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■ボタン操作によるワンタッチ作業｡

■ピンなどの付属品が不要で

　大幅なコストダウンが可能｡

■従来のパイプジョイントがそのまま使えます｡

■接続強度は強く安全です｡

　(社団法人 仮設工業会の強度試験済)

■２台組み合わせ(DABO-Ⅱ型)で

　さらに作業効率が向上｡

Automatic rotary packer

＊直交/自在自動振分装置オプションにて可能

Automatic screw cleaning
and oil application

Bagging machine operates automatically based on quantity setting.

Counter
Displays
a process
count.

Gap repair
Restores hardware to
its regular shape.

Right gap
inspection
function
Checks when workpiece
is attached.

One-touch operation
Buttons can only be used
after the clamp has been set.

５秒でＯＫ！だぼ加工機で
こんなにシステムアップが可能になりました｡ 

だぼ加工
(加工機に単管を挿入)作　

業　

開　

始

○ 新システム だぼ加工機は
　 単管を挿入するだけで作業が自動的に完了します｡ 　
○ ピン加工のわずらわしさを解消しました｡

コンクリートや樹脂系の付着物を
研掃ケレンいたします。

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型をラインナップいたしました。

Ta iyu technology :  People -f r iend ly and creat ive

■主仕様

3相 200/220V 1.5kw

DABO-Ⅰ型

パイプφ48.6

10秒/1ｶ所（理論値）

電 源

油 圧 ユ ニ ッ ト 電 動 機 三相 200V 1.5ｋｗ

14MPa

3.4/4.2L/min

5ton

5/6sec（1ヶ所）

300kg

外径48.6ｍｍ

油 圧 ジ ャ ッ キ

加工サイクルタイム 50/6 0 H Z

重 量

対 象 鋼 管

油 圧 ポ ン プ
圧　力

吐出量 50/60HZ

対 象ワーク

能 力

Clamp maintenance machines Patented

DABO-Ⅰ/Ⅱ型

孔
ア
ケ
加
工

作　

業　

完　

了
旧システム

ピ
ン
挿
入

ピン材l購入

カ
シ
メ
加
工

新システム

断面写真

Air compressor

Electric capacity

Motor capacity

Cycle time

Specified workpieces

0.75kw (optional)

3-phase,200/220V,1.6kw

Screw cleaning:0.75kw×2Rotary packer:0.1kw

5sec./piece

Two-piece clamp(dedicated,combined,fixed,swiveling)

※Specifications are subject to change without notice. 4-11-7　Simeno Neyagawa city, Osaka 572-0077,Japan
Tel：+81-72-829-8101　Fax：+81-72-829-8121
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＊Fixed and swivel automatic sorter

Option

Supplied by a reversal machine

社団法人 仮設工業界第１種会員

〒572-0077

ホームページ：http://www.taiyu-corp.com/
TEL（072）829-8101（代表）FAX（072）829-8121

大阪府寝屋川市点野４丁目１１番７号

TSシリーズ
建枠ケレン・積重ね装置

コンクリートから樹脂系の付着物まで、従来の約5倍のスピードで処理します

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）

パスライン 880ｍｍ（パイプ中心高さ）

850ｋｇ

2000×650×1285（カバー共）

標準30ｍ/min

2.2KW 1/20 220/200V

3.7KW-220/200V

1ｍ以上

φ48.6×2.4ｍｍ

TP-C型

総重量

外型寸法（L×W×H）ｍｍ

処理速度

型　　式

送給用

ケレン用
電動機

対　象
パイプ 長さ

径×厚

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

■仕様

エアーコンプレッサー

電気容量

モーター容量

サイクルタイム

対象ワーク

改良の為、仕様は予告なく変更する事があります。

0.75kw（オプション）

三相 AC200/220V 1.6kw

ネジさらえ 0.75kw×2 ロータリーパッカー0.1kw

5秒/個

2ピースクランプ（専用・兼用・直交・自在）

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

Sorting ｆunction

※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。

※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。

面板ケレンドレッサー サイドケレンドレッサー

■ケレン方法

■外型寸法図

付着物は送給ロールにより押しつぶされ、その後クラッ

シングロールと仕上用特殊スクレーパー（ワイヤー入り

ゴムスクレーパー）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。

■特徴

■仕様

●パイプ表面の摩耗及びキズは無論のこと、パイプ内部

の金属組織にも損傷を与えず従来機の5倍の処理能

力を発揮します。

●付着物の程度に合わせて操作盤上の切換スイッチに

より処理速度の変換が出来ます。 

●安全面については、装置全体をカバーで覆い、安全性

を高めております。

●ロール等主要部品は、耐摩耗性金属を使用する等長

年の使用に耐えるよう配慮しております。

Display of
process count

Motor drive-type rotary packer

Gap repair

Control
panel
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