BSF28 - 4.16H

BSF28 - 4.16H

カタログ

スペック

コンクリートポンプ

型式
圧送モード
理論最大吐出量
理論最大吐出圧
コンクリートシリンダー径
ストローク長
コンクリートシリンダー数
吐出口口径
ホッパー

ブーム

水タンク
ホッパー洗浄用水ポンプ
ホッパーグリースシステム
非常停止ボタン
作業灯
ブーム型式
最大垂直リーチ
最大水平リーチ
最大下方リーチ
設置必要高さ
旋回角度
グリースシステム
操作方法
コンクリート輸送管径
カップリング
先端ドッキングホース
アウトリガー

トラックシャーシ

エンジン
タイヤ

型式
乘員
全長
全高
全幅
總重量
ホイルベース
（m）
メーカー
型式
排気量
最高出力
最大トルク
フロント
リヤ

前
後

ポンプ能力線図
BSF28-4.16H
高吐出モード 高圧モード
160m³/h
108m³/h
8.5Mpa
13.0Mpa
φ230mm
2,100mm
2
7インチプレッシャーコネクションタイプ
バイブレータ付き
グリル開扉時ポンプ停止安全装置装備
500L
160L/min x 2.5Mpa
自動
装備
付属
全油圧4段屈折Z式
27.7m
23.8m
17.0m
6.5m
365°
手動式
手動・無線・有線（25m）
125A ツイン管
SK
125A 1.5m
油圧式6.2m
油圧式2.6m
P410 B6X4NA
2名
10,300mm
3,750mm
2,500mm
約21t
（22tシャーシ）
5,700mm
スカニア
DC13型
12,742cc
302kW（410PS）/1,900rpm
2,150N・m（219kg・m）/1,000-1,300rpm
315/70R22.5
156/150L アルミ
275/70R22.5
148/145Mアルミ

ブーム作業範囲
Reach information diagram, Support, Performance diagram
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Betonfoerdermenge / Output (cbm/h)
empf. / recomm. 100kW

BSF .14 H

empf. / recomm. 150kW

BSF .11 H

empf. / recomm. 110kW

BSF .16 H

empf. / recomm. 180kW

BSF .11 H LS

empf. / recomm. 110kW

BSF .16 H LS

empf. / recomm. 180kW

All data maximum theoretical

Range in which you must not work with the
end hose.

Serial delivery scope
agitator and water pump radio remote/on site controlled

platform non-skid

boom pedestal TRD

pump on/off dependent on speed

boom rear light 24 V

radio remote control proportional with display

cardan shaft maintenance free

remote control with 25m cable, without display

central lubrication strip hopper

rubber collar on hopper

chassis horn via remote control on hopper

side panel left foldable

concrete hopper RS 900 with agitator

side panel right foldable

connections for hydraulic emergency supply

single piston

C-pipe connection for filling water tank

spectacle wear plate DURO 22

delivery cylinder chrome-plated

splash guard fixed

delivery line (1-layer) PM40, arm assembly

spray hose 10 m incl. bracket

delivery piston "compact" (11 H, 14 H, 16 H), „single“ (11 H LS)

S-transfer tube switchover fast/slow

diagnose interface

support plates (4x) in magazine (2x) open

end hose 4,0 m DN 125 5,5"

Tool set incl. standard equipment

Ergonic Graphic Display (EGD) with machine fault management

towing eye

Ergonic Pump System (EPS) incl. Ergonic Output Control (EOC)

water supply, hopper (1/2")
water tank 880 / 610 l, depends on chassis

プツマイスタージャパン株式会社
〒286-0025
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BSF .09 H

flushing water pump 160 l/min 25 bar

千葉県富里市美沢７番地
4detachable
hand working search light lighting hopper,
hydraulic hose for replacement in hose pack

Tel.0476-36-8907
Fax.0476-36-8908
operating manuals
2xcert.(1xpaper, 1xCD-ROM) spare part list
painting: pump MB 1227 chrome yellow

http://www.puzmeister.jp
painting:arm assembly RAL 3020 signalred

See quotation for exact serial delivery scope.
Comprehensive range of options available on request.
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BSF28-4.16Hは従来のプツマイスター製品の
頑丈・強固に加え、スカニア車両410馬力を採用することで
従来以上の力強い打設を可能にしました。

特許FFH（フリーフローハイドロリック）

●閉回路のオイルも無駄がなく、

切り替え時の異常圧力を制御。
他にないソフトポンピング。

●FFH採用でプレッシャーピーク
（ハンマーヘッド）を解消。
コンクリートをスムーズに
押し出します。

人間の血流に近い独自の油圧システムFFH（フリーフロー
油圧システム）を採用。従来、シリンダーの切換時に発生し
た異常圧力（プレッシャーピーク）をほぼ解消し、スムーズ
なポンピング（ソフトポンピング）を可能にしました。ポン

Wir machen Entwicklung möglich

環境にやさしい設計

プ、配管、シャーシの振動、脈動を極力抑えています。

●ピストン前面圧吐出量を
▲切換シリンダーは、アキュムレーターで瞬時

自由に調整可能です。

に(0.15秒) 切り換えて、吐出圧力の変動を
最小限に留め、コンクリートをほぼ連続で圧送
することを可能にしています。

私達は開発を可能にする

スペック ハイライト
●スカニア410馬力を採用
●リアエアサスを採用
●最大吐出圧8.5Mpa
●最大吐出圧13.0Mpa

最大吐出量160㎥/h
最大吐出量108㎥/h（高圧仕様）

●法定基準内車両総重量22tシャーシ
●6×4車両ですがセミロング
（8t車）並みの機動力
●4段Z型ブーム
●省スペースでの設置が可能
●ツイン管を標準装備

BSF28-4.16H

1

3 大特長

狭い場所でも安全・頑丈なアウトリガー
後アウトリガーの張りがほぼ無いので
設置場所制限に優位性が高い

2

4段Z型ブーム
４段Zブームでの多彩な打設レイアウトが可能

3

長寿命のツイン管を装備
ブーム配管には高強度軽量の Pro-Line ツイン管を
標準装備、デッキ配管には肉厚ツイン管を装備

