
※「オンサイトスクリーニングアンドソリューション」「ハイオス」「Hi-OSS」は、
　日立建機株式会社の登録商標です。

自走式スクリーン
型式 : VR512-2

エンジン定格出力 : 90.2 kW (123 PS)
機械質量 : 19,700 kg

選別処理



特定特殊自動車排出ガス基準適合車

市場ニーズを徹底研究し、
ユーザーの要望を加えたVR512 
2型が誕生。
コンパクトな機体に秘めた高い機動性
と選別性。スクリーンボックスの清掃性
の向上。材料の投入を容易にする大型
ホッパなど、数々の高機能を搭載して
新登場です。

市場ニーズを徹底研究し、
ユーザーの要望を加えたVR512 
2型が誕生。
コンパクトな機体に秘めた高い機動性
と選別性。スクリーンボックスの清掃性
の向上。材料の投入を容易にする大型
ホッパなど、数々の高機能を搭載して
新登場です。

高い作業性と優れた
メンテナンス性を徹底追求。
顧客ニーズを盛り込んだ
VR512 が誕生。

高い作業性と優れた
メンテナンス性を徹底追求。
顧客ニーズを盛り込んだ
VR512 が誕生。
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駆動用モータ
（正・逆回転可能）

たい積された投入材料を
上方へゆり戻す

（排出高さはスクリーン角度により変化します）

ベルト幅
ベルト速度
排出高さ

:1,370 mm
:137 m/min
: 3,100〜3,950 mm

スクリーン アンダコンベヤ

起動

停止

コンパクトな機体で
優れた選別性と
高い作業効率を発揮。

2 段デッキ振動スクリーンを搭載

強力な加振力により、建設発生土や混合廃棄物などのさまざまな材料を効率良く選別。作業
効率を高め、作業時間の短縮を実現します。また、投入材料や選別サイズに応じて各種オプショ
ンスクリーンの選択が可能です。

油圧ショベルによる直接投入に対応

大型ホッパ（2,360 × 2,950 mm）と1,520 mm
幅スクリーンの採用により、油圧ショベル
からの直接投入が容易に行えます。さらに、
材料の高精度な選別を実現するために、材
料移動方向の長さを 3,660 mm としたスク
リーンボックスを採用しました。

シンプルな操作を実現

作業に必要なスイッチは 2 組（スクリーン・アンダコンベヤ）の起動・停止ボタンのみ。
シンプルな操作が可能です。

20 ton 未満のコンパクトな機体に
2 段デッキ振動スクリーンを搭載。
作業性と操作性に優れ、高い処理能力を
発揮する自走式スクリーン VR512。

4 段階のスクリーン角度調整

作業内容や投入材料の種類および性状に応じてスクリーン上の滞留時間を調整できるよう、
スクリーンボックス角度は 4 段階（8°/10 /゚12°/14°）に変更可能です。角度変更はレバー操作
による油圧シリンダ式を採用しています。

大容量アンダコンベヤ

スクリーン逆転機能を搭載

スクリーン逆転機能により材料の滞留時間
を延ばし、高精度の選別を可能にしました。
４段階のスクリーン角度との組合せで、より
幅広い作業内容に対応できます。

粉塵発生を低減する散水ノズル

アンダコンベヤ部に上水道利用の散水ノズ
ルを２カ所装備、粉塵の発生を低減します。

警告灯による機械状況表示

２色の警告灯を標準
装備しました。投入
機のオペレータに機
械状況を知らせます。

赤：非常停止（エンジン停止）
黄：コンベヤへの投入重量
　　の警告（過負荷になる
　　手前で点灯）

非常停止スイッチ

緊急時にエンジンを
停止させる非常停止
装置を 5 カ所に配置
しています。

容易な走行操作を実現

走行用無線リモコンと有線リモコン ( 無線
リモコンが故障した際の非常用 ) を標準装
備しました。

操作性作業性

アンダ材 ミドル材＋オーバ材

スクリーン角度 14 度（最大時）スクリーン角度 8 度（最小時）

標準トップデッキ
75—100 mm
グリズリデッキ５段

標準ボトムデッキ
□ 40 mm
メッシュ３段

大型ホッパ

幅1,520 mm

長さ3,660 mm

14 度

走行用無線リモコン 走行用有線リモコン

8 度
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ブロアなどで
の埃（ほこり）
やごみの除去
が容易

エンジン

ラジエータオイルクーラ インタークーラ 

並列置き 

位置情報

優れたメンテナンス性を実現。
スクリーン後端の開閉を可能にし、清掃性・メンテナンス性を向上しました。
さらに、豊富なオプションを取りそろえています。

フィルタの地上メンテナンス

エンジンオイルフィルタ、パイロットフィルタな
どを地上から点検・交換できる位置にしました。

高性能燃料ダブルフィルタを標準装備

高性能燃料ダブルフィルタを装備し、エン
ジン燃料系統の目詰まりなどによる故障を
低減します。

e-Service Owner's site

先 進 の 情 報 ネットワー クを実 装した
「e-Service Owner's site」によって、機械
の予防保守管理は、電子情報へと変換しま
す。私たち日立建機は、機械情報をお客様
と共用することで、定期点検時期やオイル
交換時期の判断要素とします。また、万が
一機械に異常が発生した場合でも、警告情
報から原因を診断し、位置情報により機械
の場所を地図上で確認できます。お客さま
の休車時間を低減し、迅速で的確なサービ
スを目指しております。

ラジエータ、オイルクーラ、
インタークーラの並列配置

ラジエータ、オイルクーラ、インタークーラ
を並列配置することで、ラジエータ回りの清
掃性を大幅に向上しました。

エンジンオイルリモートドレン

エンジンオイルパン
にドレンカプラを装
備。備え付けのノズ
ルホースにより、容
易にドレン作業が行
えます。

3 製品モードに対応するミドルコンベヤ

ミドルコンベヤ（オプション）の装備により、オーバ材・ミドル材・ア
ンダ材の3製品モードが可能となり、より高い作業効率を発揮します。

メッシュキット (3 段 )
標準の□ 40 mm メッシュスク
リーンの他に、□ 20 mm、
□ 30 mm のメッシュスクリーン
も選択できます。

カスケードフィンガ (11 段 )
建設発生土や混合廃棄物などの
材料を効率良く選別出来ます。
カスケード目開きは 10 mm、
20 mm、30 mmから選択可能です。

ベルト幅
コンベヤ速度
排出高さ

: 93 m/min
: 750 mm

: 3,020 mmスクリーン開放機能を搭載、清掃作業が容易

新たにスクリーン開放機能を設けました。スクリーン前方の開口窓と、油圧シリンダによって
スクリーン後部を開放することにより、スクリーン内部の清掃作業が容易に行えます。スクリー
ン後部開放時にはロック機構が作動し、スクリーンの落下を防止します。同時に、スクリーン、
コンベヤ、走行の全動作を禁止する機能により、安全な清掃・メンテナンス作業が可能です。

コイルスプリング支持機構を採用

スクリーン支持機構に耐久性に優れたコイ
ルスプリングを採用。メンテナンスコストの
低減が可能です。

グリズリフィンガ (5 段 )
建設発生土や混合廃棄物などの
材料を効率良く選別出来ます。
フィンガ目開きは 30 mm、50 mm、
70 mm から選択可能です。

グリズリバー
上流側２段には、耐衝撃性に
優れるグリズリバーを装備する
ことが可能です。バー目開きは
50 mm です。

作業内容に応じてさまざまな種類・サイズのスクリーンが選択可能

■ボトムデッキ用

■トップデッキ用

■ミドルコンベヤ

メンテナンス性

オプション

スクリーンボックス閉じ スクリーンボックス開き

ロック機構

ミドルコンベヤ

ロック機構によりスクリーンを固定することで、
スクリーンの清掃や交換作業などが安全・容易です。
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環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

資格取得のご相談は（株）日立建機教習センタの各教習所へ

東京都文京区後楽 2-5-1	 〒 112-8563		
Hi-OSS 営業部		 （03）3830-8135
URL	 :	http://www.hitachi-kenki.co.jp

KA-JA122	 10.	09	(CD	/	KA,	GT3)

お問い合わせは・・・

正しい操作と、周囲への思いやりは、
安全作業の第一歩です。
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、
正しくお使いください。

安全に関する
ご注意

教習センタ
北 海 道
宮 城
茨 城
水 戸
栃 木
群 馬

TEL.03-3835-9241
TEL.0133-64-6388
TEL.022-364-6143
TEL.029-828-2370
TEL.029-352-0285
TEL.0282-82-8508
TEL.027-230-5311

埼 玉
神 奈 川
山 梨
愛 知
京 都
岡 山
山 口
福 岡

TEL.048-931-0121
TEL.042-730-6716
TEL.055-284-3561
TEL.0564-57-7123
TEL.075-957-4944
TEL.086-464-5411
TEL.0833-47-1515
TEL.092-963-3634

●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
●掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
●本機を運転する場合、法制上の規制はありませんが、「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用および掘
　削用）運転技能講習修了証」の取得をお薦めします。
●運転資格の詳細については、下記教習所へお問い合わせください。
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　　　　　　　　型　式
機械質量
寸法

［輸送時］

エンジン

スクリーン

kg
mm
mm
mm
mm

kＷ/min-1(PS/rpm)

mm
度

VR512-2

19,700
9,280 [9,330]
3,230 [2,820]

4,090（最大） [3,390]
265

いすゞ AI-4JJ1X

90.2 / 2,200 (123 / 2,200)*
二段デッキ振動型

油圧駆動式
1,520×3,660
8 / 10 / 12 / 14

全長
全幅
全高
最低地上高
名称
形式

定格出力
型式
駆動形式
ふるい寸法
設置角度

　　　　　　　　型　式
アンダコンベヤ

走行装置

タンク容量

特定特殊自動車の車名及び型式
特定原動機の名称及び型式

mm
mm
kPa

km/h
％（度）

L
L

VR512-2

1,370
3,100～3,950

62
1.9 / 0.9
26 (15)

200
180

日立 VR512
いすゞ 4JJ1XDIA

ベルト幅
排出高さ
接地圧
走行速度 高／低
登坂能力
燃料タンク（軽油）
作動油タンクターボ（インタークーラ）付き

直接噴射式 排出ガス規制
届出情報

■寸法図 単位： mm

■ 仕　様

〈注〉 単位は、国際単位系（SI）による単位表示です。
　　（　 ）内の数値は、従来の単位表示を参考値として併記したものです。
　　[　　] 内は輸送時の寸法です。
　　* 稼動時の最大回転速度は1,800 min-1で、定格出力の約80％となります。


