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1.機械の概要説明

散水タンク トラベルポンプ エンジン

作動油タンク

バッテリー

電磁クラッチ

走行モータ（R)

走行モータ（F)

起振軸

前後進レバー

振動スイッチ ライトスイッチ

スタータスイッチ

前後進レバーアクセルレバー

ホーンスイッチ
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H550KS
H50-0001～

エンジン
エンジンメーカ クボタ
エンジン名称 E75-E3-NB3
エンジン形式 横型水冷4サイクルディーゼルエンジン
冷却方式 水冷
気筒数 1
総工程容積 L 0.325
定格出力 kW/rpm 3.7/2,200
ハイアイドル ｒｐｍ 2,200
燃料消費率 g/kwh 290
バルブクリアランス・吸気側（冷時） ㎜ 0.16～0.20
バルブクリアランス・排気側（冷時） ㎜ 0.16～0.20
燃料噴射圧力 MPa 13.7
スタータ電圧 V 12
スタータ出力 kW 1.4
バッテリー 44B19R

トラベルポンプ
形式 アキシャルピストンポンプ
最大容量 ㎤/rev 10.0
最高圧力 MPa 13.7
チャージ圧 MPa 0.3～0.5
ケース内圧力 MPa 0.1

ドラムドライブ（F）
モータ数 個 1
形式 ジーローラーモーター
容量 ㎤/rev 372.6

ドラムドライブ（R）
モータ数 個 1
形式 ジーローラーモーター
容量 ㎤/rev 372.6

バイブレーションクラッチ
形式 VCE2.5EWP-03
名称 乾式単板電磁クラッチ
定格電圧 V 12
静摩擦トルク N・ｍ 25

各油脂類容量
エンジンオイル L 1.3（SAE 10W-30）
エンジン冷却水 L 1.2（水 50％、不凍液 50％）
作動油 L 10（ISO VG46）

型式（モデル）
車台番号
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H550KS
機械質量　　　　　　　　㎏ 550
運転質量　　　　　　　　㎏ 585
　前輪　　　　　　　　　　㎏ 234
　後輪　　　　　　　　　　㎏ 351
走行速度　　　　　　　km/h 0～3.5
起振力　　　　　　　kN（㎏ｆ） 9.8（1,000）
振動数　　　　　　　㎐（vpm） 60(3,600）
静線圧（前輪）　N/cm（kgf/㎝） 39.2（4.0）
静線圧（後輪）　N/cm（kgf/㎝） 58.8（6.0）
動線圧（前輪）　N/cm（kgf/㎝） 122.0（12.4）
動線圧（後輪）　N/cm（kgf/㎝） 143.4（14.6）
登坂能力　　　　　　　　％（度） 40（22）
締固め幅　　　　　　　　　㎜ 580
全長　　　　　　　　　　　　㎜ 2,337
全幅　　　　　　　　　　　　㎜ 620
全高　　　　　　　　　　　　㎜ 1,186
軸距　　　　　　　　　　　　㎜ 520
前輪（幅X径）　　　　　 　㎜ 580X355
後輪（幅X径）　　　　　 　㎜ 580X355
最低地上高　　　　　　 　㎜ 225
ｶｰﾌﾞｸﾘｱﾗﾝｽ　　　　　  　㎜ 225
ｻｲﾄﾞｸﾘｱﾗﾝｽ　　　　　　　㎜ 20
名称 クボタ
型式 E75-E3-NB3
冷却方法 水冷
定格出力　　　　　　　　kW/rpm 3.7/2,200
総工程容積　　　　　　　　L 0.325
燃料タンク容量　　　　　　L 4.8
変速機/変速段 静油圧変速機
逆転装置 油圧ポンプの油吐出方向の変換による
終減速機 ダイレクトドライブ
動力伝達 電気式
起振機 一軸偏心
装着位置 機体中央
走行ブレーキ 静油圧ブレーキ
駐車ブレーキ ロックピン式
散水方式 自然落下式
散水タンク容量　　　　　　L 35

起振装置

制動装置

散水装置

型　　　　式

質量

性能

寸法

エンジン

動力伝達装置

2.仕様及びテクニカルデータ
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トラベルシステム













名称 給油箇所 オイルの種類 オイル容量 点検及び交換時期 No.

オイルパン
ディーゼルエンジンオイル
（CD級以上）
SAE10W-30 オールシーズン

1.3ℓ
毎日点検
1回目50作業時間後交換
2回目以降100作業時間毎

1

燃料ストレーナ 100作業時間毎清掃 2

オイルタンク
ハイドロリックオイル
ISO　VG46

10ℓ
レベル範囲にあること
1,000作業時間毎交換

3

フィルター 300作業時間毎交換 4
ローラドラム 半年毎 5
ステアリングハンドル 半年毎 6

エンジン

油圧関係

本体関係 リチューム系グリースNo.2 適量

5.給油箇所/組立注意箇所

・給油点検表

備考：この給油点検表は標準を示します。作業環境の悪いこと場合には交換時間を短縮してください。
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6.故障連絡/部品注文

故障の連絡及び部品注文の際は、機械番号・エンジン番号をお知らせください。

1）機械番号打刻位置

機械前方向左側サイドプレートに打刻してあります。

2）エンジン番号打刻位置

エンジンレッグ後左側にあります。

ラベル貼付け位置
燃料タンクレベルゲージ横に貼り付けてあります。

打刻表示
H550⇒50-○○○○
H600⇒60-○○○○
H650⇒65-○○○○
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7.電気配線図
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H550KS

振動スイッチ

■■■■
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8.外観図






