー作業専用工具

Damage Free Pad & Cross Beam
ダメージフリーパッド＆クロスビーム

Damage Free Truck Lifting
ダメージフリートラックリフティング

Towing Tools
レッカー作業専用工具

Damage Free Pad & Cross Beam　ダメージフリーパッド＆クロスビーム Damage Free Truck Lifting　ダメージフリートラックリフティング

人気商品！！

鉄ホイールはもちろん、アルミホイールにもダメージを
与えることなく、スリングベルトのフェンダーや
ボディーへの干渉を防止します。
素材：リサイクルドポリプロピレン（PP素材）
セット内容
ダメージフリーホイールパッド1個
ラウンドスリング1,800mm1本
X セット販売価格（税抜）　￥15,600

■ダメージフリーホイールパッド

牽引用ロッドのほかダメージフリートラックリフ
ティングに使用します。
長さ2,500 / 2,800 / 3,100mm 調節式
パイプ径：40mm
引張荷重：44t
900-096 販売価格（税抜）　￥228,000

■プロフェッショナルトォーロッド

トォーロッドにセットすることにより天秤棒として使用可能
です。乗用車からトラックまで吊上げ可能です。荷重19t
まで2個使用時コンパクトなので収納にも便利です。
549-434 販売価格（税抜）　￥134,200（2個セット）

■トォーロッドスプレッダーブラケット

トラックのホイールを吊り上げる際に使用します。
セットする際は2mのグラブフック付チェーンと
共に使用します。
最大荷重：8,000kg
600-565 販売価格（税抜）　￥61,800

■リフティングコンソールアタッチメント
 （3シャックル付）

リカバリーコンソールは箱車等の横転事故の引き起こしの
際に箱に与えるダメージを軽減するアイテムです。
材質：アルミ
幅：400mmまでのスリングベルトに使用できます。
本体：750mm
2枚1組
600-585 販売価格（税抜）　￥103,200

■リカバリーコンソールアタッチメント

脱輪救援作業時に車体に傷を付けず、簡単に吊り上げ可能です。
本体は伸縮式で軽自動車から大型乗用車まで対応しています。
格納時1,450mmで2tレッカーに横向きで格納できます。
本体重量：約17kg
※ ベルトは付属しません。
MKTB セット販売価格（税抜）　￥35,000

■ダメージフリークロスビーム：伸縮式天秤棒

箱車横転事故用
リカバリーコンソール

フェンダーとスリングベルトの間にスペースを確保し、吊上げ時のキズを防止します。

ダメージ
フリーホイールパッド

ラウンドスリング

L：2,500mm

M：1,970mm

S：1,450mm


