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ヘラクレス ゴムクローラ式 

  型式     ＦＴＥＣ１Ｃ             

  図面番号          ＦＴ０１００ 

  オフロード法        少数特例２０１１年基準同等 

                承認番号 ＮＳ２－１１ 

本体仕様 

  重量            ４３,０００ｋｇ 

  全長            １７,４５０ｍｍ 

  全幅            ３,１００ｍｍ 

 全高            ４,０００ｍｍ 

 接地圧           ７２．４ｋＰａ(0.74kgf/cm2) 

 走行速度          １２ｋｍ/ｈ 

 登坂能力          １２度 

 

キャリア 

  1.型式            ＭＳＴ－２２００ＶＤ 

 

 2.エンジン 

  型式            ＴＣＤ６．１Ｌ６（ＤＥＵＴＺ） 

  形式            ４サイクル水冷６気筒ディーゼルエンジン 

内径×工程         １０１ｍｍ×１２６ｍｍ 

  排気量           ６、０５７ｃｃ 

  定格出力          １８０ｋＷ／２２００ｍｉｎ－１ 

  使用燃料     軽油（タンク容量２５８ℓ ） 

  排気ガス浄化装置      ＥＧＲ、ＤＰＦ＋バーナー 

 

 3.仕様 

  履帯中心間距離       ２,０５０ｍｍ 

  履帯幅           ８００ｍｍ 

駆動方式          全油圧式（ＨＳＴ） 

  変速方式          無段変速 

 

4.電気系統          ＤＣ２４Ｖ（マイナスアース） 

  バッテリ          １２Ｖ×１２０ＡＨ×２個 

照明            前照灯 70W×２個、後照灯 70W×２個 



その他           ホーン、バックブザー、黄色回転灯 

エレクター（２台） 

  定格荷重          １０００ｋｇ／１ブーム 

  支保工サイズ        Ｈ１２５～Ｈ２５０ 

  支保工キャッチャ      ダブルクランプ（アキュムレータ装備） 

  ブーム長          ４,６００～８,２６０ｍｍ 

  ブーム起伏角度       上４５度 下３０度 

  ブーム旋回角度       外４５度 内１５度 

  ガイド起伏角度       上４０度 下５３度 

  ガイド旋回角度       外１００度 内４５度 

  ガイド回転角度       １０５度 

  作業範囲（幅×高さ）    １４,９９６×８,７７３ｍｍ 

 

バスケット（２台） 

  積載荷重          ２５０ｋｇ／１ブーム 

  バスケット寸法       １,６００×１,２００ｍｍ 

  スライド長         ４,０００ｍｍ 

  ブーム長          ５,１９０～１０,１９０ｍｍ 

  ブーム起伏角度       上３５度 下３０度 

  ブーム旋回角度       左３５度 右３５度 

  バスケット起伏角度     上３０度 下４０度（水平同調） 

  バスケット旋回角度     左３５度 右３５度 

  作業範囲（幅×高さ）    １３,８００×９,９３６ｍｍ 

 

吹付ロボット 

  型式            ＦＢ－４１２ 

  ブーム伸縮長        １,３００ｍｍ 

  ブーム起伏角度       上４５度 下２４度 

  ブーム旋回角度       左４５度 右４５度 

  スライドアーム伸縮長    ２,７００ｍｍ 

スライドアーム起伏角度   上２４度 下４５度（水平同調） 

  スライドアーム旋回角度   左４５度 右４５度 

  ノズル前後         前９０度 後３０度 

ノズル左右         左２４０度 左２４０度 

  吹付範囲（幅×高さ）    １２,６０８×９,４４０ｍｍ 

  最大吹付範囲（幅×高さ）  ２２,０６８×１３,６３０ｍｍ 



  操作方法          有線式リモートコントロール 

吹付機  

  型式            シンテック ＭＫＷ－３０ＳＭ 

  重量            ２,１００ｋｇ 

  寸法（全長×全幅×全高）  ２,５０５×１,４７４×１,２０４ｍｍ 

  理論吐出量         ５～３０ｍ３（50Hz）６～３０ｍ３（60Hz） 

  コンクリートピストン前面圧力４.０９ＭＰa 

    最大圧送距離        水平５６０ｍ、垂直９０ｍ 

  最大骨材寸法        ４０ｍｍ 

  スランプ          ５～２３ｃｍ 

  吐出管           ６Ｂ（１５０Ａ）Ｓ１型ショルダー 

  ポンプ方式         油圧２ピストン式 

  バルブ方式         平行摺動式油圧開閉バルブ 

  コンクリートシリンダ    内径１５０ｍｍ×ストローク５５０ｍｍ 

  ホッパ構造         油圧開閉式 

  ホッパ容量         ０.２ｍ３ 

  バイブレータ        ＡＣ２００Ｖ ５０Ｗ ２Ｐ 

電動機           ＡＣ４００Ｖ ３０ｋＷ ４Ｐ 

  作動油タンク容量      ２３０リットル 

  洗浄油タンク容量      ３０リットル 

  水タンク容量        ２００リットル 

 

エアコンプレッサ No.1 

  型式            ＳＭＳ９０Ｆ 

  形式            スクリュ回転型 1段圧縮油冷式 

  空気量           １４．０ｍ３/min 

  吐出圧力          ０.７ＭＰa 

  電動機           ＡＣ４００Ｖ ７５ｋＷ ２Ｐ 

  重量            １,７７０ｋｇ 

  寸法（全長×全幅×全高）  ２,１００×１,１５０×１,６４０ｍｍ 

 

エアコンプレッサ No.2 

  型式            ＳＭＳ３７Ｆ 

  形式            スクリュ回転型 1段圧縮油冷式 

  空気量           ６.１ｍ３/min 

  吐出圧力          ０.６９ＭＰa 



  電動機           ＡＣ４００Ｖ ３７ｋＷ ４Ｐ 

  重量            ９７０ｋｇ 

  寸法（全長×全幅×全高）  １,９３０×９４０×１,３８０ｍｍ 

 

コンプレッサ用吸気ユニット 

  型式            ＳＦ１２（９０ｋＷ用） 

ＳＦ６ （３７ｋＷ用） 

  フィルタ精度        ０.３μｍ×９９.９５％ 

  清浄度           ０.０１ｍｇ/ｍ３以上 

  フィルタ面積        ＳＦ１２ １２ｍ２ 

                ＳＦ６   ６ｍ２ 

  フィルタ再生方法      エアパルスによる逆洗方式（60秒に 1回） 

  電源            ＡＣ２００Ｖ １φ 

  重量            ＳＦ１２ ２６ｋｇ 

                ＳＦ６  ２０ｋｇ 

 

アウトリガ 

  形式            油圧シリンダ垂直支持４本 

  ストローク         ４５０ｍｍ 

 

昇降式コントロールデッキ 

  駆動方式          油圧式 

  ストローク         １,０００ｍｍ 

 

吹付機昇降装置 

  駆動方式          油圧式 

  ストローク         １,２００ｍｍ 

 

急結剤リフト 

  駆動方式          油圧式 

  積載荷重          ２００ｋｇ 

 

ケーブルリール 

  駆動方式          油圧モータ式 

  最大巻取長         １００ｍ 

  ケーブル          ２ＰＮＣＴ １５０/３０ｍｍ２×３/１芯 



 

照明装置 

  前照灯           １ｋＷ×４個（２００Ｖ） 

  後照灯           ５００Ｗ×1個（２００Ｖ） 

 

油圧ユニット 

電動機        ＡＣ４００Ｖ ２２ｋＷ ４Ｐ ２台 

油圧ポンプ      可変容量ピストン式 

  作動油タンク     ２８０リットル 

 

安全装置 

  作動油量低下     電動機が停止する。 

  油圧機器保護     電動機とエンジンの同時運転防止（エンジン優先） 

  電気機器保護     各電動機の同時起動防止 

             過負荷・逆相・欠相の時、電動機停止 

  バスケットスライド時、ブザー付回転灯が作動 

 

電気関係 

  電圧      ＡＣ４００／４４０Ｖ ５０／６０Ｈｚ 

  使用電力 

   コンプレッサ No.1    ９０ｋＷ 

   コンプレッサ No.2    ３７ｋＷ 

      吹付機      ３０ｋＷ 

油圧ユニット     ２２ｋＷ×２ 

   作業灯      ４.５ｋＷ 

制御機器      １.５ｋＷ 

 

※上記仕様については、予告なく変更になる場合がございます。 

予めご了承下さい。 


