LAM 3500 DP/8
コンテナ / パレット トランスポーター ローダー
7,800 Lbs キャパシティー (3,500 kg)
空港混雑、ランプ内のスペース制限、運用コストをミニマムにするためには、可能な限り幅の狭いローダーの使用が必要になります。
チェーンのない 新世代ローダーにより、整備性が良く素早い運用が可能になりました。
A320 と新しい A319 の就航によりそれにマッチしたデザインの新ローダー / トランスポーターの必要性が出ました： AIR Marrel LAM 3500 です。
整備性の良さ、オペレーターの操作性の要望に応えて AIR MARREL は、LAM 3500 モデルの進化版 LAM 3500 DP/M8 を開発。
DP/M7 スタンダードの特徴に加え、新 DP/8 は、横からの搭載とコンテナローテーションをオプションに加えました。
その他、AIR MARREL LAM 3500 DP/8 の新しい特徴は
チェーンなし ロードトランスファーシステムです。(全てのローラーは個々の
ハイドロモーターで直接作動)
LAM 3500 DP/8 は :








バゲージ、カーゴコンテナ や パレット(最大 60.4" 幅) を Boeing B767,
Airbus A319, A320, A321 の 前後のローワーデッキに搭載可能です
バゲージ、カーゴコンテナ / パレットを DC10, MD11, L1011, A300, A310,
A340, B777 の ローワーデッキに搭載可能です。
フロントプラットフォームに１個の AKH コンテナ 又は LD1, LD2, LD3 を
受けることが出来ます。
リアプラットフォームに 2 個の 特別 AKH コンテナ 又は 2 個の標準 LD1,
LD2, LD3 コンテナ又は 1 個の コンテナ LD4, LD6, LD8, LD11 又は 標準パ
レット 1,540mmx3,175mm (60.4" x 125"までを) 受けることが出来ます。
コンテナ 又はパレットを航空機搭載高 約 1.90 m から 3.47 m (74.8" to
136.6").まで 合わせられます。
地上車両高 508mm (20 in.), (最低 490 mm --19.4 in.) から最高 (リア高)
1600mm (63 in.)高までの車両からの貨物受け渡しが出来ます。
ワンマンオペレーション
運転席・オペレーションコントロールへの直接アクセス

オプション
パワーサイドローディング

航空機への 高さ・ピッチ変更/調整手動
アタッチメントなしに運用可能
(油圧操作による)

油圧調整可能サイドガイド付き
ブリッジからパーフェクトにコンテナを
貨物室にガイド します。

/ コンテナローテーション

自動リトラクタブルストップ
retractable stop

アタッチメントバーサポートの伸長アーム付
で 航空機の 20 cm 手前で停止を可能にしま
す。

ブリッジとメインプラットフォーム間を
パーフェクトに合わせ/ 電気的にプラットフォ
ームレベル が ブリッジレベルに近づくとスロ
ーになります。

情報提供資料、契約の添付資料にはなりません。
（仕様詰めにより変更となります。）

2 個の独立パワーローラーセット /
クレードルを容易に引き離せられま
す。ess
完全コントロール可能な、航空機へのスローアプローチ。
油圧スローダウンによる正しいしいアラインメントが可能
(低速モーター) そしてフロントホイールのターニングアングル
+/ – 45°
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易しいポジショニングと自動調整
ブリッジの 傾斜に合わせる機能 があり都度のスロープに調整可能です
(航空機のピッチによる)。油圧調整で 右・左ブリッジガイドで、コン
テナの出し入れが完全にこなせます。
トラブルフリー 搭載 / 荷降ろしオペレーション
ブリッジ / プラットフォーム 間の オートレベリングで、常に搭載面の
完全マッチが可能。
機動性
LAM 3500 DP/8 の動きは、早く/ フレキシブル / スムースです。
ハイドロステアリングシステムで、小さな半径で回転 出来ます。
安全度が高く、メンテナンスコストは低い
LAM 3500 DP/8 は、国際安全基準を満たしています。
電気コンポ―ネントは、選択された中から極端な気象 / 多湿条件下で
テストをします。
チェーンなしのダイレクト貨物移動システムは、正確なコントロール
と低メンテナンスコストを確保します。
3 機能をひとつに。 モジュールデザインにより LAM 3500 DP/8 は、３
種類のオファーが出来ます： DP/M8 は リアローディングオンリー、
DP/RF8 は リアローディングにコンテナローテーション付き、DP/R8
は リア / サイドローディングにコンテナローテーション付。
基本データと寸法（諸元）:
移動 / リフティング能力 :
- ブリッジとプラットフォーム: 3500 kg (7800 lbs) ずつ = 合計 7000kg
エレベーション範囲 :
- ブリッジ
+/- 1,900 mm to 3,470 mm (74.8" to 136.6")
- プラットフォーム
+/- 490 mm to 3,320 mm (19,3" to 130.7")
垂直移動速度（プラットフォーム） - 3.5 ton 貨物積載時 :
- 上昇
18 秒
- 下降
14 秒
垂平貨物移動速度:
- コンベヤー :
+/- 30 cm/秒 (60 ft / 分)
- 走行スピード :
+/- 10 km/時 (6.2 mile / 時)
最大登坂力 :
7.5% 走行時
回転半径 :
7.8 m (307 インチ)
ステアリング角 (モノフロントホイール) :
- +/- 45° (ハイドロスタティックオービットシステム)
フルスピードでの停止距離 : 5 m (197 インチ) 以下
車両重量 :
7.95 tons (17511 ポンド)
グラウンドクリアランス : ミニマム :
130 mm (5.1 インチ) 前方
140 mm (5.5 インチ) 後方
燃料タンク容量 : 90 リッター (24 US gal.) 最低 8 時間 運用可能
緊急手順 (操作)

スタビライザーを上げる

プラットフォームを下げる
安全ブレーキ: 油圧低下に対し緊急停止ブレーキがかかる
全体寸法

全長 :
8,130 mm (320.0") アタッチメントバー定位置

全幅 :
2,950 mm (116.0")

全高 :
2,965 mm (116.7") ハンドレール込み

ホイールベース : 4,650 mm (183.0")
出荷(輸出)寸法

全長 :
8,100 mm (319.0")

全幅 :
2,100 mm ( 82.7")
(ハンドレール / コントロールステーション外しで

全高 :
1,900 mm (74.8")

容積 : 34.4 m3 (1,445 ft3)

40 フィートコンテナ詰め、可能

POWER SYSTEM
主移送装置
プルアウトクレードルに設置
エンジン :
DEUTZ D2011L4i, Tier III
水冷式 – 4 気筒

2,500 rpm で: 36,5 kW
1,700 rpm で: 180 Nm トルク

エンジン安全モニタリングシステム
(エンジンーオイル圧低下 / オーバーヒートには、自動停止)
寒冷地スタート 仕様 デマンドスロットルシステム
ハイドロ(油圧) システム
1) メインハイドロポンプ: ギアポンプタイプ、２段階 25 and 8
cm3/rv, 200 and 150 bar, ディーゼルエンジンよりフレキシブルカプ
リング経由 直結駆動。
2) 8 cm3/rv は、油圧ステアリングに使用。
電気システム
24 V.D.C. モジュラー P.C.B. システム、プラグインリレー
ノイズなしの発電機。 ２ｘ 12 V (鉛酸 タイプ) シリーズ 115 Ah.
LAM3500 は、国際空港仕様環境で必要な全ての照明器具装着。
全てのスイッチは、プロキシミティスイッチ。
主安全装置・特徴
フローコントロールバルブは、プラットフォーム / ブリッジの下降
をあらゆる状況下でレギュレートします。ノーリターンパイロット
付きバルブは、急速な、リフティングラムのコントロール不可の下
降を防ぎます。(ハイドロラインの破損又はエンジン故障の場合、ラ
ムはその位置に留まります)。
油圧トランスレーションモーターは、ソレノイドバルブでコントロー
ルされています。スタビライザーのエクステンションは、ローダーの
移動装置をストップします。 全ての油圧回路は油圧制限バルブによ
り保護されています。
全てのコントロ－ルバルブは、ソレノイド式です。
全てのフューズは、サーキットブレーカー式になっています。

Rue Michel Rondet - Z.I. Clos Marquet – B.P. 75 - 42402 SAINT CHAMOND CEDEX (France)
Phone +33 4 77 29 95 95
Fax +33 4 77 31 44 76/ +33 4 77 29 95 80
Web site www. airmarrel.com
General email airmarrel@airmarrel.com

LAM 7000 DP/9
パレット/コンテナ ローダー
15,000 Lbs キャパシティー (7,000 kg)
AIR MARREL LAM7000DP/-9 シリーズは-8 シリーズの後継機種です。
CAD-CAM 技術でデザイン・製作された新シリーズは、機能向上、汎用性、オペレーターの利便性特徴を追加したものです。
更に運用コスト、航空機の地上待機時間減少に寄与しています。
クリアデッキ によりオーバーサイズ貨物のハンドリング が容易です。 更にコスト節減特徴は、チェーンなしの貨物移動システムで、サービ
スフリーな 独立油圧モジュール システムです。
機種 (仕様確定) により狭い貨物ドア対応 (B9 version) そして B767 のようなワイドボデーパレットドア対応(L9 version)があり、 更に B747
フレイター や Combi、DC10 又は A300C4 のメインデッキにも対応出来ます。

ローダーの能力
ローワーデッキ室へのバゲージコンテナ/ パレット移動 :

B747, 757, 767, 777, DC10, MD11, L1011, A300, A310, A320,
A321, A330, A340 & A380
メインデッキへのパレット移動 :

DC8F, DC9F, B707C, B727C, B727QC, B737C, B737QC,
BAe 146QT/QC
フロントローディング、積み込み高 1,830 to 3,720 mm ( 72.0 to 146.5 in)
までの ローワーデッキに対応出来ます。
フロントローディング、積み込み高 1,910 to 5,570 mm (75,2 to 219.3 in)
である MDL9 UNIVERSAL にも対応出来ます。
新 LAM 7000 DP/-9 は、地上車両高 508 mm (20") – 最低 490mm (19.3”)–
から対応出来、地上高 1,600 mm (50") 車両まで対応出来ます。
プラットフォームスピード
ブリッジ上昇スピード
貨物移送スピード
走行スピード
最大登坂力
回転半径 (外エッジまで)
ステアリング角
15 km/h での停止距離
車両重量
グラウンドクリアランス

+/- 8.35 m/min (0.14 m/sec)
+/- 8.60 m/min (0.144 m/sec)
+/-18.30 m/min (60 ft/m)
+/- 12.00 km/h
走行時 +/- 7 % 登り初め +/- 5 %
+/- 7.6 m (B9) +/- 8.2 m (L9 -MDL9)
+/- 40°
+/- 5 m (16 ft)
+/- 14,700 Kg (B9)
+/- 170 mm (6.7 in)

LAM 7000 DP / B9

燃料タンク容量 : 100 Litre (26.5 US Gal)
MAIN PUMP :
自動可変流量 75cm3 のピストンポンプ ( SAUER DANFOSS)
緊急電気ポンプ
ブリッジ、プラットフォームを下げたり、スタビライザーをリリースした
り、車体を上げたり、パワーステアリングを可能にする。

情報提供資料、契約の添付資料にはなりません。
（仕様詰めにより変わります。）

LAM 7000 DP / L9
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LAM 7000 DP/-9 は、３種類あります:
 LAM7000 DP/B9 ET L9
最小ブリッジ高:
1,830 mm
最大ブリッジ高:
3,720 mm
最小プラットフォーム高:
490 mm
最大プラットフォーム高: 3,700 mm
 LAM7000 DP/H9
最小ブリッジ高:
最大ブリッジ高:
最小プラットフォーム高:
最大プラットフォーム高:

 UNIVERSAL LAM7000 DP/MDL9
最小ブリッジ高:
1,910 mm
最大ブリッジ高:
5,570 mm
最小プラットフォーム高:
490 mm
最大プラットフォーム高: 3,700 mm

1,910 mm
5 ,70 mm
490 mm
4,740 mm

LAM 7000 DP / MDL9
グラウンドクリアランス
油圧コントロールのプラットフォームのグラウンドクリアランスは、平坦でない路面での走行性を最大確保しています。
易しいポジショニングと自動調整
当社の航空機側ドアとのレベル調整システムは、ピッチセッティングを変えずに即自動高さ調整が出来ます。また、レールガイドの調整も油圧式
で、ブリッジ上の貨物センタリングと油圧フラップ調整も油圧式です。
機動性
強化された安定性と機動性 / LAM 7000 DP-9 は、ワイドトラック 2-ホイールフロントドライブと 40° アングルという特別回転半径で接近という２つ
の相反する目的を達成しています。
信頼性
新シリーズでは、油圧フレキシブルホースの代わりにパイプの多用で高い信頼性を達成しました。
整備性の良さ
ルーティンエンジンメンテナンスは、エンジンを動かさずに実施 ; 油圧補助パワーでエンジンクレードルを引き出せて、エンジンへのアクセス、オ
ーバーホール / 交換が楽で容易です。
電気システム
電気部品は、選定されたものを極端な気象・多湿条件下でテストされたものを使用しています。
チェーンなしドライブ
チェーンなし、直接ドライブでの貨物移動システムで正確なコントロールとメンテナンスコスト削減を達成しています。
クリアデッキ
オーバーサイズ貨物は、クリアデッキ仕様により、垂直ランプなしで安全かつ易しくハンドリング出来るようになっています。
エンジンと オペレーティングシステム TIER3
当器材は、DEUTZ TD2011L4i ディーゼルエンジン, TIER3 又は PERKINS 1104D44T ディーゼルエンジン, TIER3. (水冷式 4 シリンダー)搭載。
又はご要望により TIER2 エンジン可能: DEUTZ BF4L2011 ディーゼルエンジン, TIER2.

(水冷式 4 シリンダー)

トランスミッションは、ハイドロスタティック タイプ
ステアリングは、ハイドロ パワーステアリング
油圧システム
油圧サーキットは、ローダー運用停止で、油圧コントロールがニュートラルになった時には開き、ハイドロオイルフローは油圧ポンプからオイルタ
ンクに戻り、(油圧の) オーバーヒーティングを防ぐようになっています。
電気的緊急事態発生又は２次的緊急時には、可能性として GPU 24VDC に接続でエマージェンシーポンプが作動出来るようになっています。
電気システム
24 V.D.C. モジュラー P.C.B. システムで、ノイズ除去発電器装着、 2 x 12 V バッテリー(lead acid type) シリーズ 115 Ah
全てのスイッチはプロキシミティースイッチです。

搭載。

Rue Michel Rondet - Z.I. Clos Marquet – B.P. 75 - 42402 SAINT CHAMOND CEDEX (France)
Phone +33 4 77 29 95 95
Fax +33 4 77 31 44 76/ +33 4 77 29 95 80
Web site www. airmarrel.com
General email airmarrel@airmarrel.com

LAM 14000 DP/MD8
パレット/コンテナローダー
ユニバーサルローワーデッキ と メインデッキローダー
30,000 Lbs キャパシティー (14,000 kg)
AIR MARREL LAM14000DP/MD8 loader は、既存 LAM7000DP/8 シリーズ と頑丈な作りの LAM14000DP/8 シリーズをもとに開発されたものです。
CAD-CAM 技術 によるデザイン・製作で、この新しいローダーはオペレータにとって新しい特徴・汎用性・使いやすさを追求したものです。
更に、運用コスト低減と航空機の地上待機時間削減に寄与しています。ナローボディーコンテナドアと B767 ワイドボディーパレットドア対応で、
B747 Freighter, Combi, ＤＣ１０ または A300C4 メインデッキ対応も出来、20 foot コンテナやパレットのハンドリングも出来ます。

ローダー能力


バゲージコンテナ / パレット のローワーデッキ, メインデッキへ
の搬送が可能 :
A300, A310, A320, A330, A340, A380,
B747,B757,B767,B767ER,B777
DC10, MD11, L1011.



パレット のメインデッキへの搬送 :
B707C, B727C &QC, B737C &QC.
DC8F,DC9F,Bae146 QT & QC



リアプラットフォームのハンドリング能力 :
4 LD2, 3 LD1, 3 LD3, 2LD4, 2 LD5, 2LD8,
1 LD6, 1 x 20 foot パレット, 2 x 96 in X 125 in (2.438 X 3.175)
長さ幅とも標準パレット。



航空機側ローディング高さ対応範囲
1,925 mm to 5,960 mm



LAM 14000 は、14 tons の貨物を 508mm 高 地上車両(最低
485mm) から 1,600mm 高さの車両(荷台) からの積みこみが出来
ます。 .

全長 :
11,055 mm
全幅 :
4,340 mm
全高 :
3,550 mm
ホイールベース :
4,200 mm
回転半径、外アングルで :
9,400 mm
リアプラットフォーム耐荷重:
14,000 Kg
ブリッジ高 適応範囲 (mm) :
1,925 to 5,960
プラットフォーム上昇速度 (mm) :
485 to 490
最高走行速度 :
12,5 km/h
最大許容登坂力 :
走行時, 7,5%
貨物移動速度 :
18 m/毎分
ステアリング角(フロント ) :
45°
EC 基準合致の停止速度 :
6,000 mm 以下
グラウンドクリアランス :
166 mm
電気システム :
24 V continued
バッテリー :
2 x 12 V – 110 Ah
燃料タンク容量 :
100 リッター (8 hrs 運用可)

情報提供書類、契約書の添付にはなりません。
（仕様の詰めにより変更となります。）
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グラウンドクリアランス
油圧コントロールのプラットフォームのグラウンドクリアランスは、平坦でない路面での走行性を確保しています。

易しいポジショニングと自動調整
ブリッジ上での貨物センタリングと油圧によるレールガイド調整(機能) 付き、(機体のピッチにより) 出来たスロープとブリッジの傾斜調整機能付き。

機動性
強化された安定性と機動性が、この新モデルで多く改良されました。 LAM14000 は、ワイドトラック 2-ホイールフロントドライブと特別回転半径・
角度での接近を達成しました: 9,4 m ( 31ft ) と +/- 45° ステアリング角。

オペレータステーション
油圧移動式オペレータステーションにより、航空機側ドアコントロールにアクセスできます。

信頼性
新シリーズでは、油圧フレキシブルホースの代わりにパイプの多用で高い信頼性を達成しました。

整備性の良さ
ルーティンエンジンメンテナンスは、エンジンを動かさずに、エンジンクレードルで引き出せて、早くしかも容易で整備コストに跳ね返ります。

電気システム
電気部品は、選定されたものを極端な気象・多湿条件下でテストされたものを使用しています。

チェーンなしのドライブ
チェーンなし、直接ドライブで貨物移動しすてむで正確なコントロールとメンテナンスコスト削減を達成しています。

汎用性
LAM14000 ローダーは、ほとんどの機種のローワーデッキ及びメインデッキの両方の運用に適しています。パッセンジャー、コンビ、貨物機と全て
に適用可能です。

動力システム
下記が装着されています:
DEUTZ TCD2012L4m ディーゼルエンジン, TIER3 又は PERKINS 1104D44TA ディーゼルエンジン, TIER3. (水冷４気筒)
又は TIER2 エンジンも要望があれば可能です。: DEUTZ BF4M2012 ディーゼルエンジン, TIER2. (水冷４気筒)
引き出し式クレードルに設置され容易なアクセスとメンテナンスが可能: エンジンの安全装置は全て装備、低オイル圧・オーバーヒーティング時の
シャットダウンスイッチ、コールドスタート、デマンドスロットルシステム付き。

油圧システム
ターボエンジンの後方にフランジ経由直接装着 :
 自動可変ピストンポンプ、ロードセンシングで 75 cm3/rv SAUER 常に確保し、走行、プラットフォームの昇降と貨物移動させます;
 補助ギアポンプで、ステアリングとブレーキをコントロール

緊急ポンプ
バッテリー操作:

ブリッジとプラットフォームを降下させる

スタビライザーのリリースと車体の持ち上げ

電気システム
24 V サーキット 2 x 12 V バッテリー 110 Ah. LAM14000 操作に必要な全ての照明器具が装備されています。
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LAM 27000 DP/B8
ヘビーデューティー パレット/コンテナローダー
ユニバーサルローワーデッキとメインデッキローダー
60,000 Lbs キャパシティー (27,000 kg)
LAM 27000DP/B8 は、27 tons キャパシティー、自走デッキローダーで、オペレータに必要な最も進んだ特徴がおり込まれたもので
す。 オーバーサイズ貨物用クリアデッキ付き、全ての U.L.D. コンテナのローワーデッキ、メインデッキへの積み降ろしが可能です。

ローダー能力










コンテナ/パレット/イグルー/ネット物を
o 次の機種のローワーデッキ - メインデッキ
A300 B/C, A 310, A 330, A 340, B 747, B 757,
B 767, B 777, DC 10, L 1011, MD 11.
o 次の機種のメインデッキに
B 707 C, B 727 C / QC, B 737 C / QC, DC 8 F.
メインプラットフォームに、下記を受けられます:
o 2 x 標準パレット (長さ・幅とも 96 x 125 in 以下)
o
又は 1 x 20 foot パレット / コンテナ
ブリッジに下記を受けられます(長さ・幅とも):
o
1 x パレット(max. 96 x 125 in).
B747F (Nose Door) に入る 3.8m (150 in),オーバーサイ
ズ貨物
貨物 移動高が、 約 2.100 から 5.500 m (4,6 to 217 in)
での貨物受け渡し。
地上高さ 500 mm (19.6 in) から最大(後ろで)1.500 mm
(59 in) までの車両からの貨物の受け渡し.

リアプラットフォームの ２個の油圧作動センターローラーでの
パワーローテーション と パレットセンタリング機能
電気・油圧コントロール リアガイドレール
リアローディング高 500mm (19.6”) から 1,600mm (63”) 地上
高車両からの直接ローディングに対し、リアガイドレールは (ス
トッパーの役目をし) 油圧で縮めることが出来ます。自動的に
500mm レベルまで縮まります。

頑丈なホイールモジュール、 メインプラットフォーム上の
前・後が独立して貨物送りをします。
パワーローラー
ワンマンオペレーション、走行、運用両方の操作に
アクセスできます。

リアとサイドローディング (左・右) パワーローラー
油圧によるサイドガイド、+/ – 50 mm 範囲で 、ローワー貨物室
へブリッジ経由パレット出し入れに際し、へこむようになって
います。
コントロールしながらの航空機への低速接近により正しいアラ
インメントが出せます。
ブリッジとプラットフォームの完全なインターフェース、電気
的にメインプラットフォームがブリッジに近づくにつれ、低速
で同レベルになります。

情報提供資料、契約書の添付にはなりません。
(仕様詰めにより変更となります。)
2010 年８月

より高いグラウンドクリアランス
220 mm グラウンドクリアランスにより LAM 27000 DP/B8 は、
IATA 規制に基づき 2-ランプを垂直 5 °に調整出来ます。
最終アプローチで、車体は地上 50mm まで降ろせます。
オーバーサイズ貨物ハンドリング
貨物移動面に、垂直上昇ラムが干渉しない関係上、3,800mm ま
でのオーバーサイズ貨物のハンドリングが出来ます。
汎用性
LAM 27000 DP/B8 は、ヘビーデューティー メインデッキ ロー
ダーとしての設計ですが、ローワーデッキ コンテナ ローダーと
しても適しています。
機動性
フロントホイールの +/– 45° のステアリング角度で LAM 27000
DP/B8 は、小さな回転半径 (12.5 m) を達成しています– 機動性
としては容量の小さなローダーとあまり変わりません。
LAM 27000 DP/B8 のドライブシステムは、インチング性能に優
れており、航空機への接近を容易に出来るような設計になってお パワーシステム
ります。
DEUTZ TCD2012 ディーゼルエンジン, TIER3. (水冷 4 気筒)
高い安全性と低整備コスト
LAM 27000 DP/B8 は、国際安全基準に沿っております。
厳しい気象条件に耐えられます。技術進化によりデザインされ、
テストを経た主要部品により、２回のメインオーバーホール間隔
での一般的信頼性 90% 以上を確保しています。

又は要望により TIER2 エンジン: DEUTZ BF4M2012 ディーゼルエン
ジン TIER2. (水冷 4 気筒)
エンジン安全モニタリングシステム (低エンジンオイル圧、オーバ
ーヒートには自動エンジンシャットダウン)、コールドスタート、
デマンドスロットルシステム装着。

基本データと寸法 (諸元)
ブ リッジと リアプ ラットフォ ームの同 時合 計許 容 荷重 は、 油圧システム
40Ton です : (1 x 10 フィートパレットがブリッジ、1 x 20 フィ 油圧ポンプ : ピストンポンプ圧補正機能付き(SAUER DANFOSS)
エラスティックカプリング経由、ディーゼルエンジン直接駆動。
ートパレットがリアプラットフォームです)。
車両走行、貨物の積み下ろしの運用時、パワーステアリングとサー
ボ ブレーキングに活用。
上昇範囲
- ブリッジ :
 2.10 m to 5.55 m (8.46” to 218.5”)
- リアプラットフォーム :  0.50 m to 5.55 m (19.6” to 218.5”)
スピード (速度)
- プラットフォーム, 27 T 貨物 :
上昇 :
53 sec
下降 :
24 sec
- コンベヤ :
0.31 m/s (60 ft/m)
- 最高自走速度 :
12 km/h (7.5 mph)
最大登坂力 :
7 % 走行時
回転半径 :
12.5 m 外側エッジまで
ステアリング角 (フロント) :  45° (油圧 ORBITROL システム )
最高速度での停止距離:
6.0 m (217 in) 以下
バッテリー駆動のエマージェンシーポンプ は、
- ブリッジとリアプラットフォ－ムの上昇・下降に
- スタビライザーのリーリースと車体の上昇に
安全ブレーキ
- フロントホイールにそれぞれダブル油圧ドラムブレーキ
- 油圧の故障に対し、運転席のブレーキペダルを踏むことで、
サーボアシストドラムブレーキがかかります。
燃料タンク容量 120 L (31.7 US Gallon), 8 時間運用可能

電気システム
24 V.C.D. モジュラー PCB システム、プラグインリレー。
ノイズスクリーン発電機使用、 2 バッテリー 12 V (鉛酸タイプ)
シリーズ 105 Ah, プロキシミティースイッチ, LAM 27000 DP/B8
は、国際空港基準に沿った (運用) 照明器材装着 (2 ヘッドライト,
フロント・リアインジケーター, 2 回転灯 (フロント・リア)
全体寸法
- 全長:
- 全幅:
- 最低高 (ハンドレール含む) :
- ホイールベース:

12.20 m (480.3 in)
4.70 m (185 in)
3.20 m (126 in)
5.50 m (218 in)

総重量 :

27.5 ton (60,500 lbs)

ローディング容量・能力
パレット 4 種類の積み降ろし / パレット降ろし / コンテナ (96 x
125 in 又は 88 x 125 in)又は 200 フィートパレット / コンテナ 最
大貨物荷重: 27 ton).
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LAM 32000 DP/B9
ヘビーデユ－ティーパレット/コンテナローダー
ユニバーサルローワーデッキとメインデッキローダー
70,500 Lbs キャパシティー (32,000 kg)
LAM 32000DP/B9 は、32 ton キャパシティー、自走メインデッキローダーで、オペレーターに必要な最も進んだ特徴がおりこまれて
おります。 オーバーサイズ貨物用クリアデッキ付き、全ての U.L.D. コンテナのローワーデッキ、メインデッキへの積み下ろしが可能
なユニバーサルタイプです。

ローダー能力









コンテナパレット /イグルー / ネット物を
o 次の機種のローワーデッキーメインデッキに
New A380F, A300 B/C, A 310, A 330, A 340,
B 747, B 757, B 767, B 777, DC 10, L 1011, MD11
o 次の機種のメインデッキに貨物室に
B 707 C, B 727 C / QC, B 737 C / QC, DC 8 F
メインプラットフォームに、下記を受けられます:
o 2 x 標準パレット(長さ・幅とも 96 x 125 in 以下),
o 又は 3 標準幅のパレット
o 又は 1 x 20 フィートパレット / コンテナ
ブリッジに下記を受けられます (長さ・幅とも) :
o 1 x パレット (96 x 125 in 以下)
B747F (Nose Door) に入る 3.8m (150in)以下の ,オーバ
ーサイズ貨物
貨物移動高が約 2.150 m から 5.580 m (84.6in から
219.7in)まで高さへの貨物受け渡し。
地上高さ 510 mm (19,6 in) から最大(後ろで) 1.600
mm (63 in) 高さまでの車両からの貨物受け渡し。

リアプラットフォームの 6 個の油圧作動パレット回転とセンタ
リング機能
電気・油圧 コントロール リアガイドレール
による直接リアローディング高 500 mm (19,6”)から 1,600 mm
(63”) 地上高車両からの直接ローディングに対し、リアガードレ
ールは(ストッパ の役目をし)、油圧で縮めることが出来ます。
自動的に 500 mm レベルまで縮まります。

メインプラットフォーム上に、しっかりとした独立貨物移
動用ホイールモジュールが、フロント、真ん中、リアにあ
ります。

3 個のパワーモジュールにより、ブリッジ上でパワーサイドシフ
ト が可能。

ブリッジとメインプラットフォームの完全なインターフェ
ース、電気的にメインプラットフォームがブリッジに近づ
くにつれ、低速で同じレベルになります。

油圧によるサイドガイド、+/– 50 mm 範囲で、ローワー貨物室
へブリッジ経由パレットの出し入れに際し、へこむようになっ
ています。

リアとサイドローディング (左・右) にパワーローラー

完全にコントロールしながらの航空機への低速接近により、正
しいアラインメントを出せます。

ワンマンオペレーション。
走行席、運用席操作への直接のアクセスが出来ます。

情報提供資料、契約の添付資料にはなりません。
（仕様詰めにより変更となります。）
2010 年８月

より高いグラウンドクリアランス
220 mm グラウンドクリアランスにより LAM 32000 DP/B8 は、IATA
規制に基づき 2-ランプ角度を垂直 5° に調整出来ます。
最終アプローチで、車体は地上 50 mm まで降ろせます。

オーバーサイズ貨物ハンドリング
貨物移動面に、垂直ラムが干渉しない関係上、3800 mm までのオー
バーサイズ貨物のハンドリングが出来ます。

汎用性
LAM 32000 DP/B8 は、ヘビーデューティー メインデッキ ローダーと
しての設計ですが、ローワーデッキ コンテナローダーとしても適し
ています。

機動性
フロントホイールの+/– 45° のステアリング角度で、LAM 32000
DP/B8 は、小さな回転半径 (12.5 m) を達成しています – 機性能とし
ては、容量の小さなローダーとあまり変わりません。
LAM 32000 DP/B8 のドライブシステムは、インチング機能に優れて
おり、航空機への接近を容易に出来るような設計になっております。

高い安全性と低い整備コスト
LAM 32000 DP/B8 は、国際安全基準に沿っております。
厳しい気象条件下に耐えられます。 技術進化によりデザインされ、
テストを経た主要部品により、２回のメインオーバーホール間隔での パワーシステム
一般的信頼性で 90% 以上を確保しています。
DEUTZ TCD2012L6PP ディーゼルエンジン, TIER3. 水冷 6 気筒
燃費 1,600 rpm : 224 g/kWh
トルク 1,600 rpm : 810 Nm
基本データと寸法 (諸元)
パワー 2,400 rpm : 155 kW

ブリッジとリアプラットフォームの同時 合計許容荷重は、
ブリッジに 21 tons、リアプラットフォームに 32 tons 又は
ブリッジに 1 x 10 フィートパレットと、リアプラットフォームに
1 x 20 フィートパレットです。

上昇範囲
- ブリッジ:
- リアプラットフォーム :

 2.15 m to 5.58 m (84.6” to 219.7”)
 0.51 m to 5.58 m (19.6” to 219.7”)

スピード (速度)
- プラットフォ－ム, 32 T 貨物:
- コンベヤ :
- 最高自走速度 :

上昇 :
 53 秒
下降 :
 24 秒
0.31 m/s (60 ft/m)
12 km/h (7.5 mph)

最大登坂力 :

7 % 走行時

回転半径 :
12.5 m 外側エッジまで
ステアリング角 (フロント) :  45° (油圧 ORBITROL システム)
最高速度での停止距離:

6 m (237 in) 以下

バッテリー駆動のエマージェンシーポンプ
- ブリッジとリアプラットフォームの上昇・下降に
- スタビライザーのリリースと車体の上昇に

エンジン安全モニタリングシステム (低エンジンオイル圧、オーバーヒー
トには、自動エンジンシャットダウン)、コールドスタート、デマンドスロッ
トルシステム装着。

油圧システム
油圧ポンプ: ピストンポンプ圧補正機能付き (PARKER)
スムーズなオペレーション, 易しいインチング, 油圧機能ジャーキングなし。
より自由に使え、オイル・燃料使用量減少、最後にオイルオーバーヒーティ
ング回避になっています。
エラスティックカプリング経由、直接ディーゼルエンジン駆動。
車両走行時、貨物の積み下ろし運用時、パワーステアリングとサーボ
ブレーキングに活用。

電気システム
24 V.C.D. モジュラー PCB システム、プラグインリレー。
ノイズスクリーン発電機使用、2 バッテリー 12 V (鉛酸タイプ) シリーズ
105 Ah. プロキシミティースイッチ. LAM 32000 DP/B8 は、国際空港基準に
沿った(運用) 照明器材装着 (2 ヘッドライト、フロント・リアインジケータ
ー、２ 回転 灯(フロント・リア)。

安全ブレーキ

全体寸法

- フロントホイールにそれぞれダブル油圧ドラムブレーキ
- 油圧の故障時に対し、運転席のブレーキペダルを踏むことで、
サーボアシストドラムブレーキがかかります。

- 全長 :
- 全幅 :
- 最低高(ハンドレール含む) :
- ホイールベース

13.00 m (511.8 in)
4.76 m (187.0 in)
3.2 m (126.0 in)
5.97 m (255.0 in)

燃料タンク容量 120 L (31.7 US Gallon), 8 時間運用可能
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