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鉄 道 用ドリル 製 品
Cembreレール用ドリル機LD-41PおよびLD-2Eは特に鉄道作業での使用を目的として設計され、すべての天候状態で持続的に正確な穿孔を行います。当社のドリルは小
型なサイズが特色で通常は障害物の除去が必要な場合でも直接作業ができるため大幅な時間節約を可能にします。
最大厚み45mmまでのレールに対する内径7から27.5mmの穿孔には特殊なツイストドリルの先端部を利用できます。他方厚さ50mmまでのレールへの内径13から40mmの穿
孔にはブローチカッターを利用できます。本ドリルには適切な冷却用潤滑剤を使用するための貯蔵容器とポンプからなる冷却装置を装備しています。レールドリル
への接続は急速カップラーで行います。
本機器は軽量で一人での単独作業に最適です。
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技術的特性:
• 穿孔サイズ: Ø 7÷40 mm
• ブローチカッター使用時: Ø 13-40 mm, レール厚さ最大50 mm
• 特殊ツイストドリル使用時: Ø 7-27,5 mm, レール厚さ最大45 mm
• エンジン: 4 ストローク
• 排気量: 35,8 cc
• 燃料: 無鉛レギュラーガソリン
• 始動: 引綱方式
• クラッチ: 自動インターアクションによる遠心式
• 出力: 1 kW @ 7000 RPM
• 重量: DBG-F2 締付装置付 19,5 kg
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技術的特性:
• 穿孔サイズ: Ø 7÷40 mm
• ブローチカッター使用時: Ø 13-40 mm, レール厚さ最大50 mm
• 特殊ツイストドリル使用時: Ø 7-22 mm, レール厚さ最大 45 mm
• 単相電動モーター:
- 供給電圧: 220/230 V - 50 Hz
- 定格電力: 1800 W
• 重量: DBG-F2 締付装置付 17 kg
下記製品も利用可能:
110 V - 50/60 Hz タイプ (LD-2E-110)

レールドリル位置設定用テンプレート
特定したレールのドリル軸上に機器の位置を
自動的に設定します
MPAF 60JP 60 Kg JP レール用
MPSR 50JP-63 50 Kg N JP レール用

付 属 品 オプ ション
SPA
機械合体部用
接合プレート位置調整

鉄道審議会基準が定めたセンター間の距離調整を行
うMPAF 位置設定テンプレートに関連して設置

MRF SR-SFA
車軸計数器用の位置調整ジグ

MRFSR-SFA 位置調整ジグは車軸計数器を適用する下
記のホールセンターの穿孔に適しています:
- センター145 mmのホール２ヵ所;
- センター 270 mmのホール２ヵ所;
- センター148 mmのホール３ヵ所.

DBG-LF2
桁レールにドリルをクランプす
るためのデバイス

桁レールの設定には DBG-F2補助機
器のDBG-LF2を使用します

自 動レー ル 切 断 機
ROBOKATTA RDS-14P-AA
強力で強健さを兼ね備えたディスクを使用、切断作業時に作業員が機械
から離れた場所で操作できる自動サポートアームを世界で初めて採用、
新しいコンセプトのレール切断機で次の特徴があります。

• 振動:
• 力を使った作業:
• 有害な塵埃:
• 有害ガスの発生:

ゼロ
ゼロ
ゼロ
ゼロ

Robokattaの自動レール切断機は、正確に切断できるよう設計されてお
り、絶対的不可欠な完全に垂直になる動きが可能で、自動信号システム
の非接合継ぎ目の信頼性にとって必須な、どの軸方向に対しても一貫し
て正確な角度で切断できます。
従来の手動切断に代わって、二つのジョイントサポートアームにより、
操作が簡単でかつ精度が確保でき、作業者にかかる操作重量を最小限に
することができます。

遠隔操作
装置

RDS-14P レール・ディスク

技術的特徴:
ROBOKATTA RDS-14P 自動レール切断機
▪ 電気始動と５段エアフィルター付きハスクバーナ ２ストロークエン
ジン; 7.9 馬力 (5.8 kW) / 9750 rpm
▪ 遠心クラッチと台形歯ベルトを使ったプーリートランスミッション
▪ 燃料タンク容量:
1,25 l
▪ 切断刃径:
350/400 mm
▪ ディスクサポートシャフト径:
25,4 mm
▪ 寸法 (ディスクを除く)
- 全長:
798 mm
- 全幅:
285 mm
- 全高:
440 mm
▪ 重量:
- サポートアーム無し:
19 kg
- 手動サポートアーム重量:
8,5 kg
- 自動サポートアーム重量:
19,8 kg

AA-RDS 自動サポートアーム

• レール切断機エンジンによって作動し、切断は熟練作業者の動きをシミュレート
しております。
▪ オリジナルクランプ構造により切断されるレールをより良く、より安全にカップ
リングできます。
▪ クランプに正確な切断位置表示器が組み込まれています。
▪ レールの反対側の切断を続けるために、クランプとサポートアームを再配置することなく容易に、かつ迅速に
レール切断を反転できる能力があります。
▪ レールの両側を切断する時、精度を確実にするために、アームジョイントはシールドベアリングで支えられ、
またレールの端が浮かないよう取り付けられております。
▪ レール切断機の位置と始動操作を簡略化する為に「Hold」のポジションにブロックされます。
▪ 手動モードへの切り替えが可能です。

オプ ションアクセ サリ類 :
VAL RDS
RDS-14P
レール切断機用保管ケース

VAL AA-RDS
AA-RDSの自動サポー
トアーム用保管ケース

SSR1

カッティングディスク

最高の性能を発揮する為にROBOKATTA
用のCembre C-REXをお使いください。
CRDL4387 355 x 22,2 mm (14” x 7/8”)
CRDL4381 355 x 25,4 mm (14” x 1”)
CRDL6407 406 x 22,2 mm (16” x 7/8”)
CRDL6401 406 x 25,4 mm (16” x 1”)

短長レールの安定用サポート

SA-RDS 手動サポートアーム

サポートアームはROBOKATTAを
手動モードで使用する場合のみ使用できます。

木製枕木用ドリル機器
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According to phase 2
European Directives and
EPA regulations
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ガソリンエンジン SD-15PR-ECO

技術的特性:
• 穿孔サイズ: 防護ノズル標準装備で最大内径20 mm。オプションと
して入手できる互換性防護ノズルTPMを利用したときは最大内径
25 mmのホールまで穿孔可能。
• 穿孔可能な最大厚さ: 200 mm
• 重量: 20 kg
２ストロークエンジン:
• 排気量: 53.2 cc
• 出力: 2.7 HP / 2.0 kW
• 燃料: 2% 混合燃料 (1:50)
• 始動: 自動巻戻し付き引綱方式

ガソリンエンジン SD-9P-ECO

技術的特性:
• 穿孔サイズ: 防護ノズル標準装備で最大内径 20 mm
オプションとして入手できる互換性防護ノズルTPMを利用したとき
は最大内径 25 mmのホールまで穿孔可能。
• 穿孔可能な最大厚さ: 200 mm
• 重量: 19,1 kg
２ストロークエンジン:
• 排気量: 45.4 cc
• 出力: 1.4 kW
• 燃料: 2% 混合 (1:50)
• 始動: 自動巻戻し付き引綱方式.

電動 SD-10E

技術的特性:
• エンジン: 単相電力モーター
• 供給電圧: 220/230 V / 50 Hz
• 定格電力: 1800 W
• 孔内径サイズ: 最大 Ø 20 mm*
• 穿孔サイズ: オプション付属品として入手可能な互換性防護ノズ
ルTPMを使用して、最大内径 25 mmを達成可能
• 穿孔可能な最大厚さ: 200 mm
• 重量: 18 kg
110 V - 50/60 Hz (SD-10E2-110)
も提供可能

* 木材の種類よりさらに大きな穿孔も可能

この木製枕木ドリル機は CS-SD 支持トロリーを使用する場合に適しています。

サポート・トロリー
CS-SD
CS-SD-TA

430

技術的特性:
• 重量: 掘削支持ユニット 17,5 kg
• 第３車輪付バー: 12 kg
• サイズ (mm):

800

ポータブル木製枕木ドリル機およびポータブルインパクトレンチを固
定する支持機構にはガス圧スプリングが組み込まれ常に作業中の機器
のバランスを制御します。このトロリーは絶縁した車輪を装着してい
るので路線の電気回路に干渉しません。トロリーは簡単に折り畳み可
能で作業員１名で楽々と運搬できます。
CS-SD標準型は標準軌(1.435
mm)の軌道に適合し、他方CS-SD-TAは
1.000 から 1.700 mmの軌道に適した調整可能型です.

120

1650
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インパクトレンチ
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HIGH T
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NR-11P

技術的特性:

エンジン

種類:
排気量:
燃料タンク容量:

２ストローク、強制空冷、１気筒
55 cc
1,2 l
合成潤滑油 1:50
燃料混合比:
		
2 ストローク鉱油 1:25
回転数（アイドル時）:
2800 rpm ± 200
回転 (負荷、インパクト時): 7000 rpm 回転
数 (非負荷、最大):
11500 rpm
点火
種類:
デジタル
スパークプラグタイプ:
RAX 80 または同等
キャブレター 種類:
ダイヤフラム
インパクトユニット スクエアドライバーサイズ: 25,4 mm (1”)
締付トルク範囲:
出力全開時: 2500 Nm (1844 ft. lbs)
能力
自由時軸速度:
1300 rpm
ボルト直径:
最大 33 mm (1 1/4”)
重量
乾燥状態時:
18,5 kg (40,7 lbs)

NR-13E

技術的特性:
• モーター:
• 供給電圧:
• 定格電力:
• 重量:

単相電力モーター
220÷230V - 50 Hz
3 kW
21 Kg

{

インパクトユニット:
• スクエアドライバーサイズ: 25,4 mm (1”)
• 締付トルク範囲:
出力全開時: 2500 Nm (1844 ft. lbs)
• ボルト直径: 最大 33 mm (1 1/4”)

このインパクトレンチはCS-SD支持トロリーを使用する場合に適しています。

オプ ション 付 属 品
サポート・トロリーCS-SD搭載のインパクトレンチ		
垂直使用

水平使用

ご要望によってCS-SDサポート・トロ
リーで垂直使用するKCS-NRインター
フェースキットを提供いたします。

ご要望によってCS-SDサポート・トロリーで水
平使用するKHOR-NR インターフェースキット
を提供いたします。

標準およびロングインパクト、
スイベルシャフト、ソケット延
長アダプター

CLIP-NR

ソケットを下記外部直径のマンドレルに
固定するための保持用輪型クリップ:
47 ÷ 57 mm. 標準では3個を提供

CLIP-NR 57

ソケットを下記外部直径のマン
ドレルに固定するための保持用
輪型クリップ:
57 ÷ 67 mm. 標準では1個を提供
品名
XT 100
SJ 1”

KHOR-NR

説明
1” x 100 mm延長器 extension
1”スイベル結合
ソケットをマンドレルに固定するた
めの保持用輪型クリップ
CS-SDサポート・トロリーで垂直使
用するインターフェースキット
CS-SDサポート・トロリーで水平使
用するインターフェースキット

CS-SD-TA

サポート・トロリーによく使われる
NR11-P, NR-13Eと木製枕木ドリル機

VAL P20

ソケットと付属品を保管するプラス
チックボックス
NR11-P とVALP20 付属品ボックスを
保管する鋼鉄製ボックス

CLIP NR
KCS-NR

インパクトレンチはCembre枕木ドリル機を搭載したものと同じCS-SDサポート・トロリーで使用できます。

VAL NR

耐紫外線性高密度ポリエチレン
TARPCOVER (HDPE)製保護被覆。
027-NR
温度領域: －40°C から +70°C

鉄道路線網への恒久的電気接続
Cembreは現在世界中の主要な鉄道軌道の製造会社、運営会社および保守会社のすべて
が使用しているレールへの接続システムを開発しています。
レールへの電流接続は接続の信頼度が最大の安全要素であるため長年にわたり大きな技
術上の問題でした.Cembreはグローバルな特許権を取得して1989年に現在世界中の主要
な鉄道軌道の製造会社、運営会社,
保守会社のすべてが使用している革命的な接続システムを導入しました。ARシリーズのレー
ル接続は簡便な携帯可能なツールを利用することによってあらゆる環境条件下で実用的で容
易な設置を実現します。このシステムは銅スリーブを押出す原理に基づいており、ホールの
サイズと品質や作業者の能力、熟練度に関係なく正確な施工が可能です。
レールウェブの恒久的な電気接触

b

システム構成:
a – 電解錫メッキ処理をした銅ブッシュ
b – 六角ヘッドの埋込型M12 スーチルボルト
c – M12 ステンレススチールフラット座金
d – M12 ステンレススチール自動ロック式ナット



a



c

d





AR Cembre 押出手順(断面)の概略図

鋳造マンガン鋼で電流を
継続させるための電流接
続の例

自動遮断装置付の電線の例

電流共同利用での AR システムの例

レール腹部側面の電気接続ケーブル用の油圧式システム装置
HTEP

システム構成の内容:
• 油圧ツール型HTEP-S、手動操作。ヘッドは長
さ900mmの柔軟な管でポンプ本体に接続
• 特殊鋼製のOG 13.2型プランジャー2ユニット
• レールホールの点検およびプランジャーを
HTEP-Sツールにねじ込むためのCAL 19.20 ゲ
ージ
• VAL HTEP型の金属ケース.

BTEPD2

システム構成の内容:
• 長さ900 mmの柔軟なホースを通じてヘッ
ドを直接本体に接続する携帯油圧バッテ
リー
• 特殊鋼製のN°2 計測目盛付OG 13.2型プ
ランジャー
• レール穿孔とヘッドへの計測目盛付プラ
ンジャーねじ込みの両方に使用する
CAL 19.20ゲージ
• 予備バッテリー
• バッテリー充電器
• 腕用および肩用ストラップ
• キャンバス製バッグ

特定の接続ワイヤー用の継手接続
FTGW

この継手は漸減操作なしで新しいワイヤー同士または
新しいワイヤーと摩耗した古いワイヤーの接続を可能
にし、パンタグラフが滑接触する部分の均一性と連続性を
確保します。またこの継手の利用により介入時間を最短に
します。研究室でのテストだけでなく現場テストでも
180km/hの高速路線とより低速の路線の双方で、この継手は
強い電力吸収（グラジェント）が伴うものの満足に作動する
ことを示しました。

接続継手タイプ

FTGW 100
FTGW 120

トルク比率
Nm

断面 (mm2)

65

120

FTGW 150

110

溝付き接触ワイヤー
Ø (mm)

150

12,0
12,9
13,2
14,5

参考基準

EN 50149
(タイプ AC-120またはCuおよびCuAg 0,1)

接合工程は適切なツールを使用して接合する接触ワイヤーの先端を垂直に切断することにより改善および迅速化することができます。

トローリー整直器
MSGW

溝付きトロリー線の接触に対する機械的矯正装置に
よってたとえば下記のようなもっとも通常サイズの
ワイヤーを簡単かつ連続的に矯正することができま
す:100 - 120 - 150 mm2.

MSGW-E1

170 mm2およびさらに大型のトロリーワイヤー用です
技術的特性:
• 重量: 6,8 kg
• サイズ mm: 431 x 234 x h290

溝付きトロリー線の整列装置
設置、接続、結合作業中に使用
AD-GW
この装置は接続する継手の設置中に2本の溝付きトロ
リー線を配置するときに正確で反復可能かつ安全な作
業を容易にするように設計されました。
AD-GWには確実に迅速な作業を行うために接触ワイヤーの周辺および側面調
整用のHC-GWを組み込んであります。AD-GWは自動締めクランプへの取り付
けを容易にするフックおよび接続作業中に接触ワイヤーを牽引するために通常
使うTirfor型の機械的歯止めブロックが付いています

AD-GW

HC-GW

溝付トロリー線の油圧式切断ツール
HT-TFC
この2速式軽量小型油圧機器は電動牽引装置上の溝
付きトロリー線の切断に最適です.
技術的特性:

サイズ:
全長
全幅 (ロックハンドル閉鎖時)
全幅 (ロックハンドル開放時)
重量

373
159
257
3,6

mm
mm
mm
kg

VAL P17

VAL P17 は堅牢なプラス
チックケース入りで提供
されツールと金型4セット
の収納に適します。

B 35M-TFC
B 35M-TFC 片手で操作できるコードレスツー
ルです。電気牽引装置上の溝付きトロリー
線の切断に適します。
技術的特性:

サイズ:
全長
全幅 (ロックハンドル閉鎖時)
全高
バッテリー付重量:

VAL P43
385 mm
195 mm
133 mm
3,4 kg

VAL P43 は堅牢なプラス
チックケース入りで提供
されツールと金型4セッ
トの収納に適します。

その他のCEMBRE製品
特殊製品

Cembreは各種の鉄道作業用に幅広くコネクターを製造して
います：

CA-M および CA-2M

MTMA-GC

2A-M および 2A-2M

ANE および AN, IN, EN,
ナイロン絶縁端末

AA-M および ASED-M

圧 着 及 び 切 断 用 油 圧 式ツー ル

Cembre S.p.A.
電話: +39 030 36921
ファックス: +39 030 3365766
電子メール: sales@cembre.com

Cembre Ltd.
電話: 01675 470440
ファックス: 01675 470220
電子メール: sales@cembre.co.uk

Cembre S.a.r.l.
電話: 01 60 49 11 90
ファックス: 01 60 49 29 10
電子メール: info@cembre.fr

Cod. 6260702

w ww.c e m br e .c om

Cembre España S.L.
電話: 91 4852580
ファックス: 91 4852581
電子メール: comercial@cembre.es

Cembre AS
電話: (47) 33361765
ファックス: (47) 33361766
電子メール: sales@cembre.no

上記以外の国についてはイタリアのCembre S.p.A.にお問い合わせ下さい

Cembre GmbH
電話: 089/3580676
ファックス: 089/35806777
電子メール: sales@cembre.de

Cembre Inc.
電話: (732) 225-7415
ファックス: (732) 225-7414
電子メール: sales@cembreinc.com

