
S & S Ⅱtype
Straightening press for steel scaffolding planks

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。

Swing & Shift

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

Quickly and easily straightens all types of curvature in steel.

Simple!
All operation is

button-controlled.

■The jack swings and shifts, 
　enabling it to quickly and reliably
　secure the target plank.

■Dual-jack design laminates need
　to turn over steel planks.

Jacks operate individually.

■The lifting support jack smoothes
　the back and forth movement of bent
　steel plates.

Specifications are subject to

change without notice.

Once loaded,
workpieces never need

to be moved or
turned over.
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TSシリーズ
建枠ケレン・積重ね装置

Overview of straightening press for steel scaffolding planks 

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
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。

●左記※は、ケレン速度を調整し、ケレン精度を変更で

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）

全装備電動機（KW)

建枠積重ね高さ（ｍｍ）

型式

Specified steel plate

Hydraulic jack

Jack shift

Jack swing

Hydraulic unit

Driven roller table

Weight

operation method

5’（1500ｍｍ）×20’（6000ｍｍ）×ｔ25ｍｍ or less

50 tons（normal 50 tons） × 200 st

Electric; 3-phase, 220 V AC, 0.4 kW, V = 12 m/min., range: 1,500 mm

Electric; 3-phase, 220 V AC, 0.2 kw, ±90°

3-phase, 200 V AC, 3.7 kw

3-phase, 200 V AC, 0.4 kw × 2 units

Press: 3.5 tons; lateral table: 1 ton

Press

　10-point push buttons       

　Jack A: Up/down       

　Jack B: Up/down       

　Jack C: Up/down       

　Jack shift: Right/left       

　Jack swing: Right/left       

　Drive-type roller table       

　2-point push buttons: Forward/reverse

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※

12.0※

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

─

集塵機(KW）（オプション）

─

8.15 12.4

1.5

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 TS-Ⅲ型

TS-Ⅰ型

※Specifications are subject to change without notice. 

Left-side drive-type roller table

Jack C Jacks A and B Hydraulic unit

Forward

Forward Reverse

Right-side drive-type roller table

Hydraulic manifold

Control panel

（Range of jack motion）

Pendant switch for
drive-type roller table
(forward and reverse)

Range of press motion
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