
Leading through passion.

小型路面切削機
W 35 R  i 



新型 W 35 R i  
のハイライト一覧
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オペレーションのハイライト
> 調節可能なオペレータープラットフォーム
> 人間工学に基づいた多機能アームレスト
> シンプルで使いやすい操作コンセプト
> 右側サイドプレートと重要な作業エリアへの完璧な視界性
> 機械パラメータをディスプレイに表示
>   新型レベリングシステム「レベルプロプラス」 

で正確なレベリング
>  高感度スロープセンサー
>   レーザー技術によるレベリングにも対応

走行・ステアリングのハイライト
>  優れた操作性と極めて小さな切削旋回半径
>  非常にコンパクトな機械設計
>  正確なステアリング
>  油圧全輪駆動
>  電気制御走行 
>  正確な高さ調整
>  高さ調整メモリー機能

切削と積込のハイライト
>  耐摩耗性の高い新型 HT08 ツールホルダーシステム
>  切削負荷制御システムによる切削速度最適化 
>   3 段階の異なる切削ドラムスピードオプション 
>  切削幅 350 mm または 500 mm  

のドラムハウジングオプション
>  切削ドラムの迅速な交換
> 切削負荷に応じた強力な散水システム
>  コンベアの長さは 2 種類

パフォーマンスと生産性のハイライト
>  排出基準 (EU Stage 3b/US Tier 4 Final/国内オフロード法

2011年基準少数生産車)に準拠した強力エンジン
>  オプションDPF
>  多くの新しい自動化機能 
>  迅速そして簡単なメンテナンス
>  追加ウェイト 
>   LED作業灯オプション
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オペレーションのハイライト

シンプルで使いやすい操作コ
ンセプト

新型レベリングシステム「レベルプロプラ
ス」で正確なレベリング

機械パラメータをディスプレイ
に表示

レーザー技術によるレベリング
にも対応



人間工学に基づいた多機能
アームレスト

右側サイドプレートと重要な
作業エリアへの完璧な視界性

シンプルで使いやすい操作コンセプト
簡単な操作コンセプトは、オペレーターのパフォーマンスを向上させるだけでなく、
小型切削機の生産性をも向上させます。

機械パラメータをディスプレイに表示
重要な機械のパラメータは、オペレーターの視野に取り付けられた画面上に明確に
表示されます。

レーザー技術によるレベリングにも対応
例えば屋内での切削作業など、高精度レーザーセンサーを用いたレベリングにも対
応します。

新型レベリングシステム「レベルプロプラス」で正確なレベリング
レベルプロプラスレベリングシステムは、機械のコントロールシステムに統合され、
シンプルで直感的な操作性を提供し、正確な切削施工をサポートします。

高感度スロープセンサー
“ラピットスロープ”センサーは、事前に設定された横断傾斜での舗装表面の形成を
可能にします。

人間工学に基づいた多機能アームレスト
多機能ジョイスティックを備えた個別に調節可能なアームレストは、迅速な人間工
学的な操作を可能にします。

調節可能なオペレータープラットフォーム
柔軟性の高い人間工学に基づいた操作を可能にするため、この小型切削機械は、
機械上のオペレータープラットフォーム、または機械後部のオペレータープラットフ
ォームのどちらからでも操作することができます。それぞれの切り替えは素早く、そ
して現場でも簡単に行えます。

右側サイドプレートと重要な作業エリアへの完璧な視界性
前方及び切削端部、右側サイドプレートや後方への自由な視界は様々なアプリケー
ション要件に応じた作業を可能にします。

オペレータープラットフォームを装備

調節可能なオペレータープラット
フォーム

高感度スロープセンサー



走行・ステアリングのハイライト
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高さ調整メモリー機能

電気制御走行

正確な高さ調整

正確なステアリング

油圧全輪駆動



電気制御走行
電気制御走行は、回送モードと2段階の切削モード速度で高精度な操作性を実現
し、高精度な切削結果をもたらします。

油圧全輪駆動
油圧全輪駆動システムは、困難な現場や積込時などで高いトラクションを提供しま
す。

正確な高さ調整
電気油圧式高さ調整は、切削深さの正確な調整を可能にします。

高さ調整メモリー機能
迅速で便利な高さ調整を可能にするため、機械片側につき3種類の異なる高さ位
置設定を多機能アームレストのメモリーボタンに保存することができます。

正確なステアリング
機械の油圧ステアリングシステムは、素早く、その上正確なステアリング操作を保
証します。後部のプラットフォームから機械を操作する場合、ステアリングは、多機
能ジョイスティックに統合された電気式ステアリング機能を介して効果的に行うこ
とができます。

非常にコンパクトな機械設計
そのコンパクトなデザインは、非常に限られた条件のスペースでの切削作業を可能
にするだけでなく、狭いワークショップのドアを通過することもでき、輸送も容易に
なります。

優れた操作性と極めて小さな切削旋回半径
両側の大きなステアリング角は、施工現場での旋回をすばやく行うことができます。
これにより、このマシンクラスで最小の内側切削半径を実現します。

優れた操作性と極めて
小さな切削旋回半径

大きなステアリング角とコンパクトデザイン

非常にコンパクトな機械設計



コンベアの長さは2種類

耐摩耗性の高い新型HT08ツー 
ルホルダーシステム
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切削と積込のハイライト

切削負荷に応じ 
た強力な散水システム

切削幅350mmまたは
500mmのドラムハウジング
オプション

3段階の異なる切削ドラム 
スピードオプション

切削ドラムの迅速な交換



3段階の異なる切削ドラムスピードオプション
3段階の異なる切削ドラムスピードのオプションは、様々なアプリケーションで高い
切削性能を可能にします。

耐摩耗性の高い新型HT08ツールホルダーシステム
新たに開発されたHT08のツールホルダーシステムは、高い耐摩耗性と長寿命を特
長としています。

切削幅350mmまたは500mmのドラムハウジングオプション
標準仕様では、最大施工幅350mmまでの切削ドラムが搭載可能なドラムハウジン
グを装備します。ご要望に応じて最大施工幅500mmの切削ドラムもオプションで
取り付けることができます。その他ヴィルトゲンオリジナルの標準または特殊仕様ド
ラムも各種取り揃えております。

コンベアの長さは2種類
1300mmまたは1900mmのコンベアの長さは、それぞれアプリケーションの範囲
を広げます。

切削負荷に応じた強力な散水システム
パワフルな負荷制御式散水ポンプと、散水バーのコンビーネーションにより、切削ビ
ットの確実な冷却と長い稼働時間を保証するだけでなく、粉じんの発生をも防ぐこ
とができます。

切削負荷制御システムによる切削速度最適化
電気負荷制御コントローラにより、エンジン負荷に応じて施工速度が調節されるの
で、常に理想的な切削速度が確保されます。

切削ドラムの迅速な交換
切削ドラムは、右側の広開口ドアと合理的な取り付け冶具のおかげで素早く交換
できます。

幅広い用途のための異なる様々な切削ドラム。

切削負荷制御システムによ
る切削速度最適化

切削負荷に応じ 
た強力な散水システム

切削ドラムの迅速な交換
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パフォーマンスと生産性のハイライト

多くの新しい自動化機能

迅速そして簡単なメンテナンス

LED作業灯オプション

追加ウェイト



追加ウェイト
最大1400kgまでの個別に取り外し可能な重量バラストを調節することで、機械の
用途範囲が広がります。

LED作業灯オプション
オプションLED作業灯を装備すれば、機械全周囲の完全な照明を確保できます。

迅速そして簡単なメンテナンス
すべてのメンテナンスチェックポイントへの優れたアクセス性がメンテナンスを容易
にします。

オプションDPF
オプションでディーゼル微粒子フィルタが搭載可能であり、さらに厳しい排出要件
にも対応可能です。例えば、屋内の切削作業中に適しています。

排出基準(EU STAGE 3B / US TIER 4 FINAL /国内オフロード法2011年基準少数
生産車)に準拠した強力エンジン
温度連動可変速ファンを備えた強力なディーゼルエンジンは、静かで経済的であ
り、充分余力があるので、切削深さにかかわらず高速切削が可能です。エンジンは
さらに、現在最も厳しい排出基準EU Stage 3b / US Tier 4 Final/国内オフロード法
2011年基準少数生産車に準拠しています

多くの新しい自動化機能
WIDRIVE(ヴィードライブ)機械管理システムが大幅にオペレーターの快適性を向
上させ、エンジン回転数や走行速度の制御、散水システムのオン・オフを切り替える
ことで、機能性が向上します。

オプションでディーゼルパティキュレートフィルタを搭載可能。厳しい排出基準に対応します

排出基準(EU STAGE 3B /  
US TIER 4 FINAL /国内オフロード法

2011年基準少数生産車) 
に準拠した強力エンジン

オプションDPF
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標準 FB350 オプション FB500

切削ドラム

切削幅 350 mm 500 mm

切削深さ *1 0 – 110 mm

切削ドラム径(含ビット) 460 mm

エンジン

メーカー Deutz AG

型式 TCD 2.9 L4

冷却方式 水

気筒 4

定格出力 2,300 min-1 45 kW / 60 HP / 61 PS

最大出力 2,300 min-1 45 kW / 60 HP / 61 PS

排気量 2,925 cm3

定格出力時燃料消費 13.2 l / h

標準的な現場での燃料消費 8.8 l / h

排気ガス基準 EU Stage 3b / US Tier 4f /国内オフロード法2011年基準少数生産車

電気システム

電源 24 V

タンク容量

燃料タンク 70 l

作動油タンク 32 l

水タンク 275 l

走行能力

施工時走行速度 0 – 25 m / min (0 – 1.5 km / h)

回送時走行速度 0 – 100 m / min (0 – 6 km / h)

タイヤ

タイヤサイズ、前  (Ø x W) 500 x 250 mm

タイヤサイズ、後  (Ø x W) 405 x 130 mm

積込コンベア

コンベアベルト幅 250 mm

コンベア排出能力理論値 33 m3 / h

*1 = 許容差と摩耗により、最大切削深さは表示値と異なることがあります。

技術仕様



*2 = 機械重量はタンク容量半分+オペレータ(75kg)+搭載分ビット

機械重量
乾燥重量 2,970 kg

CE 基準運転重量*2 4,670 kg

最大運転重量 (満タン) 5,120 kg

タンク充填物重量
水タンク 275 kg

燃料タンク (0.83 kg / l) 58 kg

その他重量増減
オペレータとビット
オペレータ 75 kg

ビット２箱分重量 50 kg

搭載分ビット 30 kg

オプション切削ドラムアッセンブリ
(FB：切削幅、HT：ホルダシステム、LA：ビット間隔) 絶対重量 重量増減

切削ドラムハウジング FB350 付属品、コンベア使用可 51 kg 29 kg

切削ドラムハウジング FB500 付属品、コンベア使用可 100 kg 78 kg

切削ドラムハウジングエクステンション FB500 付属品、コンベア使用不可 161 kg 139 kg

オプション切削ドラム
切削ドラム FB350 HT05 LA6 ビット57本 (ファインミリング) 108 kg 18 kg

切削ドラム FB350 HT04 LA3 ビット 117 本 (マイクロファインミリング) 103 kg 13 kg

切削ドラム FB500 HT08 LA15 ビット 39 本 123 kg 33 kg

切削ドラム FB500 HT05 LA6 ビット 82 本 (ファインミリング) 160 kg 70 kg

切削ドラム FB150+2x25 (マイクロファインミリング、サイドテーパー型)  
HT04 LA3 ビット 67 本 97 kg 7 kg

切削ドラム FB200+2x25 HT04 LA3 ビット  83 本 98 kg 8 kg

切削ドラム FB250+2x25 HT04 LA3 ビット  99 本 100 kg 10 kg

切削ドラム FB300+2x25 HT04 LA3 ビット  117 本 100 kg 10 kg

切削ドラム FB450+2X25 HT04 LA3 ビット 166 本 143 kg 53 kg

ソーブレイドFB14 溝切用 10 kg - 80 kg

ソーブレイドFB19 溝切用 13 kg - 77 kg

溝切用付属品 Ri59N 57 kg 57 kg

切削ドラム FB25 ビット 24 本 溝切用 17 kg - 73 kg

切削ドラム FB45 ビット 24 本 溝切用 28 kg - 62 kg

切削ドラム FB80 HT02 MD110 ビット 12 本 26 kg - 64 kg

オプション追加ウェイト
オプション追加ウェイト 1,400 kg 1,400 kg

オプション追加機器による重量増減
ショートローディングコンベア、1,300mm、ベルト幅250mm 100 kg 100 kg

ローディングコンベア 1,870 mm long, conveyor belt width 250 mm 125 kg 125 kg

ステップデバイス FB350用 18 kg 0 kg

ステップデバイス FB500用 22 kg 0 kg

ローデッキ 51 kg 51 kg

切削ホイールFB80、FT180用マウント 196 kg 84 kg

油圧ハンマー及び10m接続ホース 37 kg 37 kg
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寸法

寸法単位mm
* = 排気管を除いた、機械の最大高さ

4,440

4,010

1,750 625

535 800
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°
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D
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01,
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オプション： 
後部オペレータプラット 
フォーム

オプション： 
排出コンベア

B

A

2,
04

0

1,
89

5 
*

A B C D E FB

標準 FB350 1,200 900 945 310 295 350

オプションFB500 1,350 900 1,095 385 370 500

機械重心



Rmin
 = F

Rmin
 = G

Rmin
 = H

切削半径は深さ50mm時、寸法単位mm

F G H

標準 FB350 2,990 2,640 80

オプションFB500 3,140 2,640 0
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標準装備

 = 標準装備
 = 標準装備(オプション変更可)
 = オプション装備

ベースマシン

機械本体及びエンジン

シャーシ

ガスダンパー付大開口エンジンカバー、防音機構付き

温度変速式冷却ファン

275ℓ水タンク

70ℓディーゼルタンク

吊上げ固縛ポイント

負荷自動制御散水機構(オン・オフ可)

安全停止装置つき大開口切削ドラムドア

右側ヒンジ開閉式サイドプレート及び切削ドラム交換用センタリングピン機構

切削ドラムユニット

切削ドラムハウジングFB350付属品、コンベア使用可

切削ドラム(FB:切削幅、HT:ホルダシステム、LA:ビット間隔)

切削ドラム FB350 HT08 LA15 ビット31本

機械とレベリングコントロール

WIDRIVE(ヴィ―ドライブ)マシン自動管理システム

ワイヤーロープセンサー式ホイール高さゲージ

オペレータスタンド

オペレータスタンド 

多機能ジョイスティック搭載アームレスト(位置調節可能)

機械パラメータ左側コンソール上ディスプレイ表示

操作スイッチ付きオペレータコンソール

オペレータープラットフォーム搭乗ステップ

防振機構

角度調整機構付きステアリングハンドル

ロック付きコントロールパネルカバー



 = 標準装備
 = 標準装備(オプション変更可)
 = オプション装備

車体昇降機構

油圧式全3輪駆動制御

2段階切削速度及び1段階回送速度切り替え

油圧前輪ステアリング

油圧式スプリングマルチディスクブレーキ

2段階速度後輪ユニット電気油圧昇降機構

右リアホイールサポート機械式折りたたみ機構

昇降ポジションメモリー機能

その他

工具箱及びロック付き保管庫

追加ビットコンテナ置き

緊急牽引用ブレーキ解除機構

後進ホーン

非常停止スイッチ付き安全パッケージ

欧州CE認証

酸化触媒DOC排出ガス後処理装置　

標準塗装RAL9001

ハロゲンライトパッケージ及び回転灯  

機械後部油圧パワーテイクオフ

追加ウェイト最大1400kg
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 = 標準装備
 = 標準装備(オプション変更可)
 = オプション装備

オプション装備

切削ドラムユニット

切削ドラムハウジングFB500付属品、コンベア使用可

切削ドラムハウジングエクステンションFB500、コンベア使用不可

切削ドラム(FB:切削幅、HT:ホルダシステム、LA:ビット間隔)

切削ドラム FB350 HT05 LA6、ビット57本 (ファインミリング)

切削ドラム FB350 HT04 LA3、ビット117本 (マイクロファインミリング)

切削ドラム FB500 HT08 LA15、ビット39本

切削ドラム FB500 HT05 LA6、ビット82本 (ファインミリング)

切削ドラム FB150+2x25 HT04 LA3、 ビット67本 (マイクロファインミリングドラム サイドテーパー型)

切削ドラム FB200+2x25 HT04 LA3、ビット83本

切削ドラム FB250+2x25 HT04 LA3、ビット99本

切削ドラム FB300+2x25 HT04 LA3、ビット117本

切削ドラム FB450+2X25 HT04 LA3、ビット166本

ソーブレイドFB14溝切用

ソーブレイドFB19溝切用

溝切用付属品 Ri59N

切削ドラム FB25、ビット24本 溝切用

切削ドラム FB45、ビット24本 溝切用

切削ドラム FB80 HT02 FT110、ビット12本

廃材積み込み

ショートコンベア(長さ1,300mm、ベルト幅250mm)

ロングコンベア(長さ1,870mm、ベルト幅250mm)

集塵用接続パイプΦ120mm

機械及びレベリング制御

レベルプロプラスレベリングシステム左右

レーザーレベリング基本装備(送信機は含まず)

スロープセンサ



 = 標準装備
 = 標準装備(オプション変更可)
 = オプション装備

オペレータスタンド

スタンディングシート

FB350用コンベア切替えステップデバイス

FB500用コンベア切替えステップデバイス

後部ローデッキ

車体昇降機構

切削ホイールFB80、FT180用マウント

その他

指定色1色

指定色2色

指定色複数色

ハイパワーLEDライトパッケージ及び回転灯

ソーブレイドFB14、MD100用アダプタ

ソーブレイドFB19、MD100用アダプタ

10mホース付油圧ハンマー
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