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Gomaco
社の
Gomaco

の シリンダー・フィニッシャ

シリンダー・フィニッシャ各機のオプション
C-450 シリーズ

Gomaco 社のシリンダー・フィニッシャは、
Gomaco 社の創立者であるハロルド・ゴドバー

PTA

た。それから、既に、30 年の経験を積み上げて

同左

（Power Transition

います。米国での橋の造成は、増加するばかり

Adjuster）

搬送機具

でしたが、Gomaco 社は、それに対応して経験

同左（2 本の６プライ・タイアと牽引用
フック付き）

を積み、お客様のニーズに会う舗装機械を作り
油圧パン・タイプ・バイブレータ

続けてきました。

のシリーズを持っております。C-450,SL-450,

油圧ステインガ･タイプ

C-650-S,C-650-F,CP-650,SL650 そして C-750

及び、その搭載機構（型枠近くの締固め

橋梁の造成ばかりでなく、一般道路、高速道
路、建築用スラブ造成、駐車場、各種プラント

同左

同左

同左

（道路舗装用突起フィン付き）

今や、どんな工事でも対応出来るように、多く

ト削減の特徴を備えている舗装機械です。

同左

（ラッテクス仕上げ用）

Gomaco 社のシリンダー・フィニッシャは、

です。操作が簡単です。省時間、省力などコス

C-750 シリーズ

自動前進装置

自動前進装置

ソンによって、開発され、製造を開始致しまし

C-650 シリーズ

バイブレータ

を可能にする為に 180 度回転するベン

この C-450 は 21.95m の橋梁デッキの仕上げを行なっ

ト・バイブレータ付き）

ています。フィニッシャには、調整可能オーガ付きの

シリンダー下げ機構アタッチメント

ダブル・ドラム・キャリッジが搭載されています。

油圧式下げ機構

油圧拡幅機構

造成、飛行場エプロン等々様々な造成プランに

メイン・フレーム延長用フレーム

同左

最適です。

運転席

運転席椅子の折畳機構

直径 254mm のシンリンダー及びオーガ

C-650-S 自動ステアリング/グレード制

直径 254ｍｍシングル・シリンダー

御

直径 254ｍｍダブル・シリンダーと

橋梁デッキの仕上げ

同左

調整可能オーガ

橋梁デッキの仕上げ用として。：
デッキ仕上げ用としては、定評を頂いており

スロープ舗装用コンバージョン・キット

C-650-F 自動グレード制御システム

ダブル・フローと･パン

ます。しっかりしていて、軽量です。

トリマー下部キャリッジ機構

スペア・パーツ・キット

下部キャリッジの油圧式上下調整仕上

誤差は極小です。：
スランプに拘わらず、対長さ比 1/8 程度です。

中央操作システムが可能です。：

８ローラーキャリッジ

げフィニッシャ及びオーガ

４個の油圧式ボギー

サブ・グレードの表面緻密仕上げ用トリ

914mm のホイール・ベースのボギー

マー・ホイール付きトリマー機構

Vib-O-Pac

100

アタッチメント

Vib-O-Pac

200

アタッチメント

同左

同左

上記以外のオプション：

同左

同左

お客様のニーズにより、シリーズ

C-650 は、簡単に、コンバージョン･キッ

C-750 は、簡単に、コンバージョン･キッ

をカストマイズする為の機器も取

トで、スロープ舗装用 CP-650 に転換出

トでスロープ舗装用 SL-750 に転換出来

揃えてありますので、ご相談頂き

来ます。

ます。

中央操作システムが可能ですから、運転席か

スペアのコンソールと上下キャリッジ

ら 、 速 度 や 方 向 を 制 御 で き ま す 。 C-450,

機構

SL-450 及び C-750 では、標準仕様となって

スロ―プの上下フレームを切分ける

います。

ウェッジ

クラウン調整が出来ます。：
オプション仕様ですが、PTA（油圧式クラウ
ン調整装置）を搭載する事が出来ます。また、
これも、中央操作が可能です。ピン接続点で
は、PTA を 1 機以上搭載可能です。

この橋梁デッキの C-450 には、ピン接続の部分に、
二つの PTA が搭載されています。クラウン調整が可
能です。

たくお願い致します。

Ｃ-750

シリンダー・フィニッシャの仕様

傾斜地でも、運河でも、平坦地でも！
Gomaco 社のフィニッシャは、
世界のどんな水路でも、そして、
傾斜地のプロジェクトでも対応
出来ます。迅速な仕上げ、僅か
な誤差、1:1(45 度)の傾斜でも
OK です。

C-700 は、Gomaco 社最大級のシリンダー・フィニッシャで、フレーム長 3.66ｍ～42.67m、仕上げ長は
2.74m~41.76m です。新設計の運転席は、全体俯瞰を良好にし、表面仕上げの管理が行き届く様になりまし
た。電気制御の油圧装置は、シリンダーの上げ下げを容易にし、舗装表面のマンホールなどを容易に、クリ
アーする事が出来ます。
エンジン

鉄骨製のデッキの幅は、2.74m
から 41.76m までが標準仕様
ですが、延長も可能です。
シリンダーの直径は。245mm

Kohler 空冷式

型式

ガソリン

オプション：

幅は、1219mm です。

19hp ディーゼル

キャリッジ

馬力

20hp

コンソール

始動電力

12V 始動モータ

サービス能力

燃料容量

キャリッジ

34L

油圧作動油容量

キャリッジ

57.9L

コンソール

油圧式

運転が極めて簡単な油圧式

トラック・

ドライブ

2 個の油圧式ドライブ・ホイール

オプション：

幅 6.71m、盤厚 152mm

幅 83mm のダブル・フランジ・ボギー･ホイ

ウレタン･ホイール

傾斜 4:1

システム

写真
34L

コンソール
コンソール

上：CP-650 ワン・パス工法

34L

中：SL-450 水路側壁仕上げ
下：C-750

ール或いはカップド・ホイール

構造

9.14mpm

速度

最大

自動前進装置

設定時間で、折り返し点を制御

フレーム

全溶接鉄構造、主フレーム・ピン接合
1.63m 幅 x 1067ｍ高さ

フレーム幅

フレーム長
最大

調整可能フレー

フレーム幅は、0.61m、1.22m、2.44m

ム幅

3.66m 毎に調整可能です。

42.67m

誤差：対長当たり１/8

キャリッジと

キャリッジ

速度

最大

28.96mpm

厳密な仕上げスペックに

フィニッシャ

シリンダー下げ幅

最大

914mm

対応した 3500/分のバイ

の機構

Vib-O-Pac 200

マイクロシリカ表層施工を含む低スランプ

（102mm 毎）

ブレータ装備

高密度仕上げ対応の特許システム
仕上げシリンダー

逆回転可能直径 254mm 長さ 1219mm

シリンダーの回転

314rpm

仕上げパン

635mmx559mm 牽引式フロート･パン

PTA
重量

油圧式操作

254mm オーガー付き

（ピン接合部に搭載）

7.32m ユニット

3956.8kg

延長フレーム

3.66m

427.7kg

2.44m

307.5kg

1.22m

195.5kg

0.61m

112.9kg

浅い水路造成

平坦スラブの
仕上げ！
C-450, C-650-S, C-650-F、C-750 は、
こんなプロジェクトに適しています。

Gomaco の C-650-F シリンダー・フィニッシャは、街中での
一般道路造成にも活躍します。これは、レール上を走行して

締固めと仕上げに！

いますが、自動高低制御システムが、上下動を自動的にオフ

Gomaco のフィニッシャは、スラブの

セットしてくれます。各機構は、ピン接続ですから、現場組

締固めと仕上げを同時に行ないます。

立も簡単です。

生産性は抜群です！
Gomaco 社の実施例では、シングル・ド
ラム方式で、1 時間当たり、186 平米、
ダブル・ドラムだと 325 平米の実績があ
ります。

直ちに左官仕上げが出来ます！
Gomaco のフィニッシャは低スランプの

この写真は、ブラジル・サンパウロ国際空港で活躍する

コンクリートでも扱えますので、スラブ

C-450 です。RC コンベアにサポートされています。この

に落とした後、直ぐさま左官仕上げが可

C-450 には、オプション仕様で、ステインガ・バイブレー

能です。

タを搭載しており、入札スペック通りの締固めを行なって
います。Gomaco の RC コンベアは、コンクリートの均一

型枠を使っても仕上げ可能です！

な敷き均しを実現します。

Gomaco のフィニッシャは、型枠があっ
ても仕上げ可能ですから、建築用スラブ
でも、一般道路でも使えるのです。道路
では、縁石を先に打って、その真中を後
で仕上げると言った事も出来ます。

輸送が簡単です！
現場での組立が可能ですから、普通トラ
ックで簡単に運べます。
作業は、現場に行ってから行えば良いの

C-450 による、ビルデイング床用鉄筋入りスラブの造成も

です。

出来ます。オフセット・ジャッキを搭載すると、機械の外側
とスラブのエッジのクリアランスを最小に出来ます。

Ｃ-650

シリンダー・フィニッシャの仕様

各種の平坦スラブ施工例
Gomaco のシンダー･フィニッシャは、敷地に余裕のない狭い道路舗装や広い飛行場、
高速道路など様々な場所での施工に対応出来ます。
セクションの設計・搭載機器やアタッチメントで、難問を解決します。

C-450
ダブル･ドラム
エンジン

型式

キャタピラー・エンジン

馬力

60hp

燃料容量

71.9L

油圧作動油容量

143.8L

コンソール

油圧式

運転が極めて簡単な油圧式

トラック・

C-650-S

2 個のギア・ドライブ式クローラ・タイプ

サービス能力

システム

(44.7kw)

長さ 3.35m

油圧式
C-650-F

トラック・パッド
速度(可変)

300mm

２機のシリンダーとオーガを搭載、ダブル・ドラム施工。

最大 5.88mpm

幅 83mm のダブル・フランジ・ボギー付き、 速度(可変) 最大 13.11mpm
2 個の油圧式ドライブ・ボギーと 2 個のアイ

C-450

ドラ・ボギ
構造

フレーム

全溶接鉄構造、主フレーム・ピン接合

＋ RC コンベア

2 本の 170mmｘ381mm ６プライ・タイヤ

搬送用機具

及び現場用着脱可能牽引フック
7.32m から 17.07m

狭幅については，お問い

調整可能フレー

フレーム幅は、0.61m、1.22m、2.44m

合わせ下さい。

ム幅

3.66m 毎に調整可能です。

仕上げ幅の調

仕上げ幅は、フレーム幅より 1.52m 小さくな

C-650-S：1 セットのスリ

整

ります。仕上げ幅は、5.79ｍから 15.54m

ップフォーム機構

フレーム幅

可変仕上げ幅

キャリッジと

仕上げシリンダー

直径 254mm、長さ 1219mm

フィニッシャ

シリンダーの回転

302rpm

の機構

キャリッジﾞ速度

可変

オーガ

左右直径 254mm

仕上げパン

635mmx559mm 牽引式フロート･パン

オーガ･ガード付き

油圧式操作

Spanit

1000 シリーズ Spanit が、クロスウオークと

ワーク・ブリッジ

して使用されている。
7.32m ユニット

自動制御
（ピン接合部に搭載）

C-650-S 5724.4kg
C-650-F

延長フレーム

運転席を搭載し、走行速度や方向を中央制御する特別仕様。

C-650-S

最大 42.67mpm

PTA

重量

ＲＣコンベアとの共同作業。

4127.8kg

3.66m

340kg

1.22m

1361.1kg

2.44m
0.61m

238.1kg
68kg

本機は、3.35m２セクション構成で、シリンダーは、油圧式。
クローラ・タイプ。ステアリング、グレード等自動制御が可能です。

様々なアタッチメント

バイブレータ

この油圧式パン・タイプ・バイブレータは、
ラテックス上塗りや表面仕上げに使用します。

多様な施工

パン・タイプ

SL-450 への改造キット：
C-450 は簡単に、傾斜地舗装用 SL-450 に
改造可能です。このキットには、傾斜舗装用ア
ダプタ・ジャッキ・マウントや油圧モータが含
まれています。このキットは、現場組立用に特
別設計されたものです。
最小フレーム幅

3.66ｍ

最大フレーム幅

42.67m

最小仕上げ幅

2.74m

最大仕上げ幅

41.76m

1 点軸操業も出来ます。
C-450 では、排水処理場などの 360 度円形
舗装も可能です。

Gomaco 社のロータリー・ステイ
ンガ・バイブレータ

C-450

このロータリー・ステインガ・バイブレータ
は、180 度回転します。従って、作業の終わり
の終わりまで、バイブレーションを掛ける事
が出来て、スラブ全体の締固めが、隅々まで
可能になります。

低スランプ、

低スランプ・高密度表層舗装を可能にした

ViｂO Pac

C-750 シリーズ：
インドでのトレイン施工。
世界最大の運河工事です。
Gomaco の RC コンベアと
C-750 及び Gomaco 製
6000 型ウオークウェイが
使用されました。

標準寸法

Ｃ-450

シリンダー・フィニッシャの仕様

Gomaco 社特許 3 点式仕上げシステム
オーガがコンクリートを広げます。

橋梁工事

ダブル･ドラム・シリンダーとオーガ

シリンダーが,締固め、敷均します。
フロート･パンが表面仕上げを行ないます。
オーガは、シリンダーと同じ直径で、254mm。
高さ調整は、エレベーション・ジャッキで行ない、
仕上げは、ダブル・フロート・パンが行ないます。

GOMACO 社の特許･3 点式仕上げシステム
エンジン

型式

Kohler、空冷式ガソリン・エンジン

オプション：

馬力

16hp

13.4hp

Hatsz ジーゼル

電気始動式

20amp フライホイール･オールタネータ付

20hp

Kohler ガス

12V 始動モータ
サービス能力

コンソール

トラック・
システム
構造
搬送用機具
フレーム幅

可変仕上げ幅

燃料容量

各 21L

油圧作動油

キャリッジ 36L、コンソール 49.2L

油圧式

メイン・フレーム上何処でも設置可

ドライブ

走行速度･方向制御を容易にする為の設計

ドライブ

2 個の油圧式ドライブ・フランジ・ホイール

速度

最大 10.45mpm

フレーム

全溶接鉄構造、主フレームピン接合

上部キャリッジの 360 度ターンテーブルが、下部キャリッジ

Gomaco 社の SL-450 が、アラバマ州での自動車

2 本の 170mmｘ381mm ６プライ・タイヤ

の非対称性を十分維持し、シリンダーが、スラブの中央で、平行に

走行試験場を造成しています。

及び現場用着脱可能牽引フック

保ちます。

SL-450 の両端に装備した油圧ドライブが、

（オプション）

ウレタン・ホイール

頭上トラスなし

3.66m から 23.16m

仕上げ幅は、通常、フレ

頭上トラス付き

23.16m から 42.67m

ームはより 914mm 小

幅の調整

フレーム幅は、0.61m、1.22m、2.44m

非対称キャリッジ：

高速度仕上げを実現：

1 時間に、10.45m の施工をサポートしました。

3.66m 毎に調整可能
幅の誤差

3.66m に対しその１/8 の 3.2mm

キャリッジと

仕上げシリンダー

直径 254mm、長さ 1219mm

フィニッシャ

シリンダーの回転

302rpm

の機構

キャリッジﾞ速度

可変

オーガ

左右直径 254mm

仕上げパン

635mmx559mm 牽引式フロート･パン

（オプション）

油圧操作

（ピン接合部に搭載）

トリマーの下部 （オプション）

トリマー･ホイール・アセンブリ

（微細表面仕上げ用）

キャリッジ

標準ホルダとカッタ

PTA

重量

基本機 1905.1kg

最大 42.67mpm
オーガ･ガード付き

3.66m 延長

340.2kg

2.44ｍ延長

238.1kg

1.22 延長

136.1 kg

0.61 延長

68 kg

C-450 のトンネルでの施工：
カナダ(左)と英国(上)でのトンネルでの施工です。
トンネル壁の僅かな隙間に設置したレール上を C-450
が走行し、シリンダーは、壁ぎりぎりまで、コンクリート
ヲ

を敷均し、仕上げを行ないます。

更に、7 つのオプションもご利用いただけます。

新設計の運転席

新 8 ローラー式
キャリッジ
8 個のローラーによ
り、スムースに動き
ますから、クラウン
でも平坦調整も楽に
出来ます

新・PTA

運転中は、梯子を畳みます。

輸送する時には、ハンドレールや

フレーム全体に荷重が行き渡ります。

梯子も畳んで運転席に収納します。

新設計・ジャッキマウント・アセンブリ
新設計のジャッキマウント・アセンブリは、拡張を容易にしました。レールへの噛み付きを改善し、重量
配分を均一にしました。ローラー調整も容易になりました。

新設計のオーガは、調整可能に！
有効なストライクオフ制御を行う為、調整可能なオーガ･アッタチメントを付けました。
迅速に、簡単に、そして、正確な
グレード調整が出来ます。

オフセット・ローラーが、4 個のローラーへの

直径 254ｍｍ長さ 610ｍｍがありま

荷重を軽減し、引掛りをなくしました

す。直径 197ｍｍもあります。
オーガはドラムの下、25ｍｍ
ピッチで調整可能です。

バイブレータ・アセンブリ
調整可能パンやローターリー・ステ
インガ・バイブレータ用に開発され
た新設計のアセンブリです。

ダブル・フロート･パン

