
TP-C type
High-efficiency pipe cleaning machine

特許登録済

コンクリートや樹脂系の付着物を
研掃ケレン致します。

矯正方法

ケレン方法

Taiyu Pipe Cleaner

強力型建枠ケレン機

（TS-Ⅰ型）

強力型で処理能力は抜群。お試しくださいこのパワーを。

面板は無論のことサイド（側板）まで綺麗にケレンが出来

ます。

The TP-C's processing capacity is 

approximately five times that of 

conventional pipe cleaning machines, and it 

can eliminate resin-based stains (resin and 

thick spray-on coatings) as well as 

concrete deposits.

軟鋼に引張力をかけた場合、弾性限度以内では応力と歪は

直線関係にあり荷重を取りのぞけば歪も0になりますが、更

に荷重を増していくと弾性域をこえて塑性域に入り、荷重を

のぞいても歪は0とならず永久歪として残ることは一般に知

られています。

本機の場合は、パイプは回転せず、軸方向に移動するのみ

で、力の作用点と反力点が連続的にパイプ円周上を移動す

ると共に、軸方向にも移動するので力はパイプの表面を捻

子状に押してゆくことになります。しかも力は弾性限度以上

になるよう偏心量をきめているので、矯正すべき部分も再び

塑性域に入り、矯正装置の前後に、パイプを正しく一直線に

保持すべく配置された4組のパイプ把持ローラーの間で正し

く矯正が行われます。従って、パイプの曲りの方向及びパイ

プの挿入の向きに関係なく、矯正が出来ることになります。

付着コンクリートはフィードロールにより押しつぶされ、その

後、クラッシングギヤの付いた回転ドラムの中心を通過するこ

とにより綺麗に除去することが出来ます。

フィードロールとクラッシングギヤのケレン効果により樹脂系

（レシン及びボンタイル）の除去についても可能となりました。

足場板ケレン機の決定版

TP-C type

処理前

After processingBefore processing

コンプレッサー（KW)（オプション）

動力源

主 仕 様

対象建枠

修正可能範囲

修正精度

圧縮空気
（コンプレッサーオプション）

巾600㎜〜1200㎜
（規格・寸法は、客先保有品に対応）

基準寸法±260㎜

基準寸法±3㎜

全装備電動機（KW)

建枠積重ね高さ（ｍｍ）

型式

対象建枠（ｍｍ）
長さ

巾

積重ね装置能力（理論値： 枚/日）

（呼称）600・900・1200

1700〜1900

φ42.7×25段×2列=1067.5

840〜1680※

8.0※

ケレン処理能力（理論値： 枚/日）

最大ケレン速度(ｍ/分）

構成 ケレンライン

TS-Ⅰ

─

─

8.15 12.4 13,0

1440

5,5

TS-Ⅱ TS-Ⅲ

ケレンライン
積重ね装置

ケレンライン
良品ライン
積重ね装置

仕　　　様
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TSシリーズ
建枠ケレン・積重ね装置

Processes deposits, ranging from concrete to resin-based material,
at a speed that is approximately five times faster than conventional speeds.

コンクリートや樹脂系の付着物を
研掃ケレン致します。

TAIYU STRONG SERIES
TS-Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型

強力型建枠ケレン機

（TS-Ⅰ型）

特に考慮されたリング式ドレッサーにより、建枠のメッキ

を傷めず付着物を綺麗に除去することが出来ます。強力

型建枠ケレン機（TS-Ⅰ型）をベースに高能率と省力化を

めざして、TS-Ⅱ・Ⅲ型をラインアップいたしました。

リング式ドレッサー

■各部の機構

■仕様

ドレッサーは特殊な形状により建枠の

全面をケレンいたします。

四組のフィードロールは送り機能の

他、ケレンとパイプ矯正パスラインの

保持の目的を兼ねております。

●左記※は、付着物の程度によってケレン速度を変え

ることができます。 　

●TS-Ⅲ型は、良品ライン設置により積重ね装置の実

稼動を理論値に近づけることができます。 　

●左記処理能力（理論値）には、ハンドリング時間やそ

の他の工程時間は含まれていません。 　

●電子制御を採用しているので、御支給電源の電圧は

補償願います。 　

●御支給のエアー源は、ドライエアーにして下さい。

特　　　記

コンプレッサー（KW)（オプション）

コンプレッサー（KW)（オプション）

全装備電動機（KW)

積重ね装置能力（理論値 枚/日）

対象足場板（ｍｍ） 厚さ30〜60 巾240・500 長さ900〜4,000

リング方式ドレッサー（ ）

※1040〜2080

高速型サイドケレン付
高速型サイドケレン付
積重ね装置

高速型サイドケレン付
積重ね装置
良品ライン

※4.3〜8.6

厚さ30〜60 巾240・500 長さ900〜1,800

長尺は特別仕様対応

※1040〜2080

※520〜1040（特別仕様）

※4.3〜8.6

1920

9.53

5.5

9.93

─

4.9

TC-ⅢP型 TC-ⅢPG型TC-Ⅲ型

足場板ケレン・積重ね装置足場板ケレン機

─

1.5

形式

特記

対象パイプ

リベット加工品通過可能
矯正力変換機能付

構成

ケレン速度（ｍ/分）

ドレッサー

長尺

布板

長尺

布板

ケレン処理能力
（理論 枚/日）

面板ケレン 2軸
サイドケレン 2軸

集塵機（KW)       （オプション）

Pass line 880ｍｍ（height of pipe center）

850ｋｇ

2000×650×1285（with cover）

Standard:30m/min.

2.2KW 1/20 220/200V

3.7KW-220/200V

1m or more

φ48.6×2.4ｍｍ

TP-C type

Gross weight

Outer dimensions(LxWxH)mm

Processing speed

Type

For feeding

For cleaning
Motor

Specified pipe
Length

Diameter×thickness

パスライン 870（パイプ中心高さ）

総重量 2,500ｋｇ

外型寸法（L×W×H）（ｍｍ） 3,740×880×1,305（カバー共）

処理速度

型　　式

標準40ｍ/ｍｍ

送給用 5.5KW/220V

ケレン用電動機 2.2KW/220V

矯正用 2.2KW/220V

長さ ケレン/1ｍ以上・矯正/2ｍ以上

径ｘ厚 φ48.6×2.4ｍｍ

TP-R型

全装備電動機（KW)

建枠積重ね高さ（ｍｍ）

型式

対象建枠（ｍｍ）
長さ

巾

積重ね装置能力（理論値： 枚/日）

（呼称）600・900・1200

1700〜1900

φ42.7×25段×2列=1067.5

840〜1680※

8.0※

ケレン処理能力（理論値： 枚/日）

最大ケレン速度(ｍ/分）

構成 ケレンライン

TS-Ⅰ

─

─

8.15 12.4 13,0

1440

5,5

TS-Ⅱ TS-Ⅲ

ケレンライン
積重ね装置

ケレンライン
良品ライン
積重ね装置

仕　　　様

TS-Ⅱ型

フィードロール

前後ロールで反力の支持と直進性を

保持し、矯正装置によりパイプ軸心を

一定量偏心して振り廻すことで、パイ

プ全長にわたり真直化します。しか

も、操作ボタン一つで偏心量を変化さ

せて矯正機能を解除又は強弱するこ

ともできます。

矯正装置

付着コンクリート等は、フィードロー

ルにより押しつぶされ、その後、クラッ

シングギヤの付いた回転ドラムの中心

を通過することによりケレンされま

す。

ケレン用回転ドラム

使い易く操作ボタンを配置し安全操作

の為各部のインターロックも備えてお

ります。

操作盤

●高速型サイドケレン付足場板ケレン

　　　　　　　　・積重ね装置（TC-ⅢP型）

●高速型サイドケレン付足場板ケレン

　・積重ね装置（TC-ⅢPG型）（良品ライン付）

■ドレッサー

TS-Ⅲ型

※改良のため仕様は予告なく変更することがあります。 　

※機械処理能力は機械そのものの実動能力です。ハンドリングや

　その他の工程時間は含まれておりません。

※Specifications are subject to change without notice.

※Machine processing capacity figures indicate the capacity of

　the machine itself. Handling and other process times are not

　included. 

面板ケレンドレッサー

Feed roller

Crushing roller
Finishing scraper

サイドケレンドレッサー

■Cleaning method

■Outer dimensions

The feed roller section crushes concrete deposits, 
and the deposits are removed when they pass 
through the center of the rotating drum, which has 
a crushing roller section and special scraper 
(rubber scraper incorporating wire).

■Features

■Specifications

●The TP-C ensures that pipe surfaces remain free of 
abrasion and scratches and that the metal 
structure inside pipes remains free of damage 
while delivering five times the processing power of 
conventional machines.

●The processing speed can be changed according to 
the extent of deposits using a switch on the 
operation panel.

●All machine components are equipped with covers to 
ensure safety.

●The rollers and other main components are designed 
with materials such as wear-resistant metal to 
withstand years of use.

■Outer dimensions
Control panel

Pipe input

First feed roller

Cleaning unit Pipe feed unit

Pipe output

Second feed roller
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