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お問い合わせ先

埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004  
サービス本部
  （048）935-1115
URL: http://www.hitachi-kenki .co. jp

山形県東根市大字若木字七窪 5600-1
生産管理部 〒 999-3737

（0237）48-2611
URL: http://www.hitachi-kenki.co.jp/camino

株式会社日立建機カミーノ

① ブラケット切り取り交換

②  ブラケット倒れ止めリブ追加
バケット百貨店
補強・修理からオーダメイドまで

修理

信頼性の高い製缶技術と、高精度のマシニングセンタを用いて
破損・損耗したフロント部品の各種修理を行います。

スケルトンバケット修理例

①  アダプタ付きリップ切り取り
交換

② 底部補強追加

③ 側面補強追加

バケット修理例

① 先端ボス交換

② 上面補強追加

③ 側面補強追加

アーム修理例

販売会社：

製造会社：



＊H仕様、R仕様バケット 
＊旧型機用バケット

＊H仕様バケット 
＊旧型機用バケット

ミニ

中型 大型

EX Series

ZX Series

＊旧型機用バケット

フロントに関することは何でも。 見 つかる 直 せる 造 れる

私たちは、標準バケット生産で培った技術を活かし、お客さまのさまざまな要望にお応えします。

機種別・部位別に補修用部材を豊富にご用意して

います。いずれも最新鋭の工作機械による高精度

加工（切断・曲げ・穴加工など）を実現。お届け

後はそのままの状態で使用でき、休車時間を大幅

に短縮できます。

バケットだけでなく、アームやブームの修理もお

任せください。高い製缶技術と大型マシニングセ

ンタを用いて、破損・損耗したフロント部品の各

種修理を行います。

フロント修理

補修用部材

作業用途に合わせた補強・強化、さらにはオーダ

メイドによる特殊形状バケットの製造を行います。

その地域独自の特殊仕様もあり、ニーズも多種

多様。今まで培ってきた経験を活かし、ご要望に

応じて的確なアドバイスをさせていただきます。

補強・強化／特殊形状
■切断機

設備名 設備能力
レーザー切断機 切断可能板厚 3.2 ～   16 mm
プラズマ切断機 切断可能板厚 16    ～   28 mm
ガス切断機 切断可能板厚 32    ～ 100 mm

■マシニングセンタ

設備名 設備能力

汎用横中ぐり盤

X軸ストローク 3,000 mm
Y軸ストローク 2,000 mm
Z軸ストローク 1,300 mm
W軸ストローク 700 mm

対向横中ぐり盤
X軸ストローク 11,000 mm
Y軸ストローク 1,200 mm
Z軸ストローク 500 mm

■曲げ加工機

設備名 設備能力
  90 t ロール 最大曲げ可能幅 3,200 mm
190 t ロール 最大曲げ可能幅 2,000 mm

200 tプレス
最大曲げ可能幅 650 mm
最大曲げ可能板厚 32 mm

200 tプレスブレーキ
最大曲げ可能幅 3,950 mm
最大曲げ可能板厚 12 mm

300 tプレス
最大曲げ可能幅 650 mm
最大曲げ可能板厚 32 mm

800 tプレス
最大曲げ可能幅 3,950 mm
最大曲げ可能板厚 28 mm

※他社機対応のバケットも製作いたします。

大型設備

取り扱いバケットは広範囲におよんでおり、あらゆるクラスに

対応可能です。

ミニから大型バケットまで対応
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リッパバケット

掲載以外のバケット製作もいたします。

お気軽にお問い合わせ下さい。

主な取扱いバケット

作業用途やご使用状況に合わせた補強・強化によって耐摩耗性を向上
させることができます。またオーダメイドで、お客様オリジナルの特殊形状
バケットも製作できます。

瓦
が れ き

礫や掘削物をすくったり、ふるいわけができるスケルトンバケット。
豊富なマス目バリエーションをご用意しています。堅牢な造りで優れた
耐久性を発揮。底浅形状もお選びいただけます。

法面造成のためのバケットです。標準法面バケットよりも容量が大きく、
作業効率をアップさせた仕様、あるいは、前面・背面の両面で作業が
できる仕様など、用途や目的に応じてさまざまな形状があります。

特殊仕様例

特殊仕様例

特殊仕様例

水田の畦
あぜ

造成のためのバケットです。標準バケット並みの容量を確保し、
法面作業もこなせる汎用性があります。

特殊仕様例

一般的なバケットでは食い込みの悪い岩盤堀削、硬い土質の現場で活躍
します。掘削作業用の三本爪仕様と、一次破砕作業や抜根作業用の一本
爪仕様があります。

水田の暗
あんきょ

渠など、V字型の溝の掘削作業に適しています。
作業用途に合わせた上下幅と角度をご用命ください。

特殊仕様例

特殊仕様例

アスファルト剥がし用バケット チップバケット スノーバケット ミキシングバケット

補強・特殊形状バケット

スケルトンバケット

法面バケット

田
で ん の り

法兼用バケット

V型バケット

各種、用途別バケット
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サイドエッジ
日立建機純正サイドカッタ取り付けに対応して
います。
サイドカッタ用穴無しにすることも可能です。
サイドシュラウド、他社用サイドカッタ取り付
けに対応する材料のご提供もできます。

ブラケット
ピン穴機械加工済み、ストッパ付きです。
他社機用ブラケットも製作できます。

アーム先端ボス
ピン穴機械加工済み。
ブッシュ無し、またはブッシュ圧入済みを
選択できます。

ブームヘッド
接続部から交換できます。
ピン穴機械加工済み。

アーム補強材
アーム上面、下面、側面の補強材を
ご用意しています。
4 面セット、または必要個所のみの
購入ができます。

ブレード部材
補修用エッジ、曲げ板をご用意しています。
材質、板厚、幅を指定できます。

修理用底板
バケット形状に合わせてロール
曲げされていますので作業性が
良く、より完成度の高い修理が
できます。

修理用側板
バケット側面形状にカットされていますので、
作業性が良く、より完成度の高い修理ができます。

アダプタ付きリップ
日立建機純正アダプタ付きのリップ
です。
コマツ横ピン、スーパーV アダプタの
取り付けも可能です。
指定幅での製作およびアダプタの
本数も指定できます。

底部横板補強
標準バケット用の底部補強です。
摩耗した個所のみの購入もできます。

底部補強
標準バケット用の底部補強です。
摩耗した個所のみの購入もできます。

爪間補強
爪間の摩耗を防ぐ補強です。
岩用バケット用、横ピンアダプタ用があります。

スキトリ板・ツース盤
整地作業時に使用します。
ポイントに溶接するスキトリ板と
組立て式のツース盤があります。

フック
バケットに取り付ける溶接式フックです。
取り付け位置はセンタ側、または
キャブ側を選択できます。

※ フックの使用については法令を
順守してください。

資  料

材質 硬度 耐摩耗性 コスト 主な使用部位
普通鋼 × × ◎ ミニバケットの側面補強・底部補強

高張力鋼50 kg 級 △ △ ◎
中型バケットの側面補強・底部補強・サイドエッジ
ミニ～中型バケットのスキトリ板

高張力鋼60 kg 級 △ △ ○
ミニ～大型バケットのリップ材
大型バケットのサイドエッジ・側面補強・底部補強

耐摩耗鋼板 400 ○ ○ △
岩用・解体用の中型～大型バケットの底部横板補強
岩用・解体用の大型バケットの側面補強

耐摩耗鋼板 500 ◎ ◎ × 特に重掘削の岩用・解体用の大型バケットの底部横板補強

■ 鋼板材質比較の目安

耐摩耗条件 苛酷 普通 軽微

掘削対象
硬質砂岩
花崗岩

安山岩
山砂利

石灰岩

バケット爪 10～ 100 200 ～ 1000 500 ～ 5000
サイドカッタ

サイドシュラウド
100 ～ 500 500 ～ 2000 2000 ～ 10000

バケット補修 200 ～ 1000 500 ～ 2500 1000 ～ 3000
爪間シュラウド 爪交換時間の２～３倍

＜注＞ 交換時間は使用条件で異なります。

■ バケットの修理インターバルの目安

■ ポイントの種類と特長

単位：時間

【シャープ型】 【シャープショート型】

【シャープロング型】 【ロック型】

【ローダ型】 【ピック型】

先端が鋭く掘削性が良い
一般掘削用

シャープ型を短くして
耐摩耗性をアップ、重掘削用

シャープ型を長くしたもの
軽掘削用

破砕した岩、礫、砂利
砂などの積込み用

ローダショベルに適する
肉厚で長寿命

突き崩す所に適する

※用途に応じてお選びください。
※掲載のもの以外にも種類があります。

バケット補修用部材 フロント補修用部材

建設機械のライフサイクルコスト（生涯費用）低減にも 貢献します。

 硬度・耐摩耗性： ◎ 特に優れている ○ 優れている △ やや優れている × 一般的
 コスト： ◎ 通常の価格 ○ やや高価 △ 高価 × 非常に高価
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