
‘コンジェット’システム及び製品仕様‘コンジェット’システム及び製品仕様‘コンジェット’システム及び製品仕様‘コンジェット’システム及び製品仕様

‘コンジェット’ロボット３２２型‘コンジェット’ロボット３２２型‘コンジェット’ロボット３２２型‘コンジェット’ロボット３２２型                                                                                                                注文番号注文番号注文番号注文番号：：：：3312 2461 863312 2461 863312 2461 863312 2461 86

新型のコンジェットロボット３２２型は、市場に参入し
ようとする小規模の施工業者を対象にした、遠隔操縦が可
能なハイドロデモリッション用ロボットである。

コンパクトで軽量なロボット３２２型は、極めて操縦性
が良く、大型機では近付けない狭い空間や区域で作業する
のに理想的である。非常に幅が狭いので、取付けアタッチ
メントにも依るが、0.8 m から 1 m 幅の狭い開口部を通る
ことができ、ローターアタッチメントをつけた状態では
1.7 m 程度の小さなトンネル、カルバート、コンクリート
ボックスガーダーブリッジデッキの内部、橋や桟橋デッキ
の下で作業を行なうのに理想的なロボットである。ロボッ
ト３２２型は又数々の産業目的の洗浄作業を行なうのに
非常に効率が良く、現在の 134～470 馬力（100～350kw）
デイーゼルエンジン駆動ポンプユニットに適合する。

ロボット３２２型は、クローラー式の台車で電動動力システム、コントロールシステムより構成され
る。これにより危険な作業区域から離れた場所から安全にハイドロデモリッション作業を行なうことが
出来る。ロボット３２２型は、運転中の安定性を確保するため、クローラ幅を調整することができ、揺
動式のシングルノズルを装備している。

このノズルは、予め設定された噴射角度にセットされ、1.5 m のフィードビームに沿って前後に動き、
トラバースするクレードルに搭載されている。‘安全’が何より重要な課題であるため、ノズルアッセ
ンブリの全体が保護用カバーで蔽われている。フィードビームはクローラーを取付けているロボットの
回転ターンテーブルに搭載されたアーム上に取付けられ、回転ターンテーブルはクローラを取付けてい
るロボットの下部構造に取付けられる。このフィードビームと揺動ノズルは、オプションのコンクリー
ト表面の清掃や掘り起こしを行なう油圧駆動ローターに交換することができる。
ロボット３２２型は、オペレーターにとって非常に扱いやすく、楽に作業することができる。これに
より、コンクリートの劣化部分や損傷した部分だけを、連続的で均一かつ安全に、しかも鉄筋の上下ど
ちらでも、選択して除去することができ、又鉄筋を露出させた場合は腐食部分のさびも除去する。

自動化された３２２型は、様々なハイドロデモリションツールを選ぶことができる。このロボット３
２２型を採用すれば、効率や生産性の劣るハンドランスやハンドブレーカーに比べ同じ作業を、機械化
され効率及び生産性の優れた作業に置き換えることができる。手持ちの工具で行なう作業は、オペレー
ターにとって非常に疲れ、ストレスが多く、騒がしく、危険なものである。またハンドブレーカーやハ
ンドランスによってコンクリートを除去するのは、ずっと時間がかかりロボットのような選択性も劣る。
加えてハンドランスは水の使用に際し非常に効率が悪く、効率を上げようとするとずっと多くの水を必
要とするため、一定量のコンクリート除去するにはロボットの方が環境にやさしいことになる。

寸法及び重量寸法及び重量寸法及び重量寸法及び重量
全  長　     2350 mm
全  幅（キャリヤー／フィードビーム）800/1600 mm
ハツリ幅     1500 mm
全  高     1170 mm
重  量       1040 kg
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‘コンジェット’ロボット３６３型‘コンジェット’ロボット３６３型‘コンジェット’ロボット３６３型‘コンジェット’ロボット３６３型                                                                                                                        注文番号注文番号注文番号注文番号：：：：3312 2469 903312 2469 903312 2469 903312 2469 90

概要及び用途概要及び用途概要及び用途概要及び用途
コンジェットロボット３６３型は、壁天井や水平面のコンクリートを選択的に除去するための遠隔操
作が可能なコンピューター制御のハイドロデモリッション機で、高圧ジェット噴射ノズルを保持する、
２輪駆動で４輪走行のロボットである。ノズルは予め設定された噴
射角度にセットされ、フィードビームに沿って前後に動きトラバー
スするクレードルに取付けられた、揺動カセットに搭載されている。
このクレードルはストロークエンドに達した時、ノズルは同じ噴射
角度を保ちつつ旋回し、鉄筋の裏に有る全てのコンクリートを除去
することが出来る。フィードビームは、アーティキュレイトブーム
に取付けられ、其れ自身は 360゜回転のターンテーブルに取付けら
れている。各種位置ぎめが可能なアームとターンテーブルの組合せ
により、床、垂直又は斜めの壁や天井、またブリッジデッキの下側
を含め、様々な表面からコンクリートを除去することができる。

コンジェットロボット３６３型は、電動油圧システムで駆動され、
マイクロプロセッサー制御機構を内蔵している。コンピュ－ター制御システムにより、オペレーターは
様々な作業パラメーターを手動或いは自動モードにより設定することが出来、最大の生産性を確実にも
たらす。全ての機能はポータブルな、遠隔操作用コントロールボックスによって制御出来るのでオペレ
ーターの安全を確保できる。さらにもう一つの安全対策として、２分毎にコントロールボックスのフラ
ッシュライトが点灯し、オペレーターの応答がない場合はロボットが自動的に停止する機能が付加され
ている。

コンピューター制御の運転コンピューター制御の運転コンピューター制御の運転コンピューター制御の運転
コンジェットロボット３６３型は、進化したコンピューター制御、監視、表示システムを内蔵してい
る。ロボットのコンピューターによってノズル角度、クレードル速度や揺動速度、ハツリ幅やｍ２/Hr
で示される処理速度などの運転状況が全てコントロールパネルの上に表示される。連続監視システムに
より、もしコンジェットロボットが予めセットされているシーケンスから外れると、スクリーン上のア
ラームでオペレーターに警告表示する。またコンピューターは自己診断システムが内蔵されており、機
械が不良状態に陥った場合これを警告表示し、状況が深刻な場合はコンピューターが機械を停止させる
仕組みになっている。

オペレーターは、予め組み込まれ、調整可能なパラメーターをもつ、８種類のプログラムの一つを選
ぶことにより、コンクリートを予め定められた深さで、選択的にかつ連続的に安全作業を行なうことが
できる。これら以外にも、客先の個々の要望に合った各種プログラムが準備されている。また、オペレ
ーターが現場に合うようにプログラムを変更し、或いは将来の使用に備え個々の作業設定を記録し蓄積
することも出来る。

360360360360゜゚゚゚回転のフィードビーム回転のフィードビーム回転のフィードビーム回転のフィードビーム
標準フィードビームは 2000 mm のハツリ幅を持っている。このビームは 360゜回転しこの多機能の機
械は狭いスペースの中で壁面やブリッジデッキの端の施工をすることが可能である。フィードビームと
ノズルのアッセンブリは保護カバーで蔽われている。

電動油圧制御システム電動油圧制御システム電動油圧制御システム電動油圧制御システム
ロボットの全ての機能は、ノズルや車輪駆動モーターのあらゆる動きも含め、電動油圧方式で作動す
る。このロボットは、400 ボルト、３相、50 または 60 ヘルツで、３２アンペアの主電力或いは 20 kVA
発電機からの電力供給を必要とする。

コンジェットコンジェットコンジェットコンジェット ロボットロボットロボットロボット ３６３型　スタンダード３６３型　スタンダード３６３型　スタンダード３６３型　スタンダード



‘コンジェット’ロボット３６３‘コンジェット’ロボット３６３‘コンジェット’ロボット３６３‘コンジェット’ロボット３６３    ＭＭＭＭ....ＰＰＰＰ....Ａ型Ａ型Ａ型Ａ型                                                                                    注文番号注文番号注文番号注文番号：：：：3312 2469 913312 2469 913312 2469 913312 2469 91

概要及び用途概要及び用途概要及び用途概要及び用途
コンジェットロボット 363 M.P.A（マルチパーパス･アーム）は、床、垂直や傾斜した壁･天井、ブリ
ッジデッキの下側などの様々な表面からコンクリートを選択的に除去するための遠隔操作が可能なコ
ンピューター制御のハイドロデモリッション機である。

本機は、高圧ジェット噴射ノズルを保持する、２輪駆動で４輪走
行ロボットである。ノズルは揺動カセットタイプで、このカセット
はフィードビームに沿って前後に移動する。ジェット水は掃くよう
な動作で噴射され、鉄筋裏のコンクリートも除去することが出来る。
フィードビームは、二つの関接を持つアーティキュレイトブームに
取付けられ、ブームは 360゜回転のターンテーブルに取付けられて
いる。また、フィードビームは 2000 mm のハツリ幅を持っている。
コンジェットロボット３６３型は、11 kW の電動油圧システムで駆
動され、ディスプレイでモニターしながらＰＬＣマイクロプロセッ
サーで制御されます。ＰＬＣシステムにより、オペレーターは様々
な作業パラメーターを手動或いは自動モードによりセットすることが出来、確実に最大の効率で作業が
行なえます。

コンピューター制御の運転コンピューター制御の運転コンピューター制御の運転コンピューター制御の運転
コンジェットロボット３６３型は、進化したコンピューター制御システム、監視や表示システムを内
蔵している。ノズル角度、クレードル速度や揺動スピード、ハツリ幅やｍ2/Hr で表示される作業速度な
どが全て制御パネルの上に表示される。連続監視システムによって、コンジェットロボットが予めセッ
トされたシーケンスから外れると、オペレーターに対し警告を発します。またコンピューターには自己
診断システムが内蔵されており、機械が不良状態に陥った場合、これを警告表示し、状況が深刻な場合
はコンピューターが機械を停止させる仕組みになっている。

オペレーターは、予め組み込まれ、調整可能なパラメーターをもつ、８種類のプログラムの一つを選
ぶことにより、コンクリートを予め定められた深さで、選択的にかつ連続的に安全作業を行なうことが
できる。これら以外にも、客先の個々の要望に合った各種プログラムが準備されている。またオペレー
ターが現場に合うようにプログラムを変更し、或いは将来の使用に備え個々の作業設定を記録し蓄積す
ることも出来る。

全ての機能はポータブルな遠隔操作用コントロールボックスによって制御出来るのでオペレーター
の安全を確保できる。さらにもう一の安全対策として、２分毎にコントロールボックスのフラッシュラ
イトが点灯し、オペレーターの応答がない場合はロボットが自動的に停止する機能が付加されている。

駆動電力駆動電力駆動電力駆動電力
このロボットは、３相 400･440･460 又は 480V、50 又は 60Hz で、32 アンペアの商用電力又は 20 kVA
発電機からの電力供給を必要とする。

寸法及び重量寸法及び重量寸法及び重量寸法及び重量
全  長　         3400 mm
全幅（キャリヤー／フィードビーム） 1770/2500 mm
ハツリ幅         2000 mm
全  高         2300 mm
重　量         2400 kg

コンジェットコンジェットコンジェットコンジェット ロボットロボットロボットロボット ３６３型３６３型３６３型３６３型

マルチパーパースアーム装備マルチパーパースアーム装備マルチパーパースアーム装備マルチパーパースアーム装備



コンジェット　コンピューターコントロール　ユニットコンジェット　コンピューターコントロール　ユニットコンジェット　コンピューターコントロール　ユニットコンジェット　コンピューターコントロール　ユニット
１９７型１９７型１９７型１９７型

‘コンジェット’ジェットフレームシステム１２２／１９７‘コンジェット’ジェットフレームシステム１２２／１９７‘コンジェット’ジェットフレームシステム１２２／１９７‘コンジェット’ジェットフレームシステム１２２／１９７                                注文番号注文番号注文番号注文番号：：：：3312 2471 853312 2471 853312 2471 853312 2471 85

概要及び用途概要及び用途概要及び用途概要及び用途
コンジェットジェットフレーム１２２型は、コンジェットロボットでは接近できない狭い空間、区域、
表面からコンクリートを選択的に除去するための多目的で遠隔操作、コンピューター制御のハイドロデ
モリッション機である。このジェットフレームは、高所用昇降リフトのプラットホーム、伸縮ブーム付
きフォークリフトトラック、その他同種のリーチの長い装置に取付けることが出来る。この多目的のジ
ェットフレームシステムは、様々な水平面や垂直面、ダムの表面など角度のある斜面の上やブリッジデ
ッキの下側で作業を行なうことが出来、圧力 1000 bar で 300ｌ/min の流量に対応出来るよう設計され
ている。

ジェットフレーム１２２型ジェットフレーム１２２型ジェットフレーム１２２型ジェットフレーム１２２型
このジェットフレームは、コンパクトで軽量の 11 kW 電動油圧、
コンピューター制御の CCU１９７ユニットにより動力が供給され、
運転される。このユニットは、狭い区域の中、足場の上、プラッ
トホームの上で作業をするのに理想的である。ジェットフレーム
１２２型は、４本の脚の上に支えられた方形のフレームから成り、
脚は補修面の上に据え、或いはボルトで固定して運転する。この
ジェットフレームは、通常 2000 mm の幅、4000 mm の長さだが、
希望に合わせその他のサイズでも製作できる。

このフレームは、特殊な高圧ジェット噴射ノズルを支え、噴射
方向を定めている。保護カバーを施されたノズルは揺動し、フィードビームに沿って前後に動く。高圧
水が‘掃く’ように動き鉄筋の裏のコンクリートまですべて除去する。フィードビームが、ラック＆ピ
ニオン駆動によりその動きを制御しながら、ジェットフレームのアルミ製サイドレールの上を移動する。

コンピューターコントロールユニット１９７型コンピューターコントロールユニット１９７型コンピューターコントロールユニット１９７型コンピューターコントロールユニット１９７型（ＣＣＵ１９７）（ＣＣＵ１９７）（ＣＣＵ１９７）（ＣＣＵ１９７）
ジェットフレーム１２２型の全機能は、電動油圧システムのＣＣＵ１９７により制御され、作動する。
ＣＣＵ１９７は、進化したＰＬＣ制御･監視･表示システムを内蔵しており、ノズル角度、クレードル速
度、揺動スピード、ハツリ幅、m２/Hr で示される作業速度など、コンピューター制御によるジェットフ
レームの作動状況が全て制御パネルの画面に表示される。連続監
視システムによって、ジェットフレームの動きが予めセットされ
たシーケンスから外れると、アラームを発する。また、コンピュ
ーターには、機器の作動不良の際アラーム音を発し画面に不良を
表示する、自己診断システムを内蔵しており、事態が深刻な場合
はコンピューターが自動的に機械を停止させる仕組になってい
る。コンピューターはコンクリート除去作業の全体を自動制御し、
２段階除去をはじめ、最大の作業能力を発揮するための、様々な
運転上のパラメーターを設定することが出来る。また、数個のインストール済みプログラムの中から選
択できるので、連続で均一、かつ安全に、予め決められた品質精度の深さまでコンクリートを選択し除
去することが出来る。これ以外にも、個々の要請に合った別のプログラムも利用できる。全ての機能は
ポータブルな遠隔操作用コントロールボックスで抑制出来るのでオペレーターの安全が確保できる。さ
らにもう一つの安全対策として、２分毎にコントロールボックスのフラッシュライトが点灯し、オペレ
ーターの応答がない場合はロボットが自動的に停止する機能が付加されている。

駆動電力駆動電力駆動電力駆動電力
このロボットは、３相 400･440･460 か 480V、50 又は 60Hz で、32 アンペアの商用電力又は 20 kVA 発
電機からの電力供給を必要とする。

コンジェットジェットフレーム１２２型コンジェットジェットフレーム１２２型コンジェットジェットフレーム１２２型コンジェットジェットフレーム１２２型



寸法及び重量、ジェットフレーム１２２型寸法及び重量、ジェットフレーム１２２型寸法及び重量、ジェットフレーム１２２型寸法及び重量、ジェットフレーム１２２型 寸法及び重量、ＣＣＵ１９７型寸法及び重量、ＣＣＵ１９７型寸法及び重量、ＣＣＵ１９７型寸法及び重量、ＣＣＵ１９７型
全  長 4000 mm 全  長 1400 mm
全  幅 2000 mm 全  幅 700 mm
ハツリ幅 2140 mm
全  高　 1400 mm 全  高　 1250 mm
重　量 650 kg 重　量 300 kg

重量，バルブキャビネット 38 kg

要望により、上記以外の寸法･重量の製品も製作します。



コンジェット　コンピューターコントロール　ユニットコンジェット　コンピューターコントロール　ユニットコンジェット　コンピューターコントロール　ユニットコンジェット　コンピューターコントロール　ユニット
１９７型１９７型１９７型１９７型

‘コンジェット’ジェットフレームシステム１０２／１９７‘コンジェット’ジェットフレームシステム１０２／１９７‘コンジェット’ジェットフレームシステム１０２／１９７‘コンジェット’ジェットフレームシステム１０２／１９７                                注文番号注文番号注文番号注文番号：：：：3312 2471 843312 2471 843312 2471 843312 2471 84

概要及び用途概要及び用途概要及び用途概要及び用途
コンジェットジェットフレーム１０２型は、コンジェットロボットでは接近できない狭い空間、区域、
表面からコンクリートを選択的に除去するためのもの多目的で遠隔操作、コンピューター制御のハイド
ロデモリッション械ある。このジェットフレーム１０２システムは、補修対象のコンクリート表面に固
定して、様々な水平面や垂直面、角度や丸みのある斜面の上で作業することが出来る。また、50 kg 以
下で、500 mm 角の開口部を通過できる幾つかの小さな部分に手早く、簡単に分解でき、圧力 1000 で 200
l/min の流量に対応出来るよう設計されている。

ジェットフレーム１０２型ジェットフレーム１０２型ジェットフレーム１０２型ジェットフレーム１０２型
このジェットフレーム１０２は、二本のアルミ製サイドレールから
成り、このレールは補修面に設置或いはボルトで固定出来る。３mと
６ｍの各レールは特殊な高圧ノズルを支えノズルの方向を定めてい
る。また、レール長さは客先の要望に合わせることも出来る。保護カ
バーを施されたノズルは揺動し、フィードビームに沿って前後に動く。
高圧水が‘掃く’ように動き鉄筋の裏のコンクリートまですべて除去
する。フィードビームは、ジェットフレームのアルミ製サイドレール
の上を移動し、その全ての動きは油圧モーターで制御される。

コンピューターコントロールユニット１９７型コンピューターコントロールユニット１９７型コンピューターコントロールユニット１９７型コンピューターコントロールユニット１９７型（ＣＣＵ１９７）（ＣＣＵ１９７）（ＣＣＵ１９７）（ＣＣＵ１９７）
ジェットフレーム１２２型の全機能は、電動油圧システムのＣＣＵ
１９７により制御され、作動する。ＣＣＵ１９７は、進化したＰＬＣ
制御･監視･表示システムを内蔵しており、ノズル角度、クレードル速
度、揺動スピード、ハツリ幅、m２/Hr で表示される作業速度など、コンピューター制御によるジェット
フレームの作動状況が全て制御パネルの画面に表示される。連続監視システムによってジェットフレー
ムの動きが予めセットされたシーケンスから外れると、アラームを発する。また、コンピューターには、
機器の作動不良の際アラーム音を発し画面に不良を表示する、自己診断システムも内蔵しており、事態
がが深刻な場合はコンピューターが自動的に機械を停止させる仕組になっている。

コンピューターはコンクリート除去作業の全体を自動制御し、
２段階除去をはじめ、最大の作業能力を発揮するための、様々な
運転上のパラメーターを設定することが出来る。また数個のイン
ストール済プログラムの中から選択できるので、連続で、均一、
かつ安全に、予め決められた品質精度の深さまでコンクリートを
選択し除去することが出来る。これ以外にも、個々の要請に合っ
た別のプログラムも利用できる。

全ての機能はポータブルな遠隔操作用コントロールボックスで制御出来るのでオペレーターの安全
を確保できる。さらにもう一つの安全対策として、２分毎にコントロールボックスのフラッシュライト
が点灯し、オペレーターの応答がない場合はロボットが自動的に停止する機能が付加されている。

駆動電力駆動電力駆動電力駆動電力
このロボットは、３相 400･440･460 又は 480V、50 又は 60Hz で、32 アンペアの商用電力又は 20 kVA
発電機からの電力供給を必要とする。

コンジェットコンジェットコンジェットコンジェット    ジェットフレームジェットフレームジェットフレームジェットフレーム    １０２型１０２型１０２型１０２型
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寸法及び重量、ジェットフレーム１０２型寸法及び重量、ジェットフレーム１０２型寸法及び重量、ジェットフレーム１０２型寸法及び重量、ジェットフレーム１０２型 寸法及び重量、ＣＣＵ１９７寸法及び重量、ＣＣＵ１９７寸法及び重量、ＣＣＵ１９７寸法及び重量、ＣＣＵ１９７
全長 6000 mm 全長 1400 mm
全幅 3000 mm 全幅 700 mm
ハツリ幅 1600/630 mm
全高 500 mm 全高 1250 mm
重量 300 kg 重量 300 kg

重量，バルブキャビネット 38 kg

要望により、上記以外の寸法・重量の製品も製作します。



エクステンションアームエクステンションアームエクステンションアームエクステンションアーム                                                                                                                                                                注文番号注文番号注文番号注文番号：：：：3312 2427 033312 2427 033312 2427 033312 2427 03

オプションのエクステンションアームは、コンジェットロボット３６０、３６１、３６２及び３６３
型に取付可能でブームリーチが 4.6m まで延
長される。このエクステンションアームによ
りブリッジビームの外側先端、港やドックの
壁、その他類似の構造物までリーチを伸ばし、
その位置から下方1.2 mまでのコンクリート
を除去することが出来る。このアームは、ス
タンダードアームと、ノズルのフィードビー
ムの油圧アクチュエーターとの間に取付け
られ、25゜まで角度が曲げられるようになっ
ている。このエクステンションアームは、ロ
ボットのどちら側にも取付けでき、ブリッジ
の両側で機械を稼働させることが出来る。

ブリッジブームアームブリッジブームアームブリッジブームアームブリッジブームアーム                                                                                                                                                                        注文番号注文番号注文番号注文番号：：：：3312 2420 833312 2420 833312 2420 833312 2420 83

オプションのブリッジブームアームは、コンジェッ
トロボット３６０、３６１、３６２及び３６３型に取
付可能で、ロボット 360゜回転ターンテーブルとノズ
ルのフィードビームの油圧アクチュエーターとの間
に挿入される。この関節ブームによってブリッジデッ
キの上や下までロボットのリーチをのばし、373 Kw
パワーパックとの併用では、コンクリートを下端から
1.8 m まで除去でき、ロボットの柔軟性を一層高める
ことができる。更に強力な 550 kW のパワーパック
540/545 の場合は、上記の 1.8 m が 1.2 m まで若干小
さくなる。また多様な位置決めができるアームは、他
の水平面、垂直面、斜面からもコンクリートを除去で
き、壁の外側や垂直な壁に対し 6.5 m の高さまでリー
チを伸ばすことができる。

油圧駆動ローター油圧駆動ローター油圧駆動ローター油圧駆動ローター                                                                                                                                                                                    注文番号注文番号注文番号注文番号：：：：3312 2451 253312 2451 253312 2451 253312 2451 25

このローターは、コンジェットロボット３６０、３６１、３６２や３６３
型、またジェットフレーム１２２型に取付けることが出来る。これはフィー
ドビームのクレードルに取付けられる。このローターにより、目粗しや洗浄、
表層部の剥離及び 20～30mm の深さまでのコンクリート除去が可能である。

コンジェットコンジェットコンジェットコンジェット    ブリッジブリッジブリッジブリッジ    ブームブームブームブーム    アームアームアームアーム

コンジェットコンジェットコンジェットコンジェット    エクステンションエクステンションエクステンションエクステンション    アームアームアームアーム

コンジェットコンジェットコンジェットコンジェット    油圧駆動ローター油圧駆動ローター油圧駆動ローター油圧駆動ローター



    ‘コンジェット’パワーパック３３５型‘コンジェット’パワーパック３３５型‘コンジェット’パワーパック３３５型‘コンジェット’パワーパック３３５型                                                                                                        注文番号注文番号注文番号注文番号：：：：3312 2468 053312 2468 053312 2468 053312 2468 05

パワーパックは、デイーゼルエンジン、高圧
ウォーターポンプ、フィルター、水及び燃料タ
ンク、制御パネルから構成され、防音･断熱コ
ンテナーに収納されている。

エンジン
周辺温度が最大 50℃の場所で稼働できるキ
ャタピラ社製３４０６ＤＩＴＡ型の水冷式デ
イーゼルエンジンで、全負荷状態での燃料消費
量は、カタログ値で約 85 l/Hr、燃料タンクの
容量は 800 l である。

高圧ウォーターポンプ高圧ウォーターポンプ高圧ウォーターポンプ高圧ウォーターポンプ
このポンプは、固定容量型の３連ピストンポンプで、定格 310 kW、最大使用圧力 1400bar バールで、
流量は最低 115 l/min である。接続ホースの口径は 19 mm（3/4 インチ）で、接続ネジは M36×2.0 であ
る。

ウォーターシステムウォーターシステムウォーターシステムウォーターシステム
水タンクは、容量 1000 l、ステンレス製で、レベルセンサーと給水側の５ミクロンの水フィルターを
装備している。給水側のオーバーフローを防止する自動遮断弁がついている。ベルト駆動のブースター
ポンプが、１ミクロンのフィルターを通して、加圧水を主高圧ウォーターポンプに供給する。

標準付属品標準付属品標準付属品標準付属品
高圧ホース 20　m
バッテリー（12 V、143 Ah） 2×12V
ポンプヘッドの吊上装置 １台

寸法及び重量寸法及び重量寸法及び重量寸法及び重量
全  長　 6150 mm
全  幅 2450 mm
全  高　 2600 mm
重　量 9000 kg

コンジェットコンジェットコンジェットコンジェット パワーパックパワーパックパワーパックパワーパック ３３５型３３５型３３５型３３５型



‘コンジェット’パワーパック３４０型‘コンジェット’パワーパック３４０型‘コンジェット’パワーパック３４０型‘コンジェット’パワーパック３４０型                                                                                                            注文番号注文番号注文番号注文番号：：：：3312 2416 173312 2416 173312 2416 173312 2416 17

パワーパックは、デイーゼルエンジン、高圧
ウォーターポンプ、フィルター、水及び燃料タ
ンク、制御パネルから構成され、防音･断熱コ
ンテナーに収納されている。

エンジンエンジンエンジンエンジン
周辺温度が最大 50℃の場所で稼働できるキ
ャタピラ社製３４０６ＤＩＴＡ型の水冷式デ
イーゼルエンジンで出力 373 kW（500 馬力）、
全負荷状態での燃料消費量は、カタログ値で約
95 l/Hr で、燃料タンクの容量は 800 l である。

高圧ウォーターポンプ高圧ウォーターポンプ高圧ウォーターポンプ高圧ウォーターポンプ
このポンプは、固定容量の３連ピストンポンプで、最大使用圧力 1220 bar で、流量は最低 150 l/min
である。接続ホースの口径は 19 mm（3/4 インチ）で、接続ネジは M36×2.0 である。

ウォーターシステムウォーターシステムウォーターシステムウォーターシステム
水タンクは、容量 1000 l、ステンレス製で、レベルセンサーと給水側の５ミクロンの水フィルターを
装備している。給水側のオーバーフローを防止する自動遮断弁がついている。ベルト駆動のブースター
ポンプが、１ミクロンのフィルターを通して、加圧水を主高圧ウォーターポンプに供給する。

標準付属品標準付属品標準付属品標準付属品
高圧ホース 20 m
バッテリー（12 V、143 Ah） 2×12V
ポンプヘッドの吊上装置 １台

寸法及び重量寸法及び重量寸法及び重量寸法及び重量
全  長　 6150 mm
全  幅 2450 mm
全  高　 2600 mm
重　量 9000 kg

コンジェットコンジェットコンジェットコンジェット パワーパックパワーパックパワーパックパワーパック ３４０型３４０型３４０型３４０型



‘コンジェット’パワーパック３４５型‘コンジェット’パワーパック３４５型‘コンジェット’パワーパック３４５型‘コンジェット’パワーパック３４５型                                                                                                            注文番号注文番号注文番号注文番号：：：：3312 2449 073312 2449 073312 2449 073312 2449 07

パワーパックは、デイーゼルエンジン、高圧
ウォーターポンプ、フィルター、水及び燃料タ
ンク、制御パネルから構成され、防音・断熱コ
ンテナーに収納されている。

エンジンエンジンエンジンエンジン
周辺温度が最大 50℃の場所で稼働できるキ
ャタピラ社製３４０６ＤＩＴＡ型の水冷式デ
イーゼルエンジンで出力 373 kW（500 馬力）、
全負荷状態での燃料消費量は、カタログ値で約
95 l/Hr、燃料タンクの容量は 800 l である。

高圧ウォーターポンプ高圧ウォーターポンプ高圧ウォーターポンプ高圧ウォーターポンプ
このポンプは、固定容量型３連ピストンポンプで、最大使用圧力 1000 bar で、流量は最低１８７l/min
である。接続ホースの口径は 19 mm（3/4 インチ）で、接続ネジは M36×2.0 である。

ウォーターシステムウォーターシステムウォーターシステムウォーターシステム
水タンクは、容量 1000 l、ステンレス製で、レベルセンサーと給水側の５ミクロンの水フィルターを
装備している。給水側のオーバーフローを防止する自動遮断弁がついている。ベルト駆動のブースター
ポンプが、１ミクロンのフィルターを通して、加圧水を主高圧ウォーターポンプに供給する。

標準付属品標準付属品標準付属品標準付属品
高圧ホース 20 m
バッテリー（12 V、143 Ah） 2×12V
ポンプヘッドの吊上装置 １台

寸法及び重量寸法及び重量寸法及び重量寸法及び重量
全  長　 6150 mm
全  幅 2450 mm
全  高　 2600 mm
重　量 9000 kg

コンジェットコンジェットコンジェットコンジェット パワーパックパワーパックパワーパックパワーパック ３４５型３４５型３４５型３４５型



‘コンジェット’パワーパック５４０型‘コンジェット’パワーパック５４０型‘コンジェット’パワーパック５４０型‘コンジェット’パワーパック５４０型                                                                                                        注文番号注文番号注文番号注文番号：：：：3312 2433 823312 2433 823312 2433 823312 2433 82

パワーパックは、デイーゼルエンジン、高
圧ウォーターポンプ、フィルター、水及び燃
料タンク、制御パネルから構成され、防音・
断熱コンテナーに収納されている。

エンジンエンジンエンジンエンジン
周辺温度が最大で 50℃の場所で稼働できる
キャタピラ社製３４１２型の水冷式デイーゼ
ルエンジンで出力 550 kW（750 馬力）、全負荷
状態での燃料消費量は、カタログ値で約 140
l/Hr で、燃料タンクの容量は 1000 l である。

高圧ウォーターポンプ高圧ウォーターポンプ高圧ウォーターポンプ高圧ウォーターポンプ
このポンプは、固定容量型５連ピストンポンプで、最大使用圧力 1150 bar で、流量は最低２５２l/min
である。接続ホースの口径は 19 mm（3/4 インチ）で、接続ネジは M36×2.0 である。

ウォーターシステムウォーターシステムウォーターシステムウォーターシステム
水タンクは、容量 1000 l、ステンレス製で、レベルセンサーと給水側の５ミクロンの水フィルターを
装備している。給水側のオーバーフローを防止する自動遮断弁がついている。ベルト駆動のブースター
ポンプが、１ミクロンのフィルターを通して、加圧水を主高圧ウォーターポンプに供給する。

標準付属品標準付属品標準付属品標準付属品
高圧ホース 20 m
バッテリー（12 V、143 Ah） 2×12V
ポンプヘッドの吊上装置 １台

寸法及び重量寸法及び重量寸法及び重量寸法及び重量
全  長　 6150 mm
全  幅 2450 mm
全  高　 2600 mm
重　量 14000 kg

コンジェットコンジェットコンジェットコンジェット パワーパックパワーパックパワーパックパワーパック ５４０／５４５型５４０／５４５型５４０／５４５型５４０／５４５型



‘コンジェット’パワーパック５４５型‘コンジェット’パワーパック５４５型‘コンジェット’パワーパック５４５型‘コンジェット’パワーパック５４５型                                                                                                        注文番号注文番号注文番号注文番号：：：：3312 2433 833312 2433 833312 2433 833312 2433 83

パワーパックは、デイーゼルエンジン、高
圧ウォーターポンプ、フィルター、水及び燃
料タンク、制御パネルから構成され、防音・
断熱コンテナーに収納されている。

エンジンエンジンエンジンエンジン
周辺温度が最大 50℃の場所で稼働できる
キャタピラ社製３４１２型の水冷式デイーゼ
ルエンジンで出力 559 kW（750 馬力）、全負荷
状態での燃料消費量は、カタログ値で約 140
l/Hr で、燃料タンクの容量は 1000 l である。

高圧ウォーターポンプ高圧ウォーターポンプ高圧ウォーターポンプ高圧ウォーターポンプ
このポンプは、固定容量型５連ピストンポンプで、最大使用圧力 1000 bar で、流量は最低 262 l/min
である。接続ホースの口径は 19 mm（3/4 インチ）で、接続ネジは M36×2.0 である。

ウォーターシステムウォーターシステムウォーターシステムウォーターシステム
水タンクは、容量 1000 l、ステンレス製で、レベルセンサーと給水側の５ミクロンの水フィルターを
装備している。給水側のオーバーフローを防止する自動遮断弁がついている。ベルト駆動のブースター
ポンプが、１ミクロンのフィルターを通して、加圧水を主高圧ウォーターポンプに供給する。

標準付属品標準付属品標準付属品標準付属品
高圧ホース 20 m
バッテリー（12 V、143 Ah） 2×12V
ポンプヘッドの吊上装置 １台

寸法及び重量寸法及び重量寸法及び重量寸法及び重量
全  長　 6150 mm
全  幅 2450 mm
全  高　 2600 mm
重　量 14000 kg

コンジェットコンジェットコンジェットコンジェット パワーパックパワーパックパワーパックパワーパック ５４０／５４５型５４０／５４５型５４０／５４５型５４０／５４５型
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