
木材破砕機・チッパーの機器仕様一覧　【切削チップ対応】
C D F F J

富士車輌株式会社

国名 日本

ウエブサイト http://www.fujicar.com/

日本法人 (海外メーカーで日本法人有る場合） ---

正式名称 (総代理店の場合はその記載を） 富士車輌株式会社

ウエブサイト http://www.fujicar.com/

連絡先名 本社

連絡先TEL 077-583-1235

メールアドレス info@fujicar.com

住所 〒524-0034　滋賀県守山市千代町１３番地１

林地残材を、P45サイズのバイオマス発電用チップに破砕する。破
砕機を４ｔ積載のロータリードラム車後部に接続し、チップを積み込
む。チップを山から発電所に輸送できる。

APLASTAR フジ・ウッドホッガー

小規模:3ﾄﾝ/時未満 中型:10-30ﾄﾝ/時 中大型:30-60ﾄﾝ/時 中大型:30-60ﾄﾝ/時 中型:10-30ﾄﾝ/時 中大型:30-60ﾄﾝ/時 中大型:30-60ﾄﾝ/時 中型:10-30ﾄﾝ/時 中型:10-30ﾄﾝ/時 中大型:30-60ﾄﾝ/時 中大型:30-60ﾄﾝ/時 中大型:30-60ﾄﾝ/時 大型:60-90ﾄﾝ/時 超大型:90ﾄﾝ/時以上

DH811K DH910SA-RB DH910E APLASTAR KCN480T KCN600T KCN800T KCH480T KCH600T KCH800T SL1060R 360 540 561 700 820 1000

方式 自走式、車載式、牽引式、定置式、手(人力)押式、その他 自走式 牽引式 定置式 自走式 定置式 定置式 定置式 定置式 定置式 定置式 定置式 電動定置式
自走式・

牽引式・車載式
自走式・牽引式・
電動定置式

自走式・
電動定置式

全長 (mm) 7,476 12,360 12,745 6,820 4,800 5,100 5,700 4,800 5,100 5,700 11,000 6350mm（搭載式除外） 6500～8580mm 7300mm～ 10090mm～ 11300mm

全幅 (mm) 2,500 2,500 2,500 2,220 2,600 2,800 3,000 2,600 2,800 3,000 6,100 2470mm（搭載式除外） 2550mm 2800mm～ 2550mm 2550mm

全高 (mm) 5,277／3,135(輸送時) 5,025／4,000(輸送時) 3,942(架台高1,277) 2,780 3,000 3,150 3,300 3,000 3,150 3,300 2,900 2400mm（搭載式除外） 3400～3800mm 3600mm 4000mm 4000mm

重量 (kg) 約23,000 約30,000 約27,000 6,770 13,000（モータ除く） 21,000（モータ除く） 32,000（モータ除く） 13,000（モータ除く） 21,000（モータ除く） 32,000（モータ除く） 24,000 13～13.6t（搭載式除外） 16.35～18t 23.5t～ 25.5t～ 32t～

エンジン or 電動モーター エンジン エンジン 電動モーター 車輌エンジン 電動モーター 電動モーター 電動モーター 電動モーター 電動モーター 電動モーター 電動モーター ３相400V電動機 水冷ディーゼルエンジン

動力機メーカー・型式 MTU 6R1300 Mercedes-Benz OM502LA 三相ﾓｰﾀｰ K22R355MX4 車輌ｴﾝｼﾞﾝﾒｰｶｰ － － － － － － － CAT社製　C7.1 CAT社製　C13

最大出力 (kWの単位記入願います) 390kW 450kW 450kW 77ｋW相当（PTO) － － － － － － － 205/225kw 354kw

使用燃料 (ガソリン・軽油・重油・電気など) 軽油 軽油 電気 軽油 － － － － － － －

使用燃料量 (Lit/時） 70ℓ/h 90ℓ/h － － － － － － － － 31～35 ℓ/ｈ 55　ℓ/ｈ 88　ℓ/ｈ 93　ℓ/ｈ 100　ℓ/ｈ

燃料タンクの容量 (Lit) 750 900 － 90 － － － － － － －

ディーゼルエンジン搭載の場合のみ；
排ガス規制レベルやアドブルー使用の有無

EUROMOT IV EUROMOT IV － ー － － － － － － －

自走式：
Tier 4f アドブルー要

牽引式：
Tier3aアドブルー無

Tier3aアドブルー無

使用電力 (kW/時)：　電動モーターの場合のみ － － 使用状況による ー 160kW 315kW 500kW 200kW 315kW 500kW 250kW 75/90/110kw 160/200/250kw 200/315/450kw

始動方式： － － フレクエンシーコンバーター キースイッチ コンドルファ、他 コンドルファ、他 コンドルファ、他 コンドルファ、他 コンドルファ、他 コンドルファ、他 コンドルファ、他

走行速度 (km/時) 80km/h 80km/h － 80 － － － － － － －

最小回転半径 (m) － 5.6 － － － － － － －

切削、破砕、両方可能　（選択） 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削

両対応の場合の交換作業量 (単位:人・時間) － － － － － － －

破砕可能な材 木材・竹・その他
丸太・製材所端材 投入
可能直径<800m

丸太・製材所端材 投入
可能直径<900m

丸太・製材所端材 投入
可能直径<900m

木材・竹 丸太・竹 丸太・竹 丸太・竹 丸太・製材背板・竹 丸太・製材背板・竹 丸太・製材背板・竹 丸太・製材背板・竹

口径(縦x横)　or 直径(円形の場合) 800x1000 900x1000 900x1000 190×400 480×480 600×600 800×800 480×480 600×600 800×800 600×1050 幅：800mm 幅：790mm

ホッパー入口の高さ 1,987 2,000 機械設置架台高による 1,100

破砕軸タイプ (選択願います) ドラムチッパー ドラムチッパー ドラムチッパー ドラムチッパー ディスクチッパー ディスクチッパー ディスクチッパー ディスクチッパー ディスクチッパー ディスクチッパー ドラムチッパー

送り装置の有無 有 有 有 有り 有 有 有 有 有 有 有

自動逆転制御の有無 有 有 有 有り 無 無 無 無 無 無 無

最大加工径 (mm) <例えば杉を前提として> 480(ﾊｰﾄﾞ）、600（ｿﾌﾄ） 680(ﾊｰﾄﾞ)、900(ｿﾌﾄ) 900（ｿﾌﾄ) 190 450 550 750 450 550 750 450 320 mm 560 mm 560 mm 700 mm 80 mm 1000 mm

最大処理能力 (トン/時) 50トン 100トン 100トン 1.4 22 34 40 22 34 40 30 17　t/時 33　t/時 41　t/時 56　t/時 83　t/時 100　t/時

加工チップ寸法：協会発行の品質規格参照 (Pxx記述) P32 P45 P45 P45 P32 P32 P32 P32 P32 P32 P45

スクリーンの有無 有 有 有 有り 無 無 無 無 無 無 有

スクリーンサイズ(mm): 各サイズ(XX, YY, ZZ,・・・）
40, 50, 60,

70, 80, 100,120角
70, 80, 100,120角 70, 80, 100,120角 80×80 － － － － － － □65×65 45/60/80mm

タイプ　(ディスク、クローズドラム、オープンドラムなど) オープンドラム オープンドラム オープンドラム クローズドラム ディスク ディスク ディスク ディスク ディスク ディスク クローズドラム

破砕刃数　(回転刃、固定刃） 5 固定刃 5 固定刃 5 固定刃 回転刃５、固定刃１ 16 or 24 22 or 33 or 24 30 or 45 8 or 16 or 24 20 or 22 or 33 45 15 8（16）枚 8（16）枚 12（24）枚 24枚

ハンマー数　(回転刃、固定刃） － － － ー － － － － － － －

その他、大事な仕様が有れば自由記述
ナイフ破損防止
カバー付き

ナイフ破損防止
カバー付き

ナイフ破損防止
カバー付き

研磨可能

排出方式： ブロア、コンベア、その他 ブロア コンベア コンベア ドラムからダンプ排出 コンベヤ、ブロア コンベヤ、ブロア コンベヤ、ブロア コンベヤ、ブロア コンベヤ、ブロア コンベヤ、ブロア コンベヤ コンベア（別途） ブロア

排出口高さ (mm): 可変・固定, 可変の場合はMin、Max値 5,227 5,025
機械設置

架台高による
別途設計

排出口幅 (mm) 400mm(シュート幅) 1,200mm(コンベア幅) 1,200mm( コンベア幅) 800mm 800mm

排出方向（可変・固定） 可変
可変(排出コンベア120°

旋回)
固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定 変更可能

異物除去機能の有無 (標準 or オプション） 無し 無し 無し 無 無 無 無 無 無 無 無

(特殊な仕様：磁選機や風選機など、自由記述） 機械本体旋回機能
牽引式に

油圧式自走装置付き
電気設置式

リモートコントロール可否 可 可 可 否 可 可 可 可 可 可 可
不可外部機器連動

可

稼働方法で追記あれば、自由記述 移動しながらの排出 プラントに統合可 投入コンベヤ
の制御

投入コンベヤ
の制御

投入コンベヤ
の制御

投入コンベヤ
の制御

投入コンベヤ
の制御

投入コンベヤ
の制御

投入コンベヤの制御

非常停止装置の有無 有 有 有 有り 無 無 無 無 無 無 無

その他、安全装置あれば、自由記述

日常メンテナンス頻度 (回/週) 1～5回／週 毎日

（メンテの内容) 刃物の交換・研磨
刃物交換／刃物研磨／グ

リスアップ

定期メンテナンスの頻度 (回/年) 12回／年 1回／年

（メンテの内容) 破砕ロータ各部の摩耗状況確認、

年間のメンテナンス費用（概算） (円) 1,000,000円／年

刃の平均交換頻度　(何時間毎） 8～40h毎

国内での運用期間 (販売経過後の年数) 2 4 1

国内の導入数 (台) 6 23 1 1

海外の導入数　(台) 0

国内の代表的な導入場所
(事業者名・導入年度)

非公開 非公開 非公開 非公開

視察受入れ可否　(場所や条件)
実車見学可能

(富士車輌本社：滋賀県守山市)

1957年の創業以来、日本の木質バイオマス利用のニーズに応えるべく間伐材・林地残材・伐根・剪定枝・建設系木くず等の様々な木質バイオマスの切削・破
砕・選別処理によるカスケード利用について、豊富な機種揃えと６０余年の経験と実績をベースにお客様のご要望にお応えします。設計～製造・施工まで自社一
貫生産システムと万全のアフターサービスで対応致します。『地球環境と資源を大切に』これが技術開発の基本理念です。

札幌、仙台、東京、静岡、大阪、福岡にサービス員を配置しています。
また、販売代理店によるアフターサービス対応をしています。

お客様の状況によります

富士鋼業株式会社

日本

http://www.fujikogyo.co.jp

－

富士鋼業株式会社

http://www.fujikogyo.co.jp

営業部

054-643-3211

eigyou@fujikogyo.co.jp

・東北・北関東圏⇒エコクリーンがアフターサービス
・北関東圏以外⇒各地産業機械ディーラーによるメンテナンス、必要に応
じてエコクリーンのサービス員を派遣

営業・サービス一丸となり、お客様の困り事・課題に取り組み解決してい
くことにより顧客満足度向上に取り組んでおります。また、英会話が堪能
な社員がパーツの発注を担当しており、海外メーカーへのサービスﾊﾟｰﾂ
発注をスムーズに行っております。

お気軽にエコクリーンまでお問合せ下さい。お待ちしております。

フジ・キングチッパ

KCN480W、KCN600(W/T)、KCN700(W/T)、KCN8050-4 KCH480(W/T)、KCH600(W/T)

機械設置架台の高さによる 機械設置架台の高さによる

研磨可能　／　刃物の刃出し調整は刃物調整台にて事前にセッティング可能

機械設置架台の高さによる 機械設置架台の高さによる

毎日

刃物交換／刃物研磨／グリスアップ

1回／年

平均20年（30年以上のユーザもいます）

300台以上（主にプラント設備）

20台以上

非公開（北海道から四国・九州までの各地）

CBI は、林業、バイオマス、堆肥化、木材廃棄物処理に使用されるグラ
インダーやチッパー、シュレッダー、およびアタッチメントを製造、販売して
います。

 Continental Biomass Industries (CBI)

米国

https://www.terex.com/cbi/en

株式会社エコクリーン

https://www.sssgroup.co.jp/eco-clean/

環境事業本部

0223-34-9050

info-eco@sssgroup.co.jp

〒989-2361 宮城県亘理郡亘理町字堀ノ内41番1

油脂・冷却液点検・破砕部切削部点検・
排出部点検清掃など

各部摩耗点検交換・油脂類交換・
コンベア張り調整など

投入原材料により異なります。
別途お問い合わせください。

ブロア

4,580㎜

可変

無し

可(ラジコン遠隔操作機能）

有り

キースイッチによるセルモーター始動

2～3.5Km/h

切削

木材・木質系対象物全般

1m(h)×1.2m(w)

26,000

ｴﾝｼﾞﾝ

CAT C18

570Kw

軽油

1～1.5l/ｈ

946Ｌ

Tier4

Chip Max 484

484BT

自走式

9,242(輸送時）

2,548(稼働時）

5,312(稼働時)

営業本部　環境システム部

P45

有

有（底部プレートコンベア　上部ローラー） 有（底部プレートコンベア＋ローラー　上部ローラー）

ブロア仕様のみ変更可能 固定

JENZ GmbH機器ﾒｰｶｰ/Equipment Vender WERNER DOPPSTADT UMWELTTECHNIK GMBH & CO.KG

切削機（チッパー）DHシリーズ

事業者情報

機器
製造者

ドイツ

https://doppstadt.de

国内販売者
or

代理店

---

https://www.sun-earth.jp

破砕システム事業部

https://www.jenz.de/en/

株式会社サナース　日本総代理店 (総代理店)　緑産株式会社

ドイツ

https://www.ryokusan.co.jp/

045-534-2270 042-762-1021

fgw@ryokusan.co.jpshredding@sun-earth.jp

〒223-0057 横浜市港北区新羽町178 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3334〒426-8510 　静岡県藤枝市仮宿1357番地

設備型式名

各シリーズの代表機器の外観写真

破砕機の時間当りの加工重量毎の機器タイプ
(かさ比重:0.8トン/丸太m3の前提として)

シリーズ名称 ウッドハッカーMega

貴社製品(破砕機)のPR情報
(200字以内でお願いします）

ヨーロッパシェア№1を誇るドップシュタット社
部品の即納率は9割以上の豊富な部品在庫。
チッパー機は刃枚数が5枚と少なく日々の交換メンテンナンスにかかる時間
が短時間で済み、1日の時間を有効利用できます。

未利用間伐材、林地残材、剪定枝葉等、森林由来木質バイオマス原料を、最高品質で低コスト燃料・原料用チップを大量生産できま
す。

添付ファイル
緑産Mega1.jpg
使用ください

添付ファイル
緑産Mega2.jpg
使用ください

添付ファイル
緑産Mega3.jpg
使用ください

物理諸元

本体サイズ・
重量

都度設計

記載設備型式以外にも複数の型式有れば、列記願います

名称

外観

軽油

571kw

CAT社製　C18

動力

水冷ディーゼルエンジン
又は３相400V電動機

水冷ディーゼルエンジン

不明

駆動
(自走式)

牽引式

1km/h（工場オプションとして3km/h仕様を生産可能）

Tier2アドブルー無

性能諸元

破砕タイプ
切削

その他、特記事項あれば

仕様により相違

ホッパー仕様
(mm)

幅：1000mm 幅：1200mm

間伐材等幹材・梢頭部、林地残材、剪定枝等枝・追い上げ材等単尺材・バーク端材等製材残材・青竹

破砕処理

ドラムチッパー

10（20）枚
切削刃仕様

オープンドラム

P45以下のチップを製造できるマイクロチップ仕様あり。
欠けたナイフのみ交換でき、ナイフ単価も1枚2000円と安価に設定、ランニングコストを削減できます。

35/60/80mm

有

ドラムチッパー

有

有

樫⇒50cm 杉⇒60cm

100t/h(材料により変動)

その他

無

solid steel drum

回転刃：2ポケット／4ポケット選択

無

2枚刃⇒9～30㎜燃料チップサイズ
4枚刃⇒3～12㎜マイクロチップサイズ

1000mm 1200mm

仕様により相違、増し枠トラックへの直接積込が可能です
コンベア仕様

ブロア／コンベア コンベア

運転管理

実績

稼働方法

エンジンモデル可　電動定置式は外部機器連動可

エンジンモデルは、切削ドラム軸の振動をモニターし、過大振動時の自動逆転機構組込可能

その他

無し

緊急停止ｽｲｯﾁの点検、ﾏｼﾝの洗浄、破砕刃等消耗品の点検・交換、ｺﾝﾍﾞｱ
ﾍﾞﾙﾄの点検、燃料の注入、油量・冷却剤の点検、ﾊﾞｯﾃﾘｰの充電、等

保守

毎日（8稼動時間毎） 切削ナイフ点検、始業終業点検は毎日、他は運転50/時間毎

エンジンモデルは、切削ドラム軸の振動をモニターし、過大振動時の自動逆転機構組込可能
安全装置

有

切削刃の研磨、通常の点検整備

100台以上

初回50時間、以後200時間ごと 運転250/500/1000/3000/10000時間毎

油脂、冷却液点検・エアクリーナ、ラジエター清掃・駆動ベルト点検・給脂確認・切削ツール点検（必要により交換）・
投入排出部清掃点検等

2007年（12年）

8-15時間で研磨、10回研磨まで使用可能 使用ツール及び投入原材料により大きく相異、別途お問い合わせください

使用ツール及び投入原材料により大きく相異、別途お問い合わせください

切削ツール、スクリーン等磨耗点検交換・油脂類交換・投入排出コンベア張り調節等

・ｻﾎﾟｰﾄ体制やｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽの対応方法

北海道、東北、関東、中国四国、九州に支店があり、各支店には営業
とサービス人員を配置しています。消耗部品は各支店が通常在庫とし
て保有、重要交換部品は千葉県のパーツセンターから全国に供給しま
す。

富士車輌直営サービス部門有。

時期・人数により可（個別客先の承認が必要）

北海道から四国・九州までの各地

1000台以上（1959年シリーズ初号機発売）

エンジンモデル：重機系ディーラー経由での販売サポート及び自社拠点からのサービスサポート
電動定置式：製材機ディーラー、エンジニアリング会社軽油での販売サポート及び自社拠点からのサービスサポート

導入

国内メンテナンス性を考慮したエンジン変更。欧州にない杉バークや竹への対応の為ブロア再設計、車幅を日本専用仕様として再設
計しました

・過去導入時の課題と対応策　(事例など有れば) 試作車製作のみ。販売実績なし。

安定した性能で幅広いユーザーにご利用いただいております。・営業展開の方針、計画など　（可能な範囲で）
チッパーに関しては主に、林業事業者、チップ生産・供給業者、バイオマス
発電所を展開の方針としています。破砕機に関しては主に、産業廃棄物処
理業者（木くず）、堆肥製造業者など。

林業関係、自治体関係へPR検討

オープンドラム採用による異形原料を含めた各種素材においてもスムーズな給材、切削・破砕作業を実現しています。
実機能力を客先様現場でご確認ください。

・その他特記事項

https://www.terex.com/cbi/en
https://www.terex.com/cbi/en
https://doppstadt.de/
https://doppstadt.de/
http://www.fujicar.com/
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http://www.fujikogyo.co.jp/
http://www.fujikogyo.co.jp/
https://www.jenz.de/en/
https://www.jenz.de/en/
https://www.jenz.de/en/
https://www.jenz.de/en/
https://www.jenz.de/en/
https://www.sssgroup.co.jp/eco-clean/
https://www.sssgroup.co.jp/eco-clean/
https://www.sun-earth.jp/
https://www.sun-earth.jp/
http://www.fujicar.com/
http://www.fujikogyo.co.jp/
http://www.fujikogyo.co.jp/
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http://www.fujikogyo.co.jp/
http://www.fujikogyo.co.jp/
http://www.fujikogyo.co.jp/
https://www.ryokusan.co.jp/
https://www.ryokusan.co.jp/
https://www.ryokusan.co.jp/
https://www.ryokusan.co.jp/
https://www.ryokusan.co.jp/
mailto:info-eco@sssgroup.co.jp
mailto:info-eco@sssgroup.co.jp
mailto:shredding@sun-earth.jp
mailto:shredding@sun-earth.jp
mailto:info@fujicar.com
mailto:eigyou@fujikogyo.co.jp
mailto:eigyou@fujikogyo.co.jp
mailto:eigyou@fujikogyo.co.jp
mailto:eigyou@fujikogyo.co.jp
mailto:eigyou@fujikogyo.co.jp
mailto:eigyou@fujikogyo.co.jp
mailto:fgw@ryokusan.co.jp
mailto:fgw@ryokusan.co.jp
mailto:fgw@ryokusan.co.jp
mailto:fgw@ryokusan.co.jp
mailto:fgw@ryokusan.co.jp
http://www.fujikogyo.co.jp/
http://www.fujikogyo.co.jp/
mailto:eigyou@fujikogyo.co.jp
https://www.terex.com/cbi/en
https://www.sssgroup.co.jp/eco-clean/
mailto:info-eco@sssgroup.co.jp
https://doppstadt.de/
https://www.sun-earth.jp/
https://www.jenz.de/en/
https://www.ryokusan.co.jp/
mailto:fgw@ryokusan.co.jp
mailto:shredding@sun-earth.jp


木材破砕機・チッパーの機器仕様一覧　【切削チップ対応】

国名

ウエブサイト

日本法人 (海外メーカーで日本法人有る場合）

正式名称 (総代理店の場合はその記載を）

ウエブサイト

連絡先名

連絡先TEL

メールアドレス

住所

方式 自走式、車載式、牽引式、定置式、手(人力)押式、その他

全長 (mm)

全幅 (mm)

全高 (mm)

重量 (kg)

エンジン or 電動モーター

動力機メーカー・型式

最大出力 (kWの単位記入願います)

使用燃料 (ガソリン・軽油・重油・電気など)

使用燃料量 (Lit/時）

燃料タンクの容量 (Lit)

ディーゼルエンジン搭載の場合のみ；
排ガス規制レベルやアドブルー使用の有無

使用電力 (kW/時)：　電動モーターの場合のみ

始動方式：

走行速度 (km/時)

最小回転半径 (m)

切削、破砕、両方可能　（選択）

両対応の場合の交換作業量 (単位:人・時間)

破砕可能な材 木材・竹・その他

口径(縦x横)　or 直径(円形の場合)

ホッパー入口の高さ

破砕軸タイプ (選択願います)

送り装置の有無

自動逆転制御の有無

最大加工径 (mm) <例えば杉を前提として>

最大処理能力 (トン/時)

加工チップ寸法：協会発行の品質規格参照 (Pxx記述)

スクリーンの有無

スクリーンサイズ(mm): 各サイズ(XX, YY, ZZ,・・・）

タイプ　(ディスク、クローズドラム、オープンドラムなど)

破砕刃数　(回転刃、固定刃）

ハンマー数　(回転刃、固定刃）

その他、大事な仕様が有れば自由記述

排出方式： ブロア、コンベア、その他

排出口高さ (mm): 可変・固定, 可変の場合はMin、Max値

排出口幅 (mm)

排出方向（可変・固定）

異物除去機能の有無 (標準 or オプション）

(特殊な仕様：磁選機や風選機など、自由記述）

リモートコントロール可否

稼働方法で追記あれば、自由記述

非常停止装置の有無

その他、安全装置あれば、自由記述

日常メンテナンス頻度 (回/週)

（メンテの内容)

定期メンテナンスの頻度 (回/年)

（メンテの内容)

年間のメンテナンス費用（概算） (円)

刃の平均交換頻度　(何時間毎）

国内での運用期間 (販売経過後の年数)

国内の導入数 (台)

海外の導入数　(台)

国内の代表的な導入場所
(事業者名・導入年度)

視察受入れ可否　(場所や条件)

機器ﾒｰｶｰ/Equipment Vender

事業者情報

機器
製造者

国内販売者
or

代理店

設備型式名

各シリーズの代表機器の外観写真

破砕機の時間当りの加工重量毎の機器タイプ
(かさ比重:0.8トン/丸太m3の前提として)

シリーズ名称

貴社製品(破砕機)のPR情報
(200字以内でお願いします）

物理諸元

本体サイズ・
重量

記載設備型式以外にも複数の型式有れば、列記願います

名称

外観

動力

駆動
(自走式)

性能諸元

破砕タイプ

その他、特記事項あれば

ホッパー仕様
(mm)

破砕処理

切削刃仕様

コンベア仕様

運転管理

実績

稼働方法

その他

保守

安全装置

・ｻﾎﾟｰﾄ体制やｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽの対応方法

導入

・過去導入時の課題と対応策　(事例など有れば)

・営業展開の方針、計画など　（可能な範囲で）

・その他特記事項

K M M M M

ブラッシュチッパーブラッシュチッパーブラッシュチッパー ログバスター ログバスター ログバスター ブラッシュチッパー ブラッシュチッパー ブラッシュチッパー ドラムチッパー ドラムチッパー ドラムチッパー WOODTERMINATOR7XL WOODTERMINATOR8XL WOODTERMINATOR9XL WOODTERMINATOR9XL WOODTERMINATOR10XL WOODTERMINATOR11XL

小規模:3ﾄﾝ/時未満 小規模:3ﾄﾝ/時未満 小規模:3ﾄﾝ/時未満 中型:10-30ﾄﾝ/時 中型:10-30ﾄﾝ/時 中大型:30-60ﾄﾝ/時 大型:60-90ﾄﾝ/時 大型:60-90ﾄﾝ/時 大型:60-90ﾄﾝ/時 超大型:90ﾄﾝ/時以上

KDC-1301 KDC-1301B KDC-1101B MC-140GHB MC-300D M１２R Track M１５R Track M１８R Track LB-M515C 3036 Track 4036 Track M１２R Track M１５R Track M１８R Track LB-M515C 3036 Track 4036 Track 7XLトラクター式 8XLトラクター式 9XLトラクター式 9XLクローラー式 10XLクローラー式 11XLクローラー式

自走式 自走式 自走式 自走式 自走式 自走式 自走式 自走式 自走式 自走式 自走式 自走式 自走式 自走式 牽引式 牽引式 牽引式 自走式 自走式 自走式

1,540 1,790 1,785 1,550 4,400 4,000 4,740 5,290 6,330 8,970 10,000 4,000 4,740 5,290 6,330 8,970 10,000 5450mm 5600mm 5800mm 6600mm 6600mm 6800mm

780 780 780 730 1,250 1,980 2,380 2,410 2,490 2,590 3,000 1,980 2,380 2,410 2,490 2,590 3,000 2500mm 2500mm 2500mm 2500mm 2500mm 2500mm

1,140 1,200 1,100 1,380 2,450 2,550 2,600 2,660 3,105 3,500 3,500 2,550 2,600 2,660 3,105 3,500 3,500 3210mm

370 410 310 375 2,900 6,150 6,800 12,300 22,000 25,800 2,900 6,150 6,800 12,300 22,000 25,800 7500kg 13000kg 9200kg 18000kg 16000kg 17000kg

エンジン エンジン エンジン エンジン エンジン エンジン エンジン エンジン エンジン エンジン エンジン エンジン エンジン エンジン PTO PTO PTO エンジン エンジン エンジン

三菱GB300 スバル　EXO40 クボタ　D1703 キャタピラー C3.4 キャタピラー C4.4 キャタピラー C7.1 キャタピラー C9.3 キャタピラー C15 キャタピラー C18 キャタピラー C3.4 キャタピラー C4.4 キャタピラー C7.1 キャタピラー C9.3 キャタピラー C15 キャタピラー C18 CAT C9.3 CAT C9.3又は CAT C18 CAT C18

7.3 14 30.5 85ｋW 110kW 205kW 298ｋW 433kW 571kW 85ｋW 110kW 205kW 298ｋW 433kW 571kW 298kw 298kw又は597kw 597kw

ガソリン 経由 軽油 軽油 軽油 軽油 軽油 軽油 軽油 軽油 軽油 軽油 軽油 軽油 無 無 無 軽油 軽油 軽油

2.7L/H 無 無 無

7 35 93 121 167 280 605 1,135 93 121 167 280 605 1,135 無 無 無

- - - ― Tier3 Tier 4f Tier 4f Tier 4f Tier 4f Tier 4f Tier 2 Tier 4f Tier 4f Tier 4f Tier 4f Tier 4f Tier 2 有り 有り 無し（2020年より有り）

- - -

0～2.5 0～0.8 トラクターに準ずる トラクターに準ずる トラクターに準ずる 2km/時 2km/時 2km/時

トラクターに準ずる トラクターに準ずる トラクターに準ずる

切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削

1人10分 1人13分 1人15分 1人15分 1人15分 1人15分

竹・木材 竹・木材 木材・竹 木材・竹 木材・竹 木材・竹 木材・竹 木材・竹 木材・竹 木材・竹 木材・竹 木材・竹 木材・竹 木材・竹 木材・林地残材 木材・林地残材 木材・林地残材 木材・林地残材 木材・林地残材 木材・林地残材

310×500 560×330 760×780
供給口

350ｘ380
供給口

450ｘ520
供給口

520ｘ790
供給口

508x740
供給口

787x864
供給口

990x1000
供給口　350ｘ380 供給口　450ｘ520 供給口　520ｘ790 供給口　508x740 供給口　787x864 供給口　990x1000 50*64cm 60*64cm 70*82cm 70*82cm 75*98cm 75*114cm

790 638 638 550 907 813 928 638 638 550 907 813 928 50cm 60cm 70cm 70cm 75cm 75cm

ドラムチッパー ドラムチッパー ドラムチッパー 横軸高速破砕機 横軸高速破砕機 横軸高速破砕機 横軸高速破砕機 横軸高速破砕機 横軸高速破砕機 横軸高速破砕機 横軸高速破砕機 横軸高速破砕機 横軸高速破砕機 横軸高速破砕機 横軸高速破砕機 ドラムチッパー ドラムチッパー ドラムチッパー ドラムチッパー ドラムチッパー ドラムチッパー

有 有 無 無 無 有 有 有 無 無 無 有 有 有 　有り 有り 有り 有り 有り 有り

無 無 無 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有り 有り 有り 有り 有り 有り

120 130 200 300 380 460 500 580 610 300 380 460 500 580 610 50cm 60cm 70cm 70cm 75cm 75cm

1.1ｔ/ｈ 0.8ｔ/ｈ 0.58ｔ/ｈ 40~70立米 60~100立米 75～130立米 75～130立米 100～160立米 160立米～250立米

P16 P16 P16 P26 P26 P26 P32 P32 P32 P26 P26 P26 P32 P32 P32 その他 その他 その他 その他 その他 その他

有 有 無 無 無 有 有 有 無 無 無 有 有 有 有り 有り 有り 有り 有り 有り

各選択可 各選択可 100X100 100X100 100X100 100X100 100X100 100X100
３cm角から10cm角まで

対応
３cm角から10cm角まで

対応
３cm角から10cm角まで

対応
３cm角から10cm角まで

対応
３cm角から10cm角まで

対応
３cm角から10cm角まで

対応

オープン オープン クローズドラム クローズドラム クローズドラム クローズドラム クローズドラム クローズドラム クローズドラム クローズドラム クローズドラム クローズドラム クローズドラム クローズドラム オープンドラム オープンドラム オープンドラム オープンドラム オープンドラム オープンドラム

回転刃3、固定刃1 2 2 2 4 4 6 6 8 2 4 4 6 6 8 ８枚 ８枚 １０枚 10枚 10枚または12枚 10枚または14枚

- - - ― ―

― ―

- - -
ブロア コンベア ブロア ブロア ブロア ブロア ブロア ブロア ブロア ブロア ブロア ブロア ブロア ブロア ブロア ブロア ブロア ブロア

ブロア又はコンベア
又は両方

ブロア又はコンベア
又は両方

- - -
2,500 2,513 2,583 4,300 3,300 3,500 2,500 2,513 2,583 4,300 3,300 3,500 可変 可変 可変 可変 可変 可変

- - -

- - -
可変 固定 可変 可変 可変 可変 可変 可変 可変 可変 可変 可変 可変 可変 可変 可変 可変 可変 可変 可変

無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

不可 不可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 否 否 否 可 可 可

有線バックアップ 有線バックアップ 有線バックアップ 有線バックアップ 有線バックアップ 有線バックアップ 有線バックアップ 有線バックアップ 有線バックアップ 有線バックアップ 有線バックアップ 有線バックアップ

有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有り 有り 有り 有り 有り 有り

使用毎 使用毎 １回/週 １回/週 １回/週 １回/週 １回/週 １回/週

2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年 2回/年

180,000(工賃別) 30万円～ 30万円～ 30万円～ 50万円～ 60万円～ 70万円～

16 16 16 30~50時間毎 30~50時間毎 30~50時間毎 30~50時間毎 30~50時間毎 30~50時間毎

４年 ２年 ４年 ２年 １年

- - - 20（シリーズ累計） 20（シリーズ累計） ４台 2台 ２台 １台 １台

- - -

本荘由利森林組合
（2017年）

西垣林業
（2018年、2019年）

花巻バイオチップ
（2018年）

曽我産業(2017年） 曽我産業(2019年）

HPのお問い合わせからご連絡ください。

14年

10台（シリーズ累計）

5000台以上

8年

20台（シリーズ累計）

1000台以上

機種、仕様、用途により変わりますので
別途お問い合わせ下さい。

運転50/100/200/500/800H毎、及び2年毎

機種、仕様、用途により変わりますので別途お問い合わせ下さい。

機種、仕様、用途により変わりますので別途お問い合わせ下さい。

info@n-forest.jp

1人/1Ｈ

135

有

有

14年

10台（シリーズ累計）

5000台以上

8年

20台（シリーズ累計）

1000台以上

日本 日本 米国 米国

株式会社カルイ 株式会社諸岡 日本フォレスト株式会社

https://www.morbark.com/ https://www.morbark.com/ http://www.mus-max.at/http://funsaiki.com/ http://www.morooka.co.jp/

--- --- --- ---

株式会社カルイ 株式会社諸岡 Morbark, LLC Morbark, LLC MUSMAX

---

http://www.morooka.co.jp/ http://www.n-forest.jp/ http://www.aiyon.co.jp/ http://nakazawa-agm.net/

オーストリア

http://funsaiki.com/

オカダアイヨン株式会社

営業部 オホーツク本社 札幌支社営業部販売課 経営企画本部 環境システム事業部

ナカザワアグリマシーン（株）

0158-24-5678 011-807-5454023-645-5710 0267-66-2111 0973-26-0750 06-6576-1273

o-info@aiyon.co.jp info1@nakazawa-agm.jpkarui@funsai.com

〒552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18 北海道紋別市渚滑町7丁目39-1 札幌市厚別区厚別西２条4丁目2-16〒990-2351 山形県山形市鋳物町46-1 〒301-0031 茨城県龍ケ崎市庄兵衛新田町358 〒877-1371 大分県日田市諸留町2813-22

樹木粉砕機ドラコン

良質なチップを生産でき、長時間使える上に何度も研磨出来て、さらに安価な最高のナイフです。ナイフはMUSMAX純正だけではなく、日本国内で製造さ
れたナイフを使用でき、他社と比較して安価に交換が可能です。ナイフは20回以上、再研磨ができます。研磨のサイクルは平均で30時間を超え、驚異の長
持ちが可能です。MUSMAXのコントローラーは単純で簡単な操作が可能です。業界最高の燃費で、省エネで動いております。

1975年から樹木粉砕機の製造と販売を始め、歴史と実績のあるメー
カーです。現在は全19機種を取り揃え、国内市場を中心に官公庁、学
校、一般企業、個人ユーザー向けの販売を行っております。特殊で解り
づらい機械であるため、試して買えるを合言葉に無料出張実演を展開し
ております。

諸岡MCシリーズは累計販売台数1000台を超え、タブ式自走式木材
破砕機の分野で国内トップシェアを誇ります。近年はバイオマス利用
促進を背景に従来のハンマータイプに加え切削タイプのドラムがライ
ンナップに加わり、より多目的用途のチップ生産が可能になりました。
枝条や竹破砕のための小型機から大径丸太まで破砕可能な大型機
種までラインナップを豊富に取り揃えています。MCシリーズはシンプ
ルでメンテナンス性に優れていながら破砕能力と安全面も両立した木
材破砕機です。

建築廃材から抜根まで対応する高機能型木材破砕機。
モバーク社製木材破砕機は、世界の森林での実績をもとに設計された移動式木材破砕機です。さまざまな馬力
クラスと自走式・牽引式など、規模に応じた幅広い機種をラインナップしています。また、独自の制御システムに
より、長尺の建築廃材から抜根まで、様々な木質原材料に威力を発揮。安全性、メンテナンス性にもすぐれ、お
客様の生産性向上に貢献します。

建築廃材から抜根まで対応する高機能型木材破砕機。
モバーク社製木材破砕機は、世界の森林での実績をもとに設計された移動式木材破砕機です。さまざまな馬力クラスと自走式・牽引式など、規
模に応じた幅広い機種をラインナップしています。また、独自の制御システムにより、長尺の建築廃材から抜根まで、様々な木質原材料に威力を
発揮。安全性、メンテナンス性にもすぐれ、お客様の生産性向上に貢献します。

自走式

9.5

ガソリン

三菱GB400

エンジン

0.7

LB-S205C, M12R, M15R, M18R LB-M515W, LB-M515TK, LB-620E, 3036, 4036, 5048LB-S205C, M12R, M15R, M18R
LB-M515W, LB-M515TK, LB-620E,

3036, 4036, 5048

前進1速(1.7)/前進2速/後進1速（1.8）

セルモーター+リコイル

6L

3.43L/H

寸法はお客様のニーズに合わせて変更が可能

770

315×500

木材・竹

オープンドラム

回転刃4、固定刃1

標準24ｍｍ　　オプション5ｍｍ

有

トラクターのキャビン内から操作

否

排出ブロア付

無

使用ごとに

走行挟圧防止 ブロアーが回転していないと、投入コンベアーが始動しない。投入コンベアーが完全に水平になってないと始動しない。

有

回/1年又は100Ｈ

刃の交換、機械の目視確認、グリスアップ 刃の交換、機械の目視確認、グリスアップ
油脂類の点検・補充、各部作動点検、カッター刃の摩耗・取付け点
検、冷却水の点検・補充、エンジルーム内清掃、その他清掃

ナイフ、エンジンオイル量・汚れ、エアクリーナー汚れ、
各グリスアップ等

3年(マイナーチェンジ後)

30～50Ｈ

220,000(工賃別）

オイル交換、ブロアーのライナー交換、Vベルト交換 オイル交換、ブロアーのライナー交換、Vベルト交換破砕部、可動部、油脂類、その他の点検・交換等各ベルト、チェーン、ワイヤー張り調整、各グリスアップ等

否 お客様の都合による。

弊社ホームページ導入事例・お客様の声をご覧下さい。
http://funsaiki.com/voice

500台以上

機械が広まっている東北地方では、サービスカーで毎月巡回しております。お客様には導入前、導入時にオーストリア本社と現場でトレーニングを行ってお
ります。お客様の技量に応じて、現場にすぐ駆け付ける事のできる地元のサービス工場とタイアップしております。

各都道府県の弊社販売代理店を経由して販売とアフターメンテサービス
を行います。弊社製品取扱店一覧はこちら　→
http://funsaiki.com/archives/hanbai_index/funsaiki

全国販売代理店を通じて販売、アフターサービス対応を行っていま
す。国産で迅速な部品供給が可能です。

国内全域12か所以上の窓口でアフターサポートできる万全の体制を備えております。スムーズな部品供給体制
も充実しており安心してご使用頂けます。

弊社国内11箇所の営業所によるサポート体制

問題があれば、ラインやSMSを利用して、写真とヒアリングで、問題を把握し、オペレーター→地元サービス工場→弊社メカニック→オーストリア本社と、難
易度に合わせて誰が対応するかを判断しております。ここが壊れたら、絶対に動かなくなるという部品は、新車納品時にパッケージで納品しています。

各都道府県や拠点ごとに製品・実演機を常駐してはおりませんので、タ
イムリーに出張実演に伺うことが出来ない場合や納品指導に立ち会えな
いことがあります。

現ユーザーにいかに満足頂き、次のお客様を紹介してもらえるようにするかに徹底的に取り組んでおります。
口コミからの紹介、お客様からの問い合わせに対して、実直に対応し、こちらからの営業活動はしておりません。

試して買える、無料出張実演を行っています。なお、離島等は対応でき
ない場合もございます。また、デモが行えない機種もございますので都度
お問い合わせ下さい。

弊社スタッフが導入から運用までお客様のご相談にお応えし、よりご
満足いただける製品・ｻｰﾋﾞｽを提供致します。お客様から頂いたご意
見ご要望を真摯に受け止め顧客満足お向上に努めてまいります。

用途や規模による機種の選択、破砕方式の選択など弊社ご気軽にお
問い合わせ下さい。またアフターメンテナンスについても弊社スタッフ、
サービス代理店が迅速対応いたしますのでお近くの弊社営業所にご
相談ください。

基本的にお客様のニーズに合わせて機械をオーダーメードで設計しています。ナイフの枚数、寸法、排出方法など細かいところもお客様に合わせます。語
学堪能なスタッフが、迅速に対応しますので、海外製品だから、待たせるという事がありません。
お客様とオーストリア本社は顔と顔でつながります。
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木材破砕機・チッパーの機器仕様一覧　【切削チップ対応】

国名

ウエブサイト

日本法人 (海外メーカーで日本法人有る場合）

正式名称 (総代理店の場合はその記載を）

ウエブサイト

連絡先名

連絡先TEL

メールアドレス

住所

方式 自走式、車載式、牽引式、定置式、手(人力)押式、その他

全長 (mm)

全幅 (mm)

全高 (mm)

重量 (kg)

エンジン or 電動モーター

動力機メーカー・型式

最大出力 (kWの単位記入願います)

使用燃料 (ガソリン・軽油・重油・電気など)

使用燃料量 (Lit/時）

燃料タンクの容量 (Lit)

ディーゼルエンジン搭載の場合のみ；
排ガス規制レベルやアドブルー使用の有無

使用電力 (kW/時)：　電動モーターの場合のみ

始動方式：

走行速度 (km/時)

最小回転半径 (m)

切削、破砕、両方可能　（選択）

両対応の場合の交換作業量 (単位:人・時間)

破砕可能な材 木材・竹・その他

口径(縦x横)　or 直径(円形の場合)

ホッパー入口の高さ

破砕軸タイプ (選択願います)

送り装置の有無

自動逆転制御の有無

最大加工径 (mm) <例えば杉を前提として>

最大処理能力 (トン/時)

加工チップ寸法：協会発行の品質規格参照 (Pxx記述)

スクリーンの有無

スクリーンサイズ(mm): 各サイズ(XX, YY, ZZ,・・・）

タイプ　(ディスク、クローズドラム、オープンドラムなど)

破砕刃数　(回転刃、固定刃）

ハンマー数　(回転刃、固定刃）

その他、大事な仕様が有れば自由記述

排出方式： ブロア、コンベア、その他

排出口高さ (mm): 可変・固定, 可変の場合はMin、Max値

排出口幅 (mm)

排出方向（可変・固定）

異物除去機能の有無 (標準 or オプション）

(特殊な仕様：磁選機や風選機など、自由記述）

リモートコントロール可否

稼働方法で追記あれば、自由記述

非常停止装置の有無

その他、安全装置あれば、自由記述

日常メンテナンス頻度 (回/週)

（メンテの内容)

定期メンテナンスの頻度 (回/年)

（メンテの内容)

年間のメンテナンス費用（概算） (円)

刃の平均交換頻度　(何時間毎）

国内での運用期間 (販売経過後の年数)

国内の導入数 (台)

海外の導入数　(台)

国内の代表的な導入場所
(事業者名・導入年度)

視察受入れ可否　(場所や条件)

機器ﾒｰｶｰ/Equipment Vender

事業者情報

機器
製造者

国内販売者
or

代理店

設備型式名

各シリーズの代表機器の外観写真

破砕機の時間当りの加工重量毎の機器タイプ
(かさ比重:0.8トン/丸太m3の前提として)

シリーズ名称

貴社製品(破砕機)のPR情報
(200字以内でお願いします）

物理諸元

本体サイズ・
重量

記載設備型式以外にも複数の型式有れば、列記願います

名称

外観

動力

駆動
(自走式)

性能諸元

破砕タイプ

その他、特記事項あれば

ホッパー仕様
(mm)

破砕処理

切削刃仕様

コンベア仕様

運転管理

実績

稼働方法

その他

保守

安全装置

・ｻﾎﾟｰﾄ体制やｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽの対応方法

導入

・過去導入時の課題と対応策　(事例など有れば)

・営業展開の方針、計画など　（可能な範囲で）

・その他特記事項

O P P

GS401D GS283D PTHシリーズ PTHシリーズ PTHシリーズ Hシリーズ PZシリーズ

小型:3-10ﾄﾝ/時 小規模:3ﾄﾝ/時未満 超大型:90ﾄﾝ/時以上 大型:60-90ﾄﾝ/時 中型:10-30ﾄﾝ/時 中型:10-30ﾄﾝ/時 小型:3-10ﾄﾝ/時

- - PTH1200/1000 PTH700 PTH500 H980/300 PZ140 3310B 4310B

自走式 自走式
自走式

(PTH1000/1000)
車載式

(PTH1000/1000)
牽引式

(PTH1000/1000)
定置式

(PTH1000/1000)

PTO駆動式
(PTH900/820)

自走式 自走式

4,630 2,220 6,500 6,500 6,500 6,500 5,600 6,380 1,110

1,250 1,075 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,570 2,920

1,650 1,950 4,000 4,000 4,000 4,000 3,800 3,120 3,700

1,850 1,100 16,500 16,500 16,500 16,500 12,300 18,000 23,600

エンジン エンジン ディーゼルエンジン ディーゼルエンジン ディーゼルエンジン 電気モーター PTO駆動式
水冷ジーゼル
エンジン

水冷ジーゼル
エンジン

クボタD1803 クボタD1305 SCANIA SCANIA SCANIA - - CAT・C15 CAT・C18

32.8 18.5 590 HP 591 HP 592 HP 250 kW 200 HP(トラクター） 402kW 570kW

軽油 軽油 ディーゼル ディーゼル ディーゼル - - 軽油 軽油

7.0 3.8 - - - - -

40 30 - - - - - 662 1,060

Tier4 不要 排ガス規制申請必要 排ガス規制申請必要 排ガス規制申請必要 - -
TierⅣ・

アドブルー有
Tier2

- - - - - - -

セルスタート セルスタート - - - - -

1速：0.5/2速：1.5 1速：0.8/2速：2.2 最大 40km/h - - - -

1,265 1,025 - - - - -

切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削 切削

- - -

木材・竹 木材・竹
木材、その他（剪定
枝、間伐材）

木材、その他（剪定
枝、間伐材）

木材、その他（剪定
枝、間伐材）

木材、その他（剪定
枝、間伐材）

木材、その他（剪定
枝、間伐材）

木材・竹・枝葉 木材・竹・枝葉

760×780 650×550 2070×2300 2070×2300 2070×2300 2070×2300 1850×2150 610×710

850 850 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,090

ドラムチッパー ディスクチッパー ドラムチッパー ドラムチッパー ドラムチッパー ドラムチッパー ドラムチッパー ドラムチッパー ドラムチッパー

有 有 有 有 有 有 有 有 有

有 有 有 有 有 有 有 有 有

200 180 700 700 700 300 300 600

4.0 2.0 150 ton/h 150 ton/h 150 ton/h 10-30 ton/h 3-10 ton/h 60ton～100ton

P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P32 P32

有 無 有 有 有 有 有 無 無

標準40mm - 50×30（選択可） 50×30（選択可） 50×30（選択可） 50×30（選択可） 50×30（選択可）

オープンドラム ディスク ドラム ドラム ドラム ドラム ドラム

回転刃2、固定1 回転刃2、固定1 2~4枚 2~4枚 2~4枚 2~4枚 2~4枚 4枚 6枚

16枚 12枚 - - - - -

コンベア ブロア 仕様に合わせて 仕様に合わせて 仕様に合わせて 仕様に合わせて 仕様に合わせて ブロアー ブロアー

1,600 1,870 可変(1200~4200mm) 可変(1200~4200mm) 可変(1200~4200mm) 可変(1200~4200mm) 可変(1200~4200mm) 4,840 5,080

400 フロア径132.8 - - - - -

固定 可変 可変 270° 可変 270° 可変 270° 可変 270° 可変 270° 可変 可変

無 無 オプション オプション オプション オプション オプション

- -

非対応 非対応 可 可 可 可 可 可 可

- -

有 有 有 有 有 有 有 有 有

- -

毎日 毎日 1回/週 1回/週 1回/週 1回/週 1回/週

- - 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年

2,000,000 1,600,000 1,000,000 円 1,000,000 円 1,000,000 円 1,000,000 円 1,000,000 円

25時間 25時間 4000時間 4000時間 4000時間 4000時間 4000時間

1年 4年 - 5年 - - - 2018年販売開始 2016年から

20 204 - 1台 - - - 6台

0 15

- - - 九州地区 - - -

ドラムチッパー

クローズドラム

破砕部・可動部・ボルト点検・油脂補充他

可能

当社および販売代理店でのアフターサービス・部品等は多数在庫あ
り。

PETERSON

米国

www.petersoncorp.com

---

北進重機株式会社

http://www.hokushinjuki.co.jp

本社

0279-25-0815

information@hokushinjuki.co.jp

〒377-0025　群馬県渋川市川島1839-1

ピーターソン社製木材破砕機は様々な原料を独自の制御システムで
効率よく破砕減容化することができます。破砕システムも独自の安全
システムを随所に組み込まれていて機械の破損を極力抑えることが
できます。

Pezzolato

http://www.ohashi-inc.com/ https://www.pezzolato.it/

イタリア

---

株式会社　大橋

---

http://www.ohashi-inc.com/

日本

株式会社　大橋

https://www.matsubo.co.jp/

株式会社マツボー

産機四部　環境グループ

0952-44-3135 03-5472-1737

HPのお問合せ窓口をご利用ください。 kuko.taro@kobelco-matsubo.com

〒842-0065 佐賀県神埼市千代田町﨑村401 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21 33森ビル4F

自走式で移動に便利な小型粉砕機です。
用途に応じてスクリーンや送り速度を変更し、チップサイズを変更す
ることも可能で、チップの資源化に最適です。

Pezzolato社（イタリア）の木材破砕機（ウッドチッパー）は家庭用、公園管理や営林業と幅広く対応しております。木質バ
イオマスボイラー用の切削チップの原料に採用されており、均一なウッドチップを短時間に大量に生産することが可能で
す。クレーン等のオプションパーツも充実しており、様々な環境に適応可能です。

GS131GH/GHB,GS123G/GB,GS101GH/GHB,

GS95G,GS73G

GS401Dは移動時、コンベアを折り畳むことが可能です。
その際の全長は、3,300mm

少ない刃数で均一な高品質の木質チップを作成可能。

日常点検(エアクリーナ清掃、ラジエータネット清掃
各部へのグリースアップ)

機器清掃、破砕刃摩耗、作動油確認、潤滑油確認

摩耗部品の交換各部摩耗状況により異なる

100台以上の納入実績有り（欧州）

販売店を通して、修理および部品発注となります。 部品供給はマツボー、メンテナンス対応は対応業者と契約し、対応します。

- 別途御相談

- 特に無し。

バイオマスエネルギー需要に限定せず、農業利用にも広げていく予
定です。

多種多様な高性能ウッドチッパーを木材加工業者等をメインターゲットに全国的に展開していきたい。

ご要望に応じて実演も可能です。
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