
木材破砕機・チッパーの機器仕様一覧　【切削・破砕チップ両対応】
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ハスクバーナ・ゼノア株式会社

国名 日本

ウエブサイト https://www.zenoah.com/jp/

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） ハスクバーナ・ゼノア株式会社

ウエブサイト https://www.zenoah.com/jp/

連絡先名 マーケティング部

連絡先TEL 049-243-3062

メールアドレス info.hv@husqvarna.jp

住所 〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9

伐採した樹木や竹類をチッパーナイフとシュレッダーナイフの両方で粉
砕します。
粉砕されたチップは、肥料や堆肥として有効活用できます。竹の処理も
可能な、クラスを超えた処理能力が自慢のチッパシュレッダーです。ク
リーンエンジン搭載で環境に配慮。用途に合わせたチップ作りが可能
です。最大処理径200mm｡

ゼノアチッパシュレッダ 定置式木材破砕機

小型:3-10ﾄﾝ/時 大型:60-90ﾄﾝ/時 大型:60-90ﾄﾝ/時 中大型:30-60ﾄﾝ/時 大型:60-90ﾄﾝ/時 中大型:30-60ﾄﾝ/時

SR3100 5010 6010 MC-2000VA MC-4000 MC-6000 MC-2500T HG4000TXⅡ HG6000TXⅡ HG4000EⅡ

サイクロンアタッチメント

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 自走式 自走式 自走式 定置式

全長 (mm) 2,650 5,120 5,900 5,900 5,055 13,300mm 16,600mm 12,100mm

全幅 (mm) 1,100 2,400 2,720 2,950 2,400 2,490mm 2,800mm 2,490mm

全高 (mm) 1,930 2,730 2,840 3,080 2,535 3,540mm 3,800mm 3,500mm

重量 (kg) 1,330 12,150 15,400 19,300 8,600 26,000kg 34,500kg 16,900kg

エンジン or 電動モーター エンジン エンジン エンジン エンジン エンジン
水冷ディーゼル

エンジン
水冷ディーゼル

エンジン
400V～440V三相

動力機メーカー・型式 ヤンマー 3TNV88 CAT社製 CAT社製 CAT　C7.1 CAT　C15 CAT　C18 三菱　6D16-TLE2A CAT C13 CAT C18 電動モーター

最大出力 (kWの単位記入願います) 18.4 kW 354kw 433kw 151 354 470 140 328kW 563kW 373kW

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

使用燃料量 (Lit/時） 5.4 (100%負荷時) 55　ℓ/ｈ 67　ℓ/ｈ 60 ℓ /hr 90 ℓ /hr

燃料タンクの容量 (Lit) 33 580 580 280 470 470 290 852ℓ 1,325ℓ

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

陸内協2次規制適合 Tier 4f アドブルー要

自走式：
Tier 4f アドブルー要

牽引式：
Tier3aアドブルー無

Tier4 　Adblue有 Tier3 Tier3 Tier2
Tier3

アドブルー無し
Tier4i

アドブルー無し

使用電力 (kW/時)：　電動モーターの場合のみ

始動方式： キースタート キーON キーON キーON

走行速度 (km/時) 1.9 0～3 0～3 0～3 ― 4.8km/hr 4.2km/hr

最小回転半径 (m) 1.7 その場旋回可能 その場旋回可能

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

両対応の場合の交換作業量 (単位:人・時間) 一体型 2人 2人 2人

破砕可能な材 木材・竹・その他 木材・竹 木材 木材 木材 竹・木材

口径(縦x横)　or 直径(円形の場合) 665x436 1800（円形） 2000（円形） 2200（円形） 1800（円形）
幅1,270mm

長さ4,300mm

幅1,520mm

長さ6,100mm

幅1,520mm

幅4,600mm

ホッパー入口の高さ 780 1,300 1,340 1,450 1,300 1,530mm 1,400mm

破砕軸タイプ (選択願います) ディスクチッパー 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

送り装置の有無 有 無 無 無 無 テーブル・ローラー テーブル・ローラー テーブル・ローラー

自動逆転制御の有無 有 有 有 有 有 有り 有り 有り

最大加工径 (mm) <例えば杉を前提として> 200 ― ― ― ― 500mm 900mm 500mm

最大処理能力 (トン/時) 5 m3/h 35t/hr 70t/hr 45t/hr

加工チップ寸法：協会発行の品質規格参照 (Pxx記述) P16 P45 P45 P45

スクリーンの有無 無 有 有 有 有 有り 有り 有り

スクリーンサイズ(mm): 各サイズ(XX, YY, ZZ,・・・） 無 各選択可 各選択可 各選択可 各選択可 同左 同左 同左

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

オープン（切削）、
クローズ（破砕）

オープン（切削）、
クローズ（破砕）

オープン（切削）、
クローズ（破砕）

デュープレックスドラム
チッパードラム

デュープレックスドラム
チッパードラム

デュープレックスドラム
チッパードラム

破砕刃数　(回転刃、固定刃） 2　（チッパナイフ） 12（切削）、32（破砕） 14（切削）、34（破砕） 15（切削）、38（破砕） 12（切削）、32（破砕） 10枚 14枚 12枚

ハンマー数　(回転刃、固定刃） 12 (フリー刃） ― ― ― ― 16個 20個 18個

その他、大事な仕様が有れば自由記述 竹専用チッパナイフはオプション ― ― ― ― ドラム載せ替え可能 ドラム載せ替え可能 ドラム載せ替え可能

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 コンベア コンベア 排出コンベヤ 排出コンベヤ 排出コンベヤ

排出口高さ (mm): 可変・固定, 可変の場合はMin、Max値 1,850 4,500mm 4,500mm 3,500mm

排出口幅 (mm) 133 600 700 800 600 1,220mm 1,220mm 1,220mm

排出方向（可変・固定） 可変（手動） 固定 固定 固定 固定 固定 固定 固定

異物除去機能の有無 (標準 or オプション） 無 磁選機オプション 磁選機オプション 磁選機オプション 磁選機オプション オプション有 オプション有 オプション有

(特殊な仕様：磁選機や風選機など、自由記述） サイクロンアタッチメント 磁選機標準装備 磁選機標準装備 磁選機標準装備

リモートコントロール可否 否 不可 不可 不可 不可 可能 可能 可能

稼働方法で追記あれば、自由記述 同左 同左

非常停止装置の有無 有 有 有 有 有 有り 有り 有り

その他、安全装置あれば、自由記述 インターロック機構 インターロック機構 インターロック機構

日常メンテナンス頻度 (回/週) 使用前 使用毎 使用毎 使用毎 使用毎 1日1回 1日1回 1日1回

（メンテの内容)
日常点検（刃の点検、ベルト類の張り、オイル量、汚れ

各部グリスアップ）

定期メンテナンスの頻度 (回/年) 年2回を推奨 同左 同左 同左

（メンテの内容) 取扱説明書を参照ください。

年間のメンテナンス費用（概算） (円) 同左 同左 同左

刃の平均交換頻度　(何時間毎） 約30~40時間
10時間研磨、
100時間交換

10時間研磨、
100時間交換

10時間研磨、
100時間交換

国内での運用期間 (販売経過後の年数) 2015年販売開始

国内の導入数 (台) 非公表 600（シリーズ累計） 150（シリーズ累計） 150（シリーズ累計） 50（シリーズ累計）

海外の導入数　(台) 非公表

国内の代表的な導入場所
(事業者名・導入年度)

非公表

視察受入れ可否　(場所や条件)

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。

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。

 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

1,200㎜

固定

マグネットヘッドプーリー(オプション）

作業対象物に応じてローターを選択し、グラインダーとしてまたはチッパー
として作業が可能。スクリーンの選択により2～30㎜スパンで均一品生産
が可能

可(ラジコン遠隔操作機能）

有り

その他

有

有

樫⇒50cm 杉⇒60cm

140t/h(材料により変動)

その他

有

solid steel drum

キースイッチによるセルモーター始動

2～3.5Km/h

両方対応

約4時間

枕木・瓦礫・切り株・森林廃材

1m(h)×1.2m(w)

30,090

ｴﾝｼﾞﾝ

CAT C18

570Kw

軽油

1～1.5l/h(チッパー), 1.2～1.8l/h(グラインダー)

1254L

Tier4

Magnaum Force 5400

5400T

自走式

15,315(稼働時)

2,489(稼働時）

4,650(稼働時)

Vermeer Asia Pacific

経営企画本部

0267-66-2111

HPのお問い合わせからご連絡ください。

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。

関東圏内　　：マルマテクニカがアフターサービス
関東圏外　  ：各地重機ディーラーによるメンテナンス・必要に応じてマルマテ
クニカのサービス員を派遣

破砕部点検、各部グリース給脂、
エンジン各部点検、各種ベルト点検等

低床トレーラーでそのまま運送可能

HG6000EⅡ

左：MC-2000VA　　                         右：MC-6000

s-sales@maruma.co.jp

270台

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。

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

運転50/100/250/500/1500H毎

破砕部、可動部、油脂類、その他の点検・交換等

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。

1000台以上

油脂類交換、破砕部摩耗部分補修交換、エンジンメンテナンス等

可能。御問合せください。

北海道・東北・関東・近畿・関西・中国・四国・
九州・沖縄の各地

実演の対応も可能です。
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。

営業員やサービスマンがお客様の困りごとや不満・課題を発見、解決すること
で顧客満足度を上げられるよう努めてまいります。

・その他特記事項

広範囲な素材に対応し、異物混入時の対応性も高いことから、選別機、不燃物除去機と組み合わせた提
案を行っています。

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。

マルマテクニカ相模原工場で1か月間かけ機械を日本仕様に改造してから出
荷

・営業展開の方針、計画など　（可能な範囲で） 林業・造園業のユーザーにご利用いただいています。

欧州にない杉バークや竹への対応のため、投入装置及び破砕ローターを日本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)

ご質問やご要望がございましたら、ご遠慮なくマルマテクニカ株式会社までご
連絡ください。
マルマテクニカ株式会社　営業部　商事販売課　042-751-3091

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
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。

・ｻﾎﾟｰﾄ体制やｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽの対応方法 国内 7支店、販売店にて販売・サービス対応。

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

導入

2015年初導入（5年目）

・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

1996年～。　23年経過

安全上除外されるエンジン始動、破砕ローター始動の2機能以外の全機能を操作可能、
本体との距離により安全停止機能あり

運転管理

実績

稼働方法

可

安全装置
本体（3箇所以上）およびリモートコントロール送信機に装備

30台以上

60台以上

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

破砕ツール及びフリクションフロア、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

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・破砕ツール点検
（必要により交換）・投入排出部清掃点検等

保守

破砕ナイフ点検、始業終業点検は毎日、他は運転50/時間毎

エンジン等機体故障発生時は自動停止

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。

回転刃36組　固定刃1組
切削刃仕様

オープンドラム固定ナイフチッパーとフリースイングナイフ・ハンマー組み替え式

回転歯32組　固定刃1組 回転歯36組　固定刃1組

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

40～370mmまで各種用意

有

大径異物混入時には、スクリーン、フリクションフロア双方に装備のヒューズボルトが破断、
保護機能あり

その他

オプションにより　マグネットプーリー又は永磁石式吊下磁選機　装備可能

固定

クローラー自走式：
4380mm

トレーラーけん引式：
4500mm

可変式　排出高はコンベア長により相異
最大5100mm

可変式　排出高は
コンベア長により相異

最大4700mm
コンベア仕様

コンベア

1100mm 1600mm

回転刃：2ポケット Chipper(2種） 4ポケットChipper(1種)

SOLID STEEL(1種)／FORGED DRUM(1種)

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
SOLID STEEL/FORGED DRUMタイプ⇒2～30㎜

コンベア

4,700㎜

その他、特記事項あれば

不明

駆動
(自走式)

１速：～1.7km/h　2速：～3.2km/h　クローラー自走式走行操作は無線リモートコントロールによる（非常用
有線リモコン装備）

2250mm 2700mm 2800mm

ホッパー仕様
(mm)

縦：850mm×横：1430mm
縦：1000mm×

横：1610mm

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・抜根・
バーク端材等製材残材・梱包廃材、建設系等木質廃棄物・竹

2～3人時

Tier 4f アドブルー要 Tier2アドブルー無

500 600

53　ℓ/ｈ 88　ℓ/ｈ

性能諸元

破砕タイプ
両方対応 両方対応

破砕軸駆動はテンション自動調整式ベルト駆動

75　t/時 100　t/時

P45

600mm 1000mm

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
上部及び左右ローラー）

破砕処理

横軸高速破砕機 横軸高速破砕機

固定ナイフ仕様での作業中、大径異物混入時にはヒューズボルトが
破断、破砕部を保護する機能あり

回転刃32組　固定刃1組

輸送時：3580～3700mm 輸送時：3588～3815mm 輸送時：3732～4000mm

輸送時：2497mm 輸送時：2500～2850mm 輸送時2550～2854mm

物理諸元

本体サイズ・
重量

輸送時：8390～9980mm 輸送時：8800～11809mm 輸送時8467～11535mm

軽油

CAT社製

340kw 570kw

動力

水冷ディーゼルエンジン搭載

CAT社製　C9.3B

19～21t 24～27t 28～31t

キースイッチによるセルモーター始動

クローラー自走式・
フルトレーラー牽引式

クローラー自走式・フルトレーラー牽引式・
セミトレーラ牽引式

クローラー自走式・
フルトレーラー牽引式・

セミトレーラ牽引式
自走式

記載設備型式以外にも複数の型式有れば、列記願います 7512型発売予定

名称

外観

シリーズ名称 アクスター

高性能の海外製大型破砕機を、マルマテクニカが長年培った整備力とセット
でご提供することで、機械の休車時間を最小限にいたします。

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。

〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台6-2-1

貴社製品(破砕機)のPR情報
(200字以内でお願いします）

未利用間伐材、林地残材、建設系廃棄物、剪定枝葉、抜根…等、そのあらゆる木質資源から高品質で低
コストな木質バイオマス燃料用チップを大量生産可能な切削、破砕両用機材から選別・不燃物除去まで、
一連の機械システム提供しています。

〒301-0031 茨城県龍ケ崎市庄兵衛新田町358〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3334

国内販売者
or

代理店

添付ファイル
緑産AX4510.jpg

使用ください

添付ファイル
緑産AX6010.jpg

使用ください

添付ファイル
緑産AX8012.jpg

使用ください

設備型式名 4510 8012

各シリーズの代表機器の外観写真

自走式木材破砕機 ホリゾンタルグラインダー

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)

中大型:30-60ﾄﾝ/時 超大型:90ﾄﾝ/時以上

株式会社諸岡

---

https://www.vermeer.com/NA/en/Nhttps://www.komptech.com/en.html

米国オーストリア

Vermeer

事業者情報

機器
製造者

Komptech GmbH 株式会社諸岡機器ﾒｰｶｰ/Equipment Vender

fgw@ryokusan.co.jp

042-751-3091042-762-1021

営業部　商事販売課

http://www.maruma.co.jp/

営業本部　環境システム部

マルマテクニカ株式会社

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

(総代理店)　緑産株式会社

日本

http://www.morooka.co.jp/

---

http://www.morooka.co.jp/
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