
特上のビーチ・ケア



私どもは実証済みの持上げとふるい掛け方法を最新の技術と現代の革
新的なデザインで組み合わせ、新モデル5500ビーチ・クリーナとして提
供しています。

モデル5000と同様、モデル5500も自走式ビーチ・クリーナで比類のない
操作性を備えていますが、今回さらにオペレータの快適性と操作の容易
さを実現しています。

モデル5500はまたごみと砂を分離するためより効率よく静かな振動シス
テムを用いた単一のふるい、大きくしたホッパー、そして改良した車両駆
動を備えています。

モデル 5500



比類のない効率
シェリントンだけが、全てを1回のパスで行います。シェリントンの持上げとふる
いのシステムで、砂から直径で9mmから254mmまでの全てのごみを効果的に
1回のパスで完全に除去します。

格別な結果

砂が湿っていても、乾燥していても、浜の上の方でも波打ち際でも―シェリント
ンは、あって欲しくないサンゴ、岩、海藻、そしてごみをホッパーに集め、砂は素
早く浜に戻します。

少ない手入れ
シェリントンでは固定ふるいの設計と摩耗部に炭化超硬部品を用いているた
め、回転ベルトを用いた機械での無理な使用や過度の保守費用の心配なくわ
が社のふるい掛けプロセスの利点を享受して頂けます。



証拠はホッパ
ーにあります



シェリントンの揺らしふるいには、高速度油圧モーターを用いていて、短いが強力
なふるいの動きを起こしています。
ふるいの枠と楕円モーターは航空機品質のゴム製分離器の上に取り付けられて
いてふるいに直結しています。これらの分離機は揺らしふるいに丁度必要なだけ
の動きを許容し、なおかつ本体には振動を与えません。
この革新的なシステムは、どのような砂であっても簡単にふるいに掛けふるい掛
けした砂を直ちに完璧な浜に戻します。



モデル 5450

シェリントン　モデル5450はその大容量と高速度機能によって広大な浜の保守に利用でき、
かつ簡易更衣室や木の周りも素早く効果的に処理します。

シェリントンだけの持上げとふるい掛けのシステムによって、最も効果的で、完全なビーチの清
掃を行います。

ごみ、石、貝殻、木切れ、そして海藻―などふるいの穴の寸法より大きなものを全てふるいで取
り分けシェリントン・モデル5450の1立方メートル足らずのホッパーに集めて簡単に投げ捨て
できます。



シェリントン　モデル5450の特徴
•	 数種類の穴の大きさのふるいが用意されています
(10mm、13mm、19mm、25mm)。

•	 優れたオペレータの視認性
•	 全輪油圧駆動
•	 浮揚性の高いタイヤ
•	 ホッパーの持上げ高さは2.6mに達する
•	 清掃速度は時速13Km
•	 60馬力ジョン・ディーレ・ターボ・ジーゼル・エンジン
•	 簡潔な制御、キィなしのスタート、ディジタル表示



モデル 4600XL

シェリントン4600XLは高速で、頑丈、３個だけのベアリングを用いていて、回転ベルト
や歯は無く、ふるいは驚くほど保守の必要が低く寿命が長いのです。炭化超硬すべり円
盤は長寿命、滑らかで静かな運転を可能にしています。

コンパクトなサイズ、そしてふるいに力を伝える設計。シェリントンは新しい先鋭技術の
油圧システムが揺らしふるいに非常に強く力を与えるので、高速の日常清掃と深堀りビ
ーチ清浄を可能にしています。ビーチふるい掛けによって、選んだふるいの目のサイズ
より大きなものは何でも取り除き、砂はビーチに戻すことに失敗することはありません。
シェリントンは保守の必要が低く、一体形で、回転なし、しかし力強くふるいを揺さぶる
振動を用いて、海藻、ごみ、煙草のフィルタ、ボトル、木切れ、石、タールの塊、サンゴ、そ
してその他も全て、最初のパスで取り除きます。



モデル4600XLの仕様
•	 清掃幅:1830mm
•	 清掃深さ:	最大152mm
•	 ホッパー容量:	1.53	立方メートル
•	 ダンプ高さ;	地表から2540mmまで
•	 後部整地幅:	2794mm
動力部/駆動への要求:
65-85HP(48-62	KW)	級、４輪駆動、540	PTO	およびCat	II,	3pt	結合
機械寸法：
•	 長さ：5,386mm、幅：ゲージ車輪込みで2,808mm、それを除くと2,490mm、高
さ：2,235mm	

•	 機械重量:		3,000Kg

ビーチの常連客に「ふるい掛けしたきれいな」ビーチを経験してもらってくだ
さい。5cmから15cmの深さでふるい掛けすれば、きれいで、通気した、清潔な
以前に見たこともないビーチとなります。



モデル 4500

期待は大きいが、予算は限られる。顧客とビーチ
の常連客の獲得競争は厳しい。解決策は何か？

ワンパスのビーチ清掃です！

新しいシェリントン	 4500XLは、高速で、頑丈、３個だけのベアリングを用いて
いて、回転ベルトや歯は無く、ふるいは驚くほど保守の必要が低く寿命が長い
のです。炭化超硬円盤は長寿命、滑らかで静かな運転を可能にしています。

コンパクトなサイズ、そしてふるいに力を伝える設計。シェリントンは新しい先
鋭技術で油圧システムが揺らしふるいに非常に強く力を与えるので、高速の日
常清掃と深堀りビーチ清浄を可能にしています。



掃除の前　　

ビーチ・スクリーニングによって、選んだふるいの目のサイズより大きなものは何で
も取り除き、砂はビーチに戻すことに失敗することはありません。シェリントンは保
守の必要が低く、一体の回転なし、しかし力強くふるいを揺さぶる振動を用いて、海
藻、ごみ、煙草のフィルタ、ボトル、木切れ、石、タールの塊、サンゴ、そしてその他も
全て、最初のパスで取り除きます。

シェリントンの固定ふるい設計によって最も効果的で完全なビー
チ・クリーナとなっています。

掃除の後　



モデル 3000

ビーチの訪問者達は以前に増してビーチがきれいで安全であることを期待しています。シ
ェリントンだけの革新的な清掃方式は持上げとふるい掛けの両方式により、深くまでふる
いに掛けきれいだと称賛されるビーチに仕上げます。

シェリントン・モデル3000はリゾートビーチに最適です。3輪設計、ゼロターンの機能、小
型、そして全長が短いため遊歩木道の横、キャバナや家具の周りであっても、低く垂れさが
った木の下でも素早くふるい掛け清掃します。シェリントンをお使い頂くと、お客様方にま
た来たいと思うような思い出に残る体験をして頂き、あなたのビーチやリゾートを他の方に
勧めて頂けます！





シェリントン・ビーチ・クリーナーは次の様なものを簡単に取り
除きます：
•	 ごみくず
•	 割れたガラス
•	 動物のフン
•	 タバコのフィルター

•	 石
•	 とがった貝殻
•	 繁茂する植物
•	 海藻　



モデル 440

シェリントンはあなたのビーチをふるい掛けし清潔にするために砂を持上げふ
るいに掛けています。シェリントン・ビーチ・クリーナを用いた効果的で経済的な
ビーチ清掃は、ビーチから砂を持上げ、それを強制振動させるふるいに掛け、選
択したふるいの寸法より大きい全ての物体を残し、そして砂はビーチに戻しま
す。



シェリントン・ふるい機は機械式ふるい掛けで唯一効果的で経済的な選択
で、その応用はビーチの清掃から、競技場の保守、競馬のトラック、競技場の
清掃、そして育苗準備などに及びます。ダンプの方式で高く持ち上げる(XL)
ものと地上で捨てるものとがあります。

掃除の前　　 掃除の後　



モデル 800

モデル800はATVの作業車、それにコンパクトな牽引車と共に動作するように設
計されています。従って砂の清掃が小規模で必要とされるどのような場所にとっ
ても完璧な選択です。

素早く効果的に木切れ、石、ガラス、ごみ、そして煙草のフィルタを取り去り、その
後に美しい、ふるい掛けしたきれいな砂があなたの公開あるいは私設のビーチ
に残ります。



革新的な「持上げてふるい掛け」のプロセス
シェリントン800は他の全てのシェリントンモデルと同様に作動します。取込みヘラが
砂とごみを持上げて動力で揺らすふるいに載せます。ごみはホッパーあるいはごみ
袋にたまり、一方きれいな砂はビーチに戻ります。

交換可能なふるい
シェリントン・モデル800	 は2つの別箇の交換可能なふるいと共に出荷され、清掃条
件を変えて素早く対応することを可能にします。13mmと19mmのワイヤ・ふるいが
標準で、10mmと25mmとが特別な清掃の必要性に対応するよう用意されています。
揺らしふるいは一人でいくつかの簡単な工具で簡単に素早く数分以内で交換できま
す。



モデル 950

全てのシェリントン清掃機と同様に、モデル950は効果的にふるいの目の大きさより大
きいもの全てを集めます。シェリントン　モデル950は2つの交換可能なふるいと共に
出荷され、清掃条件を変えて素早く対応することを可能にします。13mmと19mmのワ
イヤ・ふるいが標準で、9mmと25mmとが特別な清掃の必要性に対応するよう用意さ
れています。

揺らしふるいは一人でいくつかの簡単な工具で簡単に素早く数分以内で交換できま
す。.



•	 小さなビーチ
•	 球戯場
•	 運動場
•	 歩道
•	 サンド・バレーボール
のコート

•	 小放牧場

ホッパーとオプションの集塵袋システム
モデル950は0.18立方メートルの地上ダンプ式ホッパーが標準で着いています。これは石
や海藻などを積み上げて置き、後ほど除去するのに理想的です。ごみや軽いガラクタを拾う
には、オプションの袋式システムがお勧めです。これですとオペレーターが簡単にごみ容器
に捨てることができます。

汎用自走式、可動砂清浄機
モデル950は３輪の自走式砂掃除機で、回転半径0も可能なので、木の間や下、簡易更衣室
の周り、遊歩木道の横などといった非常に狭い場所でも操縦ができます。

ホンダの空冷式ガソリン・エンジンが動輪、コンベヤ、リフトを駆動します。オペレータは、よ
く見える最適の場所から、ふるい掛けの深さ、前進/後進方向、速度、カーブ曲がり、コンベヤ
操作などをワイヤレスのリモコンで、常時は手放しの制御をします。モデル950の清掃幅は
910mm、深さは76mmです。前部計測車輪が正確で一貫した深さを保証します。



ウェブサイト：www.cherrington.net

自走式 牽引式
モデル 5500 5450 3000 950 4600XL 4500XL 440XL 800

長さ 5,283mm 4,623mm 2,819mm 2,438mm 5,385mm 5,182mm 3,302mm 2,642mm

幅 2,464mm 2,515mm 1,524mm 1,295mm 2,819mm 2,489mm 1,753mm 1,295mm

清掃幅 1,524mm 1,372mm 914mm 914mm 1,829mm 1,524mm 1,219mm 914mm

整地幅 2,794mm 2,794mm 1,524mm 1,270mm 2,794mm 2,794mm 1,626mm 1,270mm

ふるい掛
け深さ 152mmまで 152mmまで 102mmまで 76mmまで 152mmまで 152mmまで 102mmまで 76mmまで

ホッパー
容量

1.2 m3  
(1.4 m3  

オプション) 
.8 m3  .3 m3  .2 m3 1.5 m3

1.2 m3 
(1.4 m3 

オプション) .4 m3 .2 m3

最大持
上げ高
さ

油圧
2,591mm

油圧
2,591mm

油圧 
1,524mm 手動 地面 油圧

2,591mm
油圧

2,591mm
油圧

1,524mm 手動地面

TEL055-978-1477    FAX055-978-1478
info@yachtingworld.jp

http://www.yachtingworld.jp/


