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レールグラインダー(1
130'*-&(3*/%&3(1

正確で扱いやすいレールグラインダー
レールグラインダー(1は、レール頭頂部や
溶接部の表面／側面の正確で容易な削正作業を可
能にします。
(1は強力なディーゼルエンジンを備えてお
り、レール削正に高い性能を発揮します。目盛り
付きの大型の手回しハンドルにより、砥石を送り
仕様

4QFDJØDBUJPOT

エンジン

&OHJOF

燃料
エンジン出力L8
トルク/N
負荷時エンジン回転数SQN
放出音圧レベルE#"
放出音響出力レベルE#"
砥石径／厚さNN
保護フレーム無しの寸法 MYXYINN
保護フレーム付きの寸法 MYXYINN
空重量LH

込む際の反動がありません。特殊形状のハンドル
バーは、作業姿勢を楽にし、研削部分の見やすさを
確保します。(1は、頭部幅NN～NN、
最低まくらぎ高さNNのレールでの使用に適し
ています。(1には、動力部にガソリンエンジ
ンを備えたタイプもあります。

(1%

ヤンマー製
:BONBS
'VFM
ディーゼル
%JFTFM
&OHJOFPVUQVUJOL8

5PSRVFJO/N
 
&OHJOFTQFFEVOEFSMPBEJOSQN
 
&NJTTJPOTPVOEQSFTTVSFMFWFMJOE#"

&NJTTJPOTPVOEQPXFSMFWFMJOE#"

%JBNFUFSUIJDLOFTTPGHSJOETUPOFJONN
Y
%JNFOTJPOTJONN MYXYI XJUIPVUQSPUFDUJWFGSBNF  YY
%JNFOTJPOTJONN MYXYI XJUIQSPUFDUJWFGSBNF
 YY
&NQUZXFJHIUJOLH


(11
ベルナール製
#FSOBSE
ガソリン
1FUSPM

 



Y
 YY
 YY
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5IFQSPØMFHSJOEFS(1BMMPXTUIFQSFDJTFBOE
VTFSGSJFOEMZSFTUPSBUJPOPGUIFSBJMQSPØMFTPG
UIFIFBETBOEKPJOUTPOSBJMTVSGBDFTBOEFEHFT
5IFNBDIJOFJTFRVJQQFEXJUIBQPXFSGVMEJFTFMFOHJOF
UPFOTVSFIJHIQFSGPSNBODFSBJMHSJOEJOH"MBSHF
IBOEXIFFMXJUITDBMFFOBCMFTCBDLMBTIGSFFJOGFFEPG



UIFHSJOETUPOF"TQFDJBMMZTIBQFEIBOEMFCBSPOUIF
HSJOEJOHNBDIJOFFOBCMFTFSHPOPNJDPQFSBUJPOBOE
BHPPEWJFXPGUIFHSJOEJOHQPTJUJPO5IFNBDIJOFJT
TVJUBCMFGPSVTFXJUISBJMQSPØMFTXJUIBSBJMIFBEXJEUI
CFUXFFONNUPNNBOEBSBJMIFJHIUPGBUMFBTU
NN5IFNBDIJOFJTBMTPBWBJMBCMFXJUIBQFUSPM
FOHJOFBTBQPXFSVOJU

レールグラインダー(1概要
特長

機能

メリット

ディーゼルエンジン

ガソリンの気化がゼロ
低重心
低燃費
頑丈なエンジン

トンネル内での使用が許可されている
取り扱いやすい
低いランニングコスト
耐久年数が長い

わずかに角度をもたせた砥石部

作業者に火花が飛散しない

研削作業に集中できる

自動ベルトテンショナー

ドライブベルトの脱落を防ぎ、適正なテ
ンションを維持する

長寿命
低い故障率

緊急停止ボタン (11

点火装置を電子的に中断

安全性の向上

130'*-&(3*/%&3(107&37*&8
'FBUVSF

'VODUJPO

#FOFØU

%JFTFMFOHJOF

/PQFUSPMWBQPS
-PXDFOUFSPGHSBWJUZ
-PXGVFMDPOTVNQUJPO
3PCVTUFOHJOF

"QQSPWFEGPSVTFJOUVOOFMT
(PPEIBOEMJOH
-PXSVOOJOHDPTUT
-POHFOHJOFMJGF

4MJHIUMZBOHMFEQPTJUJPOPGHSJOETUPOF

4QBSLTBMXBZTÙZBXBZGSPNUIFVTFS

&OBCMFTGVMMDPODFOUSBUJPOPOUIFHSJOEJOH
QSPDFTT

"VUPNBUJDESJWFCFMUUFOTJPOFS

1SFWFOUTESJWFCFMUTMJQQJOHPGGBOEFOTVSFT
JEFBMUFOTJPOPGESJWFCFMU

-POHFSMJGFUJNF
-PXEPXOUJNFT

&NFSHFODZTUPQCVUUPO (11

&MFDUSPOJDJOUFSSVQUJPOPGUIFJHOJUJPOVOJU

*ODSFBTFETBGFUZ

オプション

015*0/"-'&"563&4

 緊急停止ボタン (11
 サイドスタンド
 エンジンおよびタンク部用保護フレーム

 &NFSHFODZTUPQCVUUPO (11
 4JEFTUBOE
 "EEJUJPOBMQSPUFDUJWFGSBNFGPSFOHJOFBOEUBOL


タイタンパー5#1
#"--"455".1&35#1

バラストタンピング用タイタンパー
タイタンパー5#1は、あらゆる種類のバラス
トに対し、効果的で作業疲労の少ない、しかもダ
メージを与えないタンピング効果を保証します。
5#1は、バラストの補修作業に優れた実用性
を発揮する頑強なツールです。特殊設計のタンピ

ングブレードの他に、オプションで振動プレート
も装着できます。付属品の交換は簡単に素早く行
うことが可能です。革新的なサスペンションシス
テムが手元の振動を大幅に抑え、疲労の少ない作
業を保証します。

仕様

4QFDJØDBUJPOT

5#1

エンジン
燃料
エンジン出力L8
打撃周波数 毎分
打撃力L/
放出音圧レベルE#"
放出音響出力レベルE#"
ハンドル部の振動NT
寸法 MYXYINN
重量LH

&OHJOF
'VFM
&OHJOFPVUQVUJOL8
*NQBDUGSFRVFODZJONJO
'PSDFPGJNQBDUJOL/
&NJTTJPOTPVOEQSFTTVSFMFWFMJOE#"
&NJTTJPOTPVOEQPXFSMFWFMJOE#"
7JCSBUJPOPOIBOEMFJONT
%JNFOTJPOTJONN MYXYI
8FJHIUJOLH

ホンダ製)POEB
ガソリン1FUSPM

 




YY


5".1*/(0'3"*-8":4-&&1&34"/%&''*$*&/5#"--"455".1*/(
5IFCBMMBTUUBNQFS5#1HVBSBOUFFTBOFGØDJFOU 
FSHPOPNJDBOEOPOEFTUSVDUJWFUBNQJOHPGBMMUZQFTPG
SBJMXBZTMFFQFST
5IF5#1JTBSPCVTUUPPMXIJDIJNQSFTTFTXJUIJUT
FYDFMMFOUQSBDUJDBMJUZGPSSFQBJSBOENBJOUFOBODFXPSL



:PVSFDFJWFBUPPMXJUIBTQFDJBMMZEFTJHOFEUBNQJOH
CMBEFPSPQUJPOBMMZXJUIBWJCSBUJOHQMBUF5IPTF
BDDFTTPSJFTDBOCFDIBOHFERVJDLMZ5IFJOOPWBUJWF
TVTQFOTJPOTZTUFNTFSWFTUPDPOTJEFSBCMZSFEVDFIBOE
USBOTNJUUFEWJCSBUJPOPGUIFNBDIJOFBOEUIFSFGPSF
FOTVSFTFSHPOPNJDXPSLJOH

タイタンパー5#1概要
特長

機能

メリット

革新的なサスペンション及び振動コン
セプト

最大出力時でも低い手元振動

扱いやすさの向上と作業疲労の低減

エンジンを保護する特製フレーム

堅牢なエンジン保護

作業／運搬中の保護

特別な振動運動を行うよう設計された特
別製タンピングブレード

まくらぎ直下でもダメージを与えないタ
ンピング

環境に優しく高性能

振動プレートとタンピングブレードの迅
速な交換

作業工程間の準備時間を短縮

高い効率性

最適なバランスの軽量設計、高さ調節機
構付き

無理のない姿勢での作業／運搬が可能

作業疲労の低減

#"--"455".1&35#107&37*&8
'FBUVSF

'VODUJPO

#FOFØU

*OOPWBUJWFTVTQFOTJPOBOEWJCSBUJPODPODFQU

-PXWJCSBUJPOUSBOTGFSFWFOXJUIGVMM
UBNQJOHQPXFS

*ODSFBTFEVTFSGSJFOEMJOFTTBOEFSHPOPNJDT

4QFDJBMGSBNFDPODFQUBOEFOHJOFQSPUFDUJPO

3PCVTUQSPUFDUJPOBHBJOTUEBNBHF

*ODSFBTFEXPSLJOHBOEUSBOTQPSUQSPUFDUJPO

4QFDJBMUBNQJOHCMBEFEFTJHOXJUITQFDJBMMZ
EFWFMPQFEPTDJMMBUPSZNPUJPO

/POEFTUSVDUJWFUBNQJOHBMTPCFOFBUI
UIFTMFFQFS

*ODSFBTFETVTUBJOBCJMJUZBOEIJHI
GVODUJPOBMJUZ

2VJDLDIBOHFCFUXFFOWJCSBUJOHQMBUFBOE
UBNQJOHCMBEF

3FEVDUJPOPGTFUVQUJNFCFUXFFO
XPSLJOHTUFQT

*ODSFBTFEFGØDJFODZ

-PXXFJHIUXJUIPQUJNVNCBMBODFBOE
IFJHIUBEKVTUNFOU

0QFSBUJPOBOEUSBOTQPSUXJUIJEFBM
CPEZQPTUVSF

*NQSPWFEFSHPOPNJDT

オプション

015*0/"-'&"563&4

 タンピングブレードの代わりとしての振動プレート
 つ組での提供

 7JCSBUJOHQMBUFJOTUFBEPGUBNQJOHCMBEF
 "WBJMBCMFBTTFUPGUXP


トルクレンチ851
50326&83&/$)851

レール締結用トルクレンチ
新開発のトルクレンチ851は、電子式トル
ク調整機構により、枕木のネジクギおよびナット
の正確な締め付け作業を可能にします。

式トルク調整機構は、コントロールノブにより操
作できます。段自動変速ギアにより、最適な速
度とパワーを選択できます。

851トルクレンチは、レール締結用ボルト
の締め付け行う強力且つ正確なツールで、厳しい
状況下でも使用可能です。最大トルク/Nと
いう出力は、作業に十分な余裕を与えます。電子

仕様

4QFDJØDBUJPOT

851

エンジン
燃料
エンジン出力 L8
放出音圧レベルE#"
放出音響出力レベルE#"
ハンドル部の振動NT
緩みトルク/N
締め付けトルク/N
寸法 MYXYINN
重量LH

&OHJOF
'VFM
&OHJOFPVUQVUJOL8
&NJTTJPOTPVOEQSFTTVSFMFWFMJOEC"
&NJTTJPOTPVOEQPXFSMFWFMJOEC"
7JCSBUJPOPOIBOEMFJONT
-PPTFOJOHUPSRVFJO/N
5JHIUFOJOHUPSRVFJO/N
%JNFOTJPOTJONN MYXYI
8FJHIUJOLH

ホンダ製)POEB
ガソリン1FUSPM




UP 
UP
YY
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5IFOFXMZEFWFMPQFEUPSRVFXSFODI851FOBCMFT
UIFQPXFSGVM QSFDJTFMPPTFOJOHBOEUJHIUFOJOHPGTMFFQFS
TDSFXTBOEOVUTXJUIUIFPQQPSUVOJUZUPFMFDUSPOJDBMMZ
BEKVTUUIFUPSRVF
5IFUPSRVFXSFODI851JTBQPXFSGVMBOEQSFDJTF



UPPMGPSUIFMPPTFOJOHBOEUJHIUFOJOHPGSBJMCPMUT BMTP
VOEFSDIBMMFOHJOHDPOEJUJPOT5IFNBYJNVNUPSRVFPG
 /NHJWFTUIFNBDIJOFBMBSHFSFTFSWFPGQPXFS
5IFFMFDUSPOJDBEKVTUNFOUPGUIFUPSRVFJTNBEFVTJOHB
DPOUSPMLOPC5IFBVUPNBUJDDIPJDFCFUXFFOUXPHFBST
FOTVSFTPQUJNVNTQFFEBOEQPXFSEFMJWFSZ

トルクレンチ851概要
特長

機能

メリット

電気機械的カップリング

レール固定のための正確な締め付けトルク

作業の正確性の向上

自作動式ディスクブレーキ

トリガー後の動力伝達の即時遮断

安全性と正確性の向上

フルオート段変速ギアボックス

自動変速

すべての作業工程における理想的な出力

最大トルク /N

錆びのきついボルトも緩めます

最高の作業精度で困難な保守作業を遂行

理想的な重心バランス

取り扱いに優れた理想的な重心バランス

扱いやすく、一人でも最低の労力で作業
が可能

50326&83&/$)85107&37*&8
'FBUVSF

'VODUJPO

#FOFØU

&MFDUSPNFDIBOJDBMDPVQMJOH

&YBDUUJHIUFOJOHUPSRVFGPSSBJMØYBUJPO

*ODSFBTFPGQSPDFTTBDDVSBDZ

"VUPNBUJDBMMZBDUJOHEJTLCSBLF

*NNFEJBUFJOUFSSVQUJPOPGQPXFS
USBOTNJTTJPOBGUFSUSJHHFSJOH

*ODSFBTFETBGFUZBOEQSFDJTJPO

'VMMBVUPNBUJDTQFFEHFBSCPY

"VUPNBUJDHFBSDIBOHF

*EFBMQPXFSXJUIFBDIXPSLJOHTUFQ

.BYUPSRVFPG /N

-PPTFOJOHPGTUSPOHMZDPSSPEFETDSFXT

.BYJNVNQSPDFTTBDDVSBDZBOEFYFDVUJPO
PGEFNBOEJOHNBJOUFOBODFXPSL

*EFBMDFOUFSPGHSBWJUZJONJEEMFPGNBDIJOF

&YDFMMFOUIBOEMJOHPGNBDIJOFUISPVHIJEFBM
XFJHIUEJTUSJCVUJPO

*ODSFBTFEVTFSGSJFOEMJOFTT POFNBOPQFSBUJPO
XJUIBNJOJNVNPGFOFSHZ



株式会社ゴールドシュミット-テルミットジャパンは最新技術のテルミ
ット溶接と共に軌道設備、計測機器などの製品ラインを営んでおりま
す。株式会社ゴールドシュミット-テルミットジャパンは多様なコンサ
ルタント業務、技術的なサービス、また教育用にテルミットのデモキ
ットを提供しております。
我々は鉄道業界におけるレールの接続、レールサービス、計測機器、
機械や設備を持つ世界的なパートナーであるゴールドシュミット テ
ルミットグループの一員であります。

"-8":445"5&0'5)&"35
5IFQPSUGPMJPPG(PMETDINJEU5IFSNJU+BQBO$P-UEJODMVEFT5IFSNJU
XFMEJOHVTJOHUIFMBUFTUUFDIOPMPHZBTXFMMBTJNQPSUBOEEJTUSJCVUJPOPG
USBDLFRVJQNFOUBOENFBTVSJOHEFWJDFT(PMETDINJEU5IFSNJU+BQBO$P -UE
PGGFSTWBSJPVTDPOTVMUBUJPOBOEUFDIOJDBMTFSWJDFTBOEBMTPPGGFSTB5IFSNJU
EFNPOTUSBUJPOLJUGPSTDIPPMT
8FBSFQBSUPGUIF(PMETDINJEU5IFSNJU(SPVQqXPSMEXJEFQBSUOFSPGUIF
SBJMXBZJOEVTUSZJOUIFBSFBTPG3BJM+PJOJOH 3BJM4FSWJDFT .FBTVSFNFOU 5PPMT
.BDIJOFTBOE&RVJQNFOU

(PMETDINJEU5IFSNJU+BQBO$P -UE
&NB5BOBLB#VJMEJOH'  *JEBCBTIJ$IJZPEBLV
5PLZP +BQBO
1IPOF    'BY   
XXXHPMETDINJEUUIFSNJUDPKQ

(PMETDINJEU5IFSNJU+BQBO$P -UE 写真1IPUPT(PMETDINJEU5IFSNJU(NC)
図(SBQIJD03*(0"HFOUVSGÓS.BSLFUJOH(NC)

常に最先端

