


新しいゴメコGP3は9.14m幅までの舗装用としてデザイン

され、様々な幅の変化に適応する様にデザインされて

います。

●デュアルテレスコーピング機能としてのスマートシリン

　 ダーを内蔵したゴメコローラーフレーム。

●ステアリングセットアップに関しては、オートマチックワイ

　 ドニング表示と、正確なフレーム拡幅のスマートテレス

　コーピング。

●G＋®コントロールと油圧回転スイング機能を備えたレッ

　グ配置用の、スマートピボットアーム。

●油圧トラック回転での究極のステアリング機能、ゴメコ・

　セレクティブステアリング、G＋コントロール。G＋自動

　　 　　ゴメコのGP3のモジュラーフレームは、左右それぞれに

　　 　　2.13mまでのテレスコーピング機能があります。

●最大限の性能と最適な燃費効率実現の為の、油圧式

　負荷検知機能を搭載。

●Tier4エンジンを搭載。（オプション）

●新しく採用された油圧ホース及びケーブル管理について

　　は、油圧ホースケーブルを機能的に配置しています。

●回送時の機械幅を短くするために、スライド式コンソール

　を採用。

●テレスコーピングフレーム内に組み入れられたTビー

　ムマウンテンレール。

●G＋は静かな走行技術を提供します。

●オペレータの快適性に優れた、隔離されたオペレーター

　プラットフォーム。

●GP3の側面と後方への移動はオペレータプラットホーム 　　　　スマートワイドは、容易で正確に幅変更をセットア

　からの容易なアクセス。 　　　　ップし、ペーバの幅変更時、適切なステアリングと

　　　　トラックスピードを制御する為の、指示をします。

●全てのガイダンス・システムやスマートアクセサリー

　に係るG＋コネクトTM。

●IDBIは7.32m幅までが可能です。

GP3は914㎜の手動式レッグ調整と、1067㎜の油 　　　　スマートピボットとスマートトラックは、脚回転を即時に

圧でのレッグ高さ調整が行えます。 　　　　行い、G＋システムに自動的に半径を介して、トラック移

　　　　動のスピードと方向を制御します。

GP3 スリップフォームペーバ

　方向検知機能を持ったラジアルポジショントラッキング。
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トランスポートモード

GP3スリップフォームペーバは容易に回送できる

様にデザインされています。スライド式コンソール

により、機械の回送幅を縮小します。ペーバは回

送位置へレッグ廻りを駆動させることにより、トラ

ンスポート・モードへ容易に切り替えができます。

レッグが回送位置に移動後、G＋トラベルは制御

完了しますので、“トランスポート”へ切り替わり

ます。オペレータは人手が無くても、数分で、

トランスポートモードを選択する事がができます。

　スマートフレームワイドニング

　 G＋はデュアルテレスコーピングフレームの幅を熟知しています。

　 メインフレームの幅変更は、スマートシリンダーと、ゴメコフレームロ

 　ーラーにより、行なえます。

　 GP3は自動式フレーム拡幅でトータル4.27mに対して、フレームの左

　 右それぞれに2.13mまでテレスコープが可能です。

　 スマートワイドは、容易に正確な幅の変更をセットアップし、ペーバ

   の幅変更時にて、半径を旋回しながら、適切なステアリングとスピー

　 ドを制御する為の指示をします。

スマートレッグ配置

ペーバレッグのピボットアームは、センサー式で、油圧回転駆動で行われます。

これらのスマートピボットは、G＋コントロールに回転角度の情報を供給し、トラ

ック回転センサーと連結し、ステアリングに関しては、直進ラインの軌道を維持

します。

スマートトラックステアリング

トラックステアリングと回転は、センサー式油圧回転駆動により、行われます。

スマートトラックの回転は、G＋コントロールに、正確なトラック場所と位置を供給し

ます。究極のステアリングは、かつてない程以上のステアリング能力を、トラック

が持つことで、即時に可能になります。

スマートレッグピボットとスマートトラック回転は、半径を介して移動するので、即

時にG＋システムに自動的に各々のトラックのスピードと方向を、制御させます。

ゴメコの選択式のステアリングコントロール

ストリングライン 3Dステアリングモード

オートステアリングモード

コーディネート クラブ フロント リア カウンター

ステアモード ステアモード ステアモード ステアモード ローテーション
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トランスバースモード

センサー式ステアリングフィードバックにより、レッグピ          　フルステアリングトラックは、前進ラインに対して、

ボット機能に、前進トラック位置に関しての、継続的な         　垂直に回転します。G＋コントロールシステムは

作業ができます。            トラック位置を認識し、トランバースモードにて、

          自動でステアリング制御を行ないます。

フルステアリングトラックと油圧回転センサー式ピボッ            GP3デザインはピボットアームでのラジアルスイ

トアームは、レッグを回送位置に駆動させます。 　　　　　 ングとトラック回転に対しては、センサー式の油

移動とステアリング制御のトラック方向は、G＋コント 　　　　   圧回転駆動を利用します。

ロールシステムにより、自動で行います。

センサー式レッグピボットとトラック回転

トランスポートモード

10.3ft(3.14m)最小搬送高さ

＊全ての施工寸法と搬送寸法は、公称値です。

33.3ft(10.15m)最小搬送長さ

8.5
ft(2

.59
m)

最
小

搬
送

幅

7.32m舗装幅での、9.81m施工幅

施工長さ：6.61m

254
㎜

ス
ラ

ブ
で

の

施
工

高
さ

： 3.69m

7.32m舗装で、3100シリーズオープンフロントモールド
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ゴメコの3100と5000のオープンフロントモールド

（1）3100シリーズオープンフロントモールドのスプレッダ―／オーガは

　　 最大フロー速度が33rpmで、356㎜のオーガです。

　   5000シリーズオープンフロントモールドのスプレッダ／オーガは

     最大フロー速度が28rpmで、406㎜のオーガです。

     

（2）バイブレーションはコンクリートの締固めの為に、モールドのスロート

 　  エリアで作動させます。このバイブレータのON／OFFは機械走行のス

     ターとストップに連動した制御となってます。またバイブレータは、油

　   圧式で、最大10,500vpmまでの可変式です。

（3）ゴメコタンパーバーシステムは舗装面上部の骨材をタンパーバーで沈み込

　　ませて、フィニッシングパンによる転がりを防ぎます。また、タンパーバーのON

    ／OFF制御も機械走行のスタートとストップに連動した制御です。

（4）フィニッシングパンは、コンクリートを平らにする役割をします。

　　3100シリーズモールドは、フィニッシングパンからステンレスパンまでの長さが、1,219㎜となります。

　　5000シリーズモールドは、フィニッシングパンからステンレスパンまでの長さが、1,524㎜となります。

（5）調整可能なステンレスパンは、ゴメコ独自のシステムです。

     これは表面をシールし、モールド通過後はコテ仕上げの役割を果たしています。

ゴメコのGP3 スリップフォームペーバ

各々の脚は1,067㎜の油圧による高さ調整

と、手動で914㎜の高さ調整ができます。こ

の事で油圧及び手動の両方で、1,981㎜の

範囲で高さ調整が可能となります。

バイブレータ配列はオペレーションの視界とアクセスを容易にするために、プラッ

トホーム前面に渡って配置されています。

オペレータの快適性の為の、分離され

たオペレータのプラットフォーム。

エンジンはTier 4（オプション）

画期的なクーリングパッケージモジュールは、騒音削減と冷却性能

を付加したスピード調整可能なファンを、組み入れています。

ゴメコの独自のG＋コントロールシステム。

回送幅を縮小する為の、スライド式コンソール。

油圧トラック回転、ゴメコ

セレクティブステアリン

グ、G＋コントロール機

能の空極のステアリン

グ性能。

マルチポジションで使用可能

な、ピボット式 梯子は、安全で

容易に登れる様、角度が変更

でき、オペレータプラットホー

ムへアクセスできます。舗装

条件の最小限のクリアランス

として、梯子は機械に対して、

垂直に上下に配置されます。

センサー式で、油圧

回転駆動を特徴とす

るペーバレッグ用の

ピボットアーム。

圧力調整可能なサ

イドスプリットプレー

ト。

ステアリングセットアップの

為の、正確なフレーム拡幅と、

自動幅調整の指示をするス

マートテレス コーピング。

デュアルテレスコーピング機能のスマートシ

リンダーを内蔵したゴメコローラーフレーム。

テレスコーピングフレーム内

に組み込まれたTビームマウ

ンテンレール。

2)バイブレータ

1)スプレッダ/オーガ

3)タンパーバー

4)フィニッシングパン

5)ステンレスパン
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●丈夫な厚み13㎜の舗装板のボックスデザイン

●機械へのモールドの正確なレベリングに対して、上下に

　 調整可能なモールドマウント

●端面まで610㎜のテレスコーピングは、両側にオプション

　で付加します。

●エッジスランプ調整

●トラッククリアランスに関して、モールド内部の自立式の

  油圧上下ヒンジ式のサイドプレート

●前後分割及び圧力調整式サイドプレート

●回送用のサイドプレートウィングは、折り畳み式です。

●モールドで覆う事により生じるストレスポイントを除去

　するための、ピボット式モールドマウンテングビーム。

●独立式TAは89㎜のACMEスクリューで、152㎜クラウンま

　で、油圧駆動でアップします。

●付属品の取付けと構造一体化のための、モールド上の前

　面と背面上部のTバー 5400シリーズモールドのボックスデザインは、前面から

●インサートは容易なモールド組立のために、前後のアライ 背面までの仕上げ長さは1372㎜で、より構造を一体化

　メントピンと一緒に、ボルト締めされております。 させるためにモールドへ溶接されている丈夫な13㎜厚

●バイブレータマウントチューブはモールド上のTバーに の舗装板を、備え付けています。

　取り付けます。

　　　―上下のバイブレータリフト

　　　―ワークブリッジからアクセス可能で、グリス

　　　　ニップルでの背面注油システム

●オプションのタンパーバー

●オプションのトレーリングステンレス

　   5400シリーズ舗装モールドは、2つのテレスコーピングエンドセクション

　   ンを備え付けており、2つの914㎜と2つの610㎜のモールドセクションが

     あります。5400シリーズ舗装モールドは、またエッジスランプ調整と独立

　　式TAを特徴としております。5400シリーズ舗装モールドは、1つ又はそれ

　　以上のバーインサーターを、備え付けることができます。上記モールドは、

　　中央取付け式の5400シリーズ・バーインサーターを、備え付けております。

オプションのテレスコーピングエンドセクション

インサートは6㎜、13㎜、76㎜、152㎜が、利用

可能です。この図はテレスコーピングエンドセク 　　　 オプションのテレスコーピングモールドセクション

ションに対して、152㎜インサートを示します。

エンドセクションは1.52m

～2.13mに縮小できます。

152㎜インサートは持ち上

げられ、エンドセクション

テレスコープが外に出た

後の位置にフックされます。

オプションの5400シリーズ舗装モールド

テレスコーピングモールド

セクションに対して、2つ

のオプションが利用可能

です。サイズは1.5～

2.44mセクション、1.83～

3mセクションとなります。

これらのテレスコーピ

ングモールドイン

サータは0.61mと152

㎜セクションを示しま

す。

テレスコーピング

モールドセクション

は業界にマッチしな

い一体化構造で設

計されております。
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エンジン 脚高さ調整：1,981㎜

9CAT  C7.1   173hp（129kW） Tier3 （油圧調整時1,067㎜、手動調整時914㎜の合計）

サービス能力 寸法

燃料タンク：605.7リットル 7.32ｍ施工時の3100シリーズオープンフロントモールド

オイルタンク：870.6リットル ドッキング時の寸法と、モールド切離し時の回送寸法。

施工長さ：6.61ｍ

自動制御システム 施工幅：9.81ｍ

タイプ：エレクトロニックオーバーハイドローリック 施工高さ：254㎜のスラブ厚で、3.69ｍ

コントロール：ゴメコの独自のG+コントロールシステムは、正確な舗装と 最小回送長さ：10.15ｍ

容易な舗装のためのグレード、ステアリング、スマートステアコントロール 最小回送幅：2.59ｍ

に関しての自己診断を、特徴としています。複数言語、メートル表示、高級 最小回送高さ：3.14ｍ

感のあるセッティング、165㎜反射防止のディスプレイ画面が特徴です。

コントロールインジケータ：カラーグラフィック性能のインジケーターは、 重量（概算）

オペレータがストリングライン又は3Dのマシーンガイダンスに対して、制御 回送重量：25,855Ｋｇ（モールド含まない）

信号をモニタリングすることが可能です。 施工重量：3100シリーズオープン・フロント・モールド

7.32mで33,838Kg

テレスコーピングフレーム 注記：搬送及び施工重量、寸法は、機械オプションにより

テレスコーピング：厚みが406㎜のモジュラー・ローラーフレームは 変動します。

左右共に2.13mまでのテレスコーピングが可能で合わせて4.27mのテレス

コーピングとなります。 アタッチメント／オプション

舗装幅：3.66m～7.92m、オプションで、追加ﾌﾚｰﾑ挿入により、9.14mまで 5000シリーズモールド

の舗装が可能です。 5400シリーズモールド

VHS､上下ヒンジ式のサイドプレート

高圧洗浄装置 オートフロート®アタッチメント

高圧ウォーター・システム：378.5リットル用タンクを２基搭載し、トリガ コンピュータ制御式パワー・トランジッション・アジャスター

ーガン操作の高圧力で、2000psiまで調整可能なウォーターシステムです。 （PTA)

ハイドローリック・エッジスランプ

バイブレータ ラチェット型・エッジスランプ

タイプ：偏心運動で駆動する油圧駆動、速度可変、独立制御。 フレーム・エクステンション

数量：最大20本のバイブレータ回路が可能です。 グレード・アベレージング・スキー

IDBIダウェル・バー・インサーター

オーガ・システム ゴメコ・スムーズレス・インジケーター（GSI®）

タイプ：電気制御式油圧回路で、左右分割式正逆転・オーガ。 バー・インサーションのサイドプレート・エクステンション

マニュアル・バー・インサーター

タンパー・システム エアー・バー・インサーター

タイプ：電気制御油圧回路で左右分割式上下タンパーシステム。 ハイドローリック・バー・インサーター

タンパーシステム：120ストローク／分で、ストローク調整可能です。 ボルトオン・キーウェイ・アタッチメント

スプレッダー・プラウ

スリップフォーム・モールド 5400シリーズ・タイバー・インサーター

左右ドライブセクション、PTAセクション・インサート、その他インサート・

セクション、上下駆動及び圧力調整可能な油圧式サイドプレート。 アプリケーション及びユーザー様の要求に応じて、

マシンをカスタマイズする為に、その他のオプション

インターナショナル・モールド：上記スリップ・フォームモールドは、 にも対応可能です。

インチ規格で製作されたモールドですが、「インターナショナルモード」と

は、メートル規格で製作も可能です。

4トラック・システム

タイプ：4ギア駆動

全体のトラック長さ：1.92m（シリーズトラックで、フェンダ含む）

トラック・パッド幅：300mm

トラック・スピード：最大27.7mpm。

クローラ接地圧：35.1psi

（本体+7.32mモールドドッキング時に、重量を均等配分した場合）

標準仕様
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左前脚は既存スラブでの移動を維持する為に、G＋コントロールシステムを通じて、 　　　左側のトラックが、既存スラブに

　　　沿って、ゆっくり移動するので、

　　　スラブのエッジは維持されます。

すぐに軌道を保つ為の情報を供給しました。

　　

　　　　GP3は254㎜深さ、4.57m幅のレーン施工とランプを

　　　　スリップフォーム工法で施工します。

安全のためのデザイン

GP3は何年にも渡る信頼性と安全なサービスを提供

する様にデザインされております。オペレータコンソ

ールと、機械のコーナーで緊急停止ボタンは、地上か

ら容易にアクセスができます。機械はバックアップア

ラームを備え付けており、トラックが後方に作業する

際、機械周囲の人々に警告する為のデザインがされ

ています。他の安全対策としては、トラックガード、

警告デカル、オペレータホーン、オペレータマニュアル、

セフティマニュアル等を標準化しております。ゴメコ

機械は、舗装オペレーション全体を通し、最高の視界

をオペレータに提供致します。

ゴメコ社では、機械のデザイン及び使用部材向上の為に、仕様に於ける

変更を通知無しにいつでも変更する権利があり、その変更に関する義務

を被る事もありません。機械の能力データは施行条件によって変わる場

合があります。

バンピングアウトされました。それから左前脚は、ウッドプランクをゆっくり進むために

ライン上で、バンプバックしました。センサーピボットとトラックは、基準線の先に真っ

〒361-0056 埼玉県行田市持田1-6-23日本代理店
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