
Pipe cutter
Tube pipe cutting and chamfering machine

実用新案登録済

コンクリートや樹脂系の付着物を
研掃ケレン致します。

Taiyu Pipe Cutter

強力型建枠ケレン機

（TS-Ⅰ型）

本機は、建枠の巾確認と巾修正の機能を
兼ね備えています。
建枠巾のチェックと同時に、ワンタッチで
修正が行えます。

対象建枠の規格・寸法はご要望に応じます

■This single machine can cut pipes and chamfer both the inside and outside. 

■Power Touch, which is powered by a 100V

　hydraulic unit, is a straightening jig for

　repairing various scaffolding hardware. 

Straightening jig for round
and square hardware

φ48.6mm straightening jig

Power unit

Total electric capacity: 3-phase, 200/220 V AC, 3.9 kW

Cutting blades are made of
commercially available
super-hard metal to
facilitate long-term
usage and easy replacement.

We can accommodate customers'
requests for special attachments.

対象建枠の規格・寸法は
ご要望に応じます

建枠巾修正機は簡単操作（足踏み式）

●修正ゲージにより修正精度の確認ができます

コンプレッサー（KW)（オプション）

■主仕様

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

Power Touch
Hydraulic scaffolding material straightening jig 

Power Touch

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

動 力 源

対 象 建 枠

修 正 精 度

修正可能範囲

■対象建枠

600、900、1200 粍・吋・系 共

外径42.7φ 厚さ 2.3〜2.5

巾（ 呼 称 ）

3〜5秒/1枠当り

脚柱パイプ

ワンタッチで正確な穴あけ加工。 　

建枠の寸法チェック（巾・パイプ内径等）も同時にOK。

φ11穴 25 φ42.7

主要諸元

注）ご注文の際、結合穴の向きについて外側・内側をご指示下さい。
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Leveler
Multipurpose straightening machine

実用新案登録済

コンクリートや樹脂系の付着物を
研掃ケレン致します。

Taiyu Leveler

強力型建枠ケレン機

（TS-Ⅰ型）

本機は、建枠の巾確認と巾修正の機能を
兼ね備えています。
建枠巾のチェックと同時に、ワンタッチで
修正が行えます。

対象建枠の規格・寸法はご要望に応じます

■Straightens tube and square pipe, supports,
　jack bases, and other hardware.

■Straightens bent scaffolding planks.

丸・角各種矯正治具

φ48.6矯正治具

Total electric capacity (hydraulic pump): 1-phase,100/110 V AC, 0.3 kW

動力ユニット

総設備電気容量：三相・AC200/220V・3.9kw

刃物は市販の超硬合金を使用、

長期に使えて取り替えも簡単

特殊仕様アタッチメントのご要望に

お応えいたします。

Power Touch, which is powered by a 100 V

hydraulic unit, is a straightening jig for

repairing various scaffolding hardware. 

対象建枠の規格・寸法は
ご要望に応じます

建枠巾修正機は簡単操作（足踏み式）

●修正ゲージにより修正精度の確認ができます

コンプレッサー（KW)（オプション）

■Specifications

Straightens tube pipe, 50×50 and 60×60 square
pipe, and other pipe types as well as bases
such as pipe supports and jack bases. 

Max. 17 tons

3-phase,200/200 V AC, 1.5 kW

250kg

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

Power Touch
series Jaws

Scaffold plank straightening jig

POWER TOUCH SERIES-JAWS

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

Specified workpieces

and purpose

Straightening force

Weight

Electric capacity

■対象建枠

600、900、1200 粍・吋・系 共

外径42.7φ 厚さ 2.3〜2.5

巾（ 呼 称 ）

3〜5秒/1枠当り

脚柱パイプ

ワンタッチで正確な穴あけ加工。 　

建枠の寸法チェック（巾・パイプ内径等）も同時にOK。

φ11穴 25 φ42.7

主要諸元

注）ご注文の際、結合穴の向きについて外側・内側をご指示下さい。

※Specifications are subject to change without notice.
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