
TJC-Y type
High-efficiency jack base cleaner

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。

TJC-Y type single function model 

This machine both cleans
and straightens.

TJC-V type,TJ-R type

TJC-V型
高能率ジャッキベースクリーナー

TAIYU JACK BACE CLEANER

TJ-R型
ジャッキベース曲り矯正機

TAIYU JACK BACE REFORMER

強力型建枠ケレン機

（TS-Ⅰ型）

■処理能力、約4000本/日。

■従来比 約5倍の能率化

■軽量装置で、移動も簡単。

■消耗品が不要で、電力消費もわずか

です。

■付着物の量や状態に応じて回転数

と、パワーが自動的に変化する合理

設計です。

■安全装置も付いて、6種類のジャッキ

に対応します。

足場板ケレン機の決定版
処理前

High-efficiency jack base cleaner
TJC-V type

TJC-V型

Jack base plate straightening machine
TJ-R type

処理後

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）

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

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

■処理能力、約4000本/日。
■Processing capacity: Approx. 4,000 planks/day

■About 5 times faster than conventional method

■Lightweight design ensures machine is easy to move.

■Machine requires no consumables and uses little power.

■Machine speed and power are varied automatically based on the amount and nature of

　adhered dirt for maximum efficiency. 

■Includes a safety device and accommodates six jack types.

■Integrated screw cleaning and base plate correction

4-11-7　Simeno Neyagawa city, Osaka 572-0077,Japan
Tel：+81-72-829-8101　Fax：+81-72-829-8121

Before processing

After processing 
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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

This lightweight jack base cleaner delivers five times the power of conventional products. 

■Specified jack base

■Outer dimensions

■Specifications

Accessories: Set of standard tools
Option: Air compressor

1.33 kw × 200/200 V single-phase
(Requires separate air source.)

100ｋｇ

750 (W) × 2,350 (L) × 950 (H)

Hand switch

Approx. 6 sec./unit

Accommodates six jack types.

TJC-Y type

TJC-Y type

大引受ジャッキ ジャッキ・ベース 棒ジャッキ

100角用引受けジャッキ

※The machine can also be used with 

　jacks with dimensions close to

　the figures noted above. 

※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. 

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

■外型寸法図

■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。

ドレッサーとは、特に工夫された形状のリングを採用しています。

ワークに傷をつけることなく綺麗にケレンが出来、しかも特殊鋼の

ため耐磨耗性に富み長期に使用することが出来ます。

●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

※1,040〜2,080

※520〜1,040（特別仕様）

※4.3〜8.6

1,920

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

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）

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

●高速型サイドケレン付足場板ケレン機

　　　　　　　　　　　　　　（TC-Ⅲ型）

●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

●上記※は、ケレン速度を調整し、ケレン精度を変更できます。

●TC-ⅢPG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。 　

●上記処理能力（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

面板ケレンドレッサー

サイドケレンドレッサー

Type

Specified jack base

Machine processing capacity

Operating method

Motor capacity

Machine outer dimensions

Weight

Notes

Adjustable U-head jack Jack base Bar jack

100mm×100mm U-head jack

Drive power

Air cylinder

Spindle

Jack base
Operating handle

Safety cover
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