
 

 
                            

　    

                                    
                                                           

MAI®440MAI®440
各分野で 普遍的且つ究極 解決策を提供します：

•地盤工学で 仕事（注入＆吹付）

•トンネル補修作業（注入＆吹付）
•地熱発電用パイプ削孔（注入）
•コンクリート補修（吹付）
•下水道補修（吹付）
•防火作業（吹付）

操作概要  操作概要  
人間工学設計 

•操作員が使い易い設計 

•高い安全基準 

•操作ミスと外的要因がもたらす
妨害を防ぐための内部制御機能 
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MAI®440FC

Flow rate: 40-65l/min / 2,4 - 3,9m /h

Voltage : 200V/50Hz  220V/60Hz

Current: 38 A

Power rate: 15 kW

Pump motor: 6 kW / 233 UPM at 50Hz

Mixer motor: 3 kW / 570 UPM at 50 and

60Hz

Weight: 360 kg

Dimensions LxWxH : 2010 x 750 x 1030 mm

Noise: 73.5 dB(A)

ミキシング&ポンプユニット
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OPERATING / DISPLAY  

  1:  ��� 
  2:  ��� 
  3:  RECEIPE 
  4:  ���� 
  5:  �� 
  6:  ����� 
  7:  �
 
  8:  ������ 
  9:  ������� 
10:  �	���   

OPERATION MODE: 
O  :  STOP / CLEANING MODE 
     :  HAND MODE 
     :  AUTOMATIC MODE 

ERROR / RESET:   
Illuminates in the event of fault  
Pressing the button reset faults

  

CLEANING:   
Predefined automatic cleaning 
function   

MAI®FOG

Flow rate: 30-50l/min

Foam density: 40g/dm 

Voltage : 200V/50Hz  220V/60Hz

Current: 7 A

Power rate: 2 kW

Weight: 155 kg

Dimensions LxWxH : 824 x 524 x 995mm

: 自
動
発
砲
装
置
（
ポ
ン
プ
連
動
）

自動発泡装置(ポンプ連動）

10P 信号ケーブル

TSR−020−Ⅲ

流量圧力検出器

インバータ

RS−485（三菱用）

7P リモコン用信号ケーブル

TPG−10−2Ⅲ�ダイヤフラム式グラウトポンプユニット

KC-018-03��2017.6

使用フロー図（例）

〈1ショット注入〉

※2ショット注入の1：1�又は、比例注入にも
�対応可能。

瞬時表示 流量瞬時値�9999.9 ℓ/min�圧力瞬時値�9.999 MPa�

流量圧力検出部による

流 量 積 算

プリセットカウンター

精���度
記�録�紙

記録用ペン
記 録 速 度

信号ケーブル
電���源

外 形 寸 法
重���量

ブザー及び流量マーカー�

最大定格値の±1％�
100 mm巾�長さ 約 10 m

赤：流量�緑：圧力�紫：印字（プロッタペン）�
標準 120 mm/h�

標準 10 m 添付�50 m,100 m（最大 500 m 迄）オプション�
AC 85〜240 V�消費電力： 100 VA , 50/60 Hz�共用�

0 〜 50 ℃�80 ％ RH�
230 mm × 400 mm × 高さ 370 mm�

17.0 Kg�

型���式 TSR−020−Ⅲ

定���格

動作温湿度

8桁�(停電バックアップ機能付き�7年)

データ記録 SDカードに CSV形式で記録。1秒・5秒・10秒・30秒・1分間隔から選択
パネル画面 注入に対応した画面 3種類を用意

宮城県仙台市若林区鶴代町5番16 号
電話�022（782）3133（代表）

東陽商事株式会社
代理店

本���社
〒114- 0022

東京都北区王子本町2丁目25番3号 �壁巣ビル
電話�03（3906）8601（代表）

仙 台 支 店
〒984- 0001

大 阪 支 店
〒564- 0043

大阪府吹田市南吹田3丁目4番35号
電話�06（6389）8261（代表）

札幌営業所
〒004- 0802

札幌市清田区里塚2条6丁目5番10号
電話�011（886）7311（代表）

機械センター
〒278- 0002

千葉県野田市木野崎671
電話�04（7138）3221（代表）

福 岡 支 店
〒812- 0896

福岡県福岡市博多区東光寺町1丁目10番30号
電話�092（483）2011（代表）

●記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります 。

仕��様

＜総輸入元＞ ＜取扱店＞


