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クラス最大径のセンタピン

Model Ｖｚ-７ Ｖｚ-１２
質量 kg 2,590 3,890
全長 mm 2,475 2,800
全幅 mm 1,760 2,085
最大開口幅 mm 1,050 1,350
先端破砕力 kN 990 1,280
カッター中央切断力 kN 2,634 3,519
カッター長 mm 500 560
常用圧力 MPa 32 32
推奨油圧ショベル質量 ※1 ton 19～25 29～38

備装準標備装準標ブルバドーピスイハ

旋回方式（標準） ※2 フリー旋回 フリー旋回

省力化の切り札!　＜解体＆切断＞の１台で二役 
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V字形状アクティブ・フレーム
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V字形状アクティブ・フレーム
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ST-Boxの総質量、全長はトップブラケット付きの値です。
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中中・・大大型型油油圧圧ブブレレーーカカにに求求めめらられれるる性性能能・・耐耐久久性性・・整整備備
性性そそししてて低低騒騒音音・・低低振振動動化化。。

全全ててのの性性能能をを高高いい次次元元でで結結実実ししたた、、ワワンンラランンクク上上をを目目指指
ししたたハハイイパパワワーー機機でですす。。

 一一体体型型高高剛剛性性シシリリンンダダにによよるるススルルーーボボルルトトレレスス化化のの
実実現現。。

 ピピスストトンンののセセンンタタリリンンググ性性をを向向上上ししてて安安定定ししたた打打撃撃
性性能能をを可可能能にに。。

 ババッッククヘヘッッドドガガスス圧圧のの高高圧圧化化にに対対応応ししたた新新シシーールルシシ
スステテムムのの採採用用。。

 ピピスストトンン、、フフロロンントト部部のの耐耐久久性性向向上上。。
 先先進進ののアアキキュュムムレレーータタレレスス。。（（ Fxj95, Fxj125））

Ｆｘｊシリーズの主な特長

Hydraulic Breaker LineupHydraulic Breaker Lineup

対応機種
Fxj95, Fxj125, Fxj225

対応機種
Fxj175-Fxj475

対応機種
Fxj125-Fxj475

対応機種
Fxj125-Fxj475

対応機種
Fxj95-Fxj475
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登録No. ＴＨ‐０９００１６‐ＶＲ

総質量 ※1
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③ 連続打撃時間
連続打撃を音でナビゲーション（初期設定は30秒）
油圧ブレーカを連続で打撃すると、設定した時間にブザーが鳴り警告します。
連続打撃をすると、ロッドの異常消耗や作動油温度の劣化を引き起こします。
連続打撃を防止し、消耗品ライフの向上に役立ちます。

② メンテナンス時間
メンテナンス時間を光でナビゲーション
油圧ブレーカの定期的なメンテナンス時間（エンジンアワーメータ）を表示します。
定期的な点検・整備で常に最適な状態で使用できます。

① 適正圧力
作動圧力を光でナビゲーション
ブレーカが作動しているときの圧力を、リアルタイム
に判断することができます。
リアルタイムに油圧ブレーカの圧力が視認できること
で、適切な調整ができ早めの点検・整備などの予防処
置をとることができます。

お客様の「作業量データ」や「整備費データ」と連携することで、さまざまな分析が可能になります。

●　適正圧力で作業するよう、稼働データを元にオペレータの方に指導できます。

●　稼働率と稼働状況から、適切なメンテナンス計画を立案できます。

●　リース・レンタルでは、油圧ブレーカの稼働時間を正確に管理できます。

稼働管理装置は、油圧ブレーカの作動圧力やメンテナンス時間、連続打撃時間を光と音でお知らせします。

適正なご使用を案内するだけでなく、オペレータの方が適正な運転をしていることをお知らせします。

・過剰圧力の時間と回数

・連続打撃時間オーバーの回数

・油圧ブレーカの稼働時間

・油圧ショベルの稼働時間

・作動油温度

各データは事務所内のパソコンで確認・記録できます。

以上のデータは、稼働毎の情報を抽出した「単位抽出データ」

と一日の稼働情報を集計した「日単位集計データ」の２種類と

してＢ-Ｐｒｏ内に保存されます。

① ②

B-Pro LiteB-Pro Lite
油圧ブレーカ単体での稼働のみ

を表示するシンプルな

デジタルカウンタです。

適切な教育訓練を受けた社員が、油圧ブレーカのオーバーホールの他、部品の加修や塗装を自社で行います。
確かな技術に裏付けられたメーカ整備は、

（1）メーカ品質の工程管理と製造ノウハウを利用した効率的な治工具で安定した整備品質
（2）メーカだから可能な最新部品によるアップグレード整備
（3）分解整備データの分析により効率的な部品交換・整備・使用方法をサポート
（4）お客様の抱えている問題や課題に対する解決策の提供

など、多くのお客様にご満足いただけるサービスを実施いたします。

油圧ブレーカの販売だけに止まらず、製品納入後の顧客サポートも強化しています。
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グリース給脂は確実に グリース給脂は確実に

作業中は、2～3時間ごとにグリースを給脂
してください。グリース給脂はロッドを押付
けた状態で行います。
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