建設廃棄物・一般廃棄物・混合廃棄物 他

TERMINATOR
低速高トルク大径１軸ドラムと受歯で各種素材に幅広く適応
大処理能力と低ランニングコストを同時に実現する

ユニバーサルクラッシャー

ターミネーター

一軸破砕機 ターミネーター
■ 建設廃棄物・木質廃材
混入異物の多い未選別状態でも

ターミネーターの強力な破砕力と、
破砕ギャップ可変機構により、

安定・大容量処理が可能です。

■ 粗大ゴミ等 一般廃棄物
過負荷時の自動逆転や停止が可能な

駆動システム採用で安心して作業可能。
万一の粗大異物混入時にも

スイッチひとつで排出操作が行えるため

ダウンタイムを極小化できます。

※白物家電のモーターは、
事前の取り外しが必要です。

■ 一般廃棄物・混合廃棄物
可燃・不燃に関わらず、広範囲な素材の
一次処理にも最適です。

異物への対応力を生かして、

パッカー車からの直接投入も可能です。

ターミネーターの特徴
低速・高トルク破砕機構を強靱な
フレームに搭載

逆転可能な破砕ドラム、

ギャップ調整可能なカウンターブレード
3種類の破砕ユニット、消耗部品は交換式
目的に合わせた各種パワーユニット

素材を選ばない――全てが圧倒的パフォーマンス
真のユニバーサルクラッシャー

TERMINATOR

■ 産業廃棄物・廃棄素材

■ 災害廃棄物

■ その他特殊廃棄物

最も処理にパワーを必要とされる素材です。 どの様な性状の材料もターミネーターで扱う

タイヤはビードワイヤーを除去することなく、

いるので、均質・大容量破砕を確実に行い

多層構造の内装材やマットレス等、
多種の

ターミネーターは自動逆転装置を内蔵して

ことができます。

土砂石礫の混入した対象物でも、低速破砕の

大型車用も投入可能です。

ます。異物の混入に左右されにくいので、 ターミネーターは、消耗を最小限に留めます。 素材が混合した製品や、
ロール紙、
フレキシ

リサイクルプラント等の一次処理機として
導入された場合でも、システムの安定運転
に貢献できます。

また、耐摩耗強化ドラム等も用意されています。 ブルコンテナバッグに入ったままの廃棄物
も処理が可能です。

産 業 廃 棄 物 、一 般 廃 棄 物 、木 質 物 を 含 む 建 設 系 廃 棄 物 等 、広 範 な 廃 棄 物 を 、

大量に、低コストで、安定して力強く破砕。ユニバーサルクラッシャー・ターミネーターは、

あらゆる廃棄物に適応しハイパフォーマンスを発揮します。

低速高トルクで回転する一軸の大径破砕ドラムとカウンターナイフは、用途や目的に
合わせ3種類から選択可能で、多様な材料に対し確実な破砕処理を実現します。

また、全てのモデルに異物混入時の回避機構が組み込まれています。

処理困難物が混入した際は、自動的に逆転・停止する構造により損傷を抑えられる事に

加えて、
カウンターナイフ全体を大きく開放できるので異物除去のためのダウンタイムも
極小化されます。

ラインアップは、ディーゼルエンジン搭載モデル（クローラー自走式・フルトレーラー牽引

式・フック定置式）、高効率低ランニングコストの電動ダイレクトモデル、
よりパワフルかつ

過負荷時対応に優れた電動油圧駆動モデルを用意、
さらに豊富なオプションの組み合わ
せでご使用の用途・環境に合わせた最適な一台を選定できます。
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大処理能力を
実現する
先進のメカニズム

メンテナンスに有利なCAT社製エンジン

油圧駆動システム（ダイレクトを除く）

国内最大規模のサービスネットワークが
利用可能なキャタピラー社製エンジンを搭載、
最新の最終規制エンジンに加え、安定感の
3aエンジン(アドブルー不要）も選択可能
メンテナンス性、冷却性に徹底した配慮を行い
長期安定稼働を実現

負荷状況下でも始動、逆転が可能。
過負荷時に加え絡み付き防止のためタイマー
およびリモコンからも逆転作動。
独立2系統油圧、破砕ローター両側駆動
Ｓシリーズはさらに強力な破砕能力を発揮。

ターミネーターに組み込まれている全てのコンポーネンツには、
厳格な品質規定を設け、世界水準をリードするブランドとしての
品質、信頼性、安全性を誇っています。

厳選された油圧ポンプ、モーター、そしてその制御機器はもとより、

可変トルク油圧駆動システムの強靭な破砕力

最新のコントロールシステム

ローター回転数低下時には破砕トルクが
自動的に増大、処理困難物にも確実な対応が
可能です。

グラフィックベース表示パネルで操作は容易
コンピューター制御で適正作業をプログラミング可能。

設定最大トルクに達した場合には自動逆転後に
正転に復帰、
作業が継続されます。
過負荷時自動逆転に加え、
タイマー逆転、
リモコンによる手動逆転も可能。
最大回転はパネルから事前設定が可能、
素材、
目的に合わせ最適な処理能力を得ることが
できます。

エラー発生時にも異常内容を自己分析し
パネル表示、対応が容易です。
（写真はＵモデル）

作業をより容易かつ効果的に実行できるように設計されています。
例えば、集中潤滑システムによるサービスメンテナンスの容易性。

破砕サイズ調整／異物除去

更に、
リモートコントロールによる遠隔操作と安全性。

フック型及びトレーラー型においては、ヤード内移動用駆動輪等での作業効率アップ。

操作パネルまたはリモコンから破砕ローターと
カウンターナイフの間隔が調整可能。目的に
合わせた破砕サイズの調整とともに、
消耗品の寿命延長にも効果を発揮します。

金属選別マグネットはコンベア上部設置の油圧駆動コンベア式、
又はコンベア先端部設置のプーリー式があります。

その他、目的に合わせたオプションを用意。

万一の異物噛み込み時には、安全装置を解除
すれば大きく開放可能、異物除去も容易です。

01

01

破砕開口部3000ｘ2000mm

02

油圧可傾式*大容量供給ホッパー

05

*電動定置式は大容量固定式ホッパー

04

02

３種の破砕ユニットから選べ
広範囲な素材に適合する
低速大径1軸破砕ドラム

投入／排出
大開口投入部と目的に合わせ選択可能な排出
コンベア。最高レベルの作業性を発揮します。

03

03

高出力と環境性能を両立する

キャタピラー®社製ACERTエンジン

プラント組み込みにも、単体使用にも

幅広いラインアップの電動モデル
電動油圧駆動モデルはディーゼルエンジンモデルと
共通の機構を持ち、広範な素材に適応可能。
素材、目的により、動力費用を最小に

04

破砕サイズ調整が容易な油圧調整式
カウンターブレード、万一の
異物混入時には開放可能

抑えられるダイレクトモデルも選択可能です。
幅広いオプションによりターミネーター単体で
使う用途として、またはプラントに組み込む用途
として、使用環境を問わず最適のモデルを
ご提供致します。

05

移動時には畳んで収納可能な

油圧駆動コンベア式マグネット
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破砕機構

用途・目的に合わせ選択可能な3タイプの破砕ユニット

U

XXF

Ｕ ユニバーサル
粗割り、一次破砕

Ｆ ファイン
幅広い用途に適応

ＸＸＦ エクストラファイン
特殊素材にも適応、細断向け

3面使用可能な大型歯30個が2組のらせん

左右方向性を持った四角い大型歯32個が

ファイン同様の形状の中型角歯22個が、

素材の性状、目的に合わせて

このらせん形状により、投入素材の流れ

形状に配置されています。逃げの少ない

形状に配置されています。

から最適なツールを選択可能。

がくい込むことが可能となります。

適応のキーメカニズム
2ｘ3m の大開口部で粗大物や、
不定形物も安定供給可能。

形状にドラム上に配置されています。

が生み出され、あらゆる箇所から破砕歯

3 種の破砕歯、受歯の組合わせ

ツール選択に加え、調整可能な

破砕ギャップ ( ドラム⇔受歯間）
で処理サイズの調整が可能。
適性なギャップ選択で不要な
ツールの消耗を回避可能。

各ツールは、複数回利用可能。

消耗品コストを低減できます。

組み合わされるカウンターナイフには

汎用性を実現するメカニズム
各種素材への適応性
強靱な大径破砕ローターと 最大パフォーマンスを発揮すべく配置された破砕歯は、
最適な引き込み効果と素材の動きまでも考慮されており、材料を確実に効率良く
破砕することができます。

ローターとカウンターナイフの間の破砕ギャップは、

想定混入異物や破砕希望サイズに合わせて調整することができます。

保守作業時や異物混入時にはカウンターナイフ全体が大きく開放されるので

容易な作業が可能。
破砕歯、
及びカウンターナイフは、
ボルト固定され、
交換も容易です。
破砕歯は複数回使用可能でランニングコストも低減されます。
破砕ドラム及び破砕室各部は耐摩耗素材を使用すると共に

将来の交換作業の容易さにも留意し、設計・製造されています。
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同形状の受歯16個が取り付けられてい

ます。シリーズ中最も強度が高く、消耗品
コストも最小となります。

ユニバーサルと同目的に2組のらせん

角歯と、受歯の左右を交互に最小の間隔で
通過するため、処理の均一性も高くなって
います。カウンターナイフへの受歯の取り

付けには確実に保持される差込式ホルダー
を併用、簡単作業と、正確な位置決めを
両立させています。

- 一次破砕に最適

- マテリアルリサイクル前処理に最適

- 破砕歯は3回使用可能

- 破砕歯は２回使用可能

- 耐摩耗性最良

- 引き込みと均質性並立できる大型角歯

- 破砕ギャップ調節幅 5-80 mm

素材をドラム中央部に集めるシェブロン
この配置により、軟質物やタイヤ等でも
破砕前の圧縮が最低となり、処理の均一
性が向上します。シリーズ中最小の処理
サイズを安定して生産できます。
カウンターナイフとの左右間隔は
2mmと極小です。

- RDF製造前処理に最適

- 破砕歯は1列、このため破砕パワーが

1組に集中し、処理困難物にも対応。

- 破砕ギャップ調整幅 0-45mm

- 破砕ギャップ調整幅 0-45mm

適応素材

適応素材

適応素材

白物家電(モーター/シャフトを除く)、

建設系廃棄物、
各種産業廃棄物

廃タイヤ

家具・粗大ゴミ、
混合廃棄物、
建設系廃棄物
廃木材
粗大

一般廃棄物、
リサイクル燃料製造施設

（最大250mm以上）

RDF製造、
各種産業廃棄物、
軟質系素材

細断

(主に100mm以下)

U
F
XXF
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07

ディーゼルエンジン油圧駆動式

01

イージーアクセス

機体全幅より幅広く、全長にほぼ匹敵する

新しい操作パネルはカラーグラフィックで

冷却性能、メンテナンス性を考慮して

は可動式、左右ホッパーはリモコン操作も

初めてターミネーターを操作するオペレー

設置する事でメンテナンス作業は機体

数々のプログラミングや作業履歴の確認で

大型ドアでエントリーも簡単、

ています。

安全に作業することが出来ます。

可能、最大7㎥の容量は、投入オペレーター
の負担を最小化すると共に、破砕能力を
十分に活かすことができます。

左右側壁にはオプションで防塵散水装置の
組込も可能、リモコンからの指示で散水・
停止操作が可能です。

クローラー自走式、牽引式、

03

投入容易な大型可動式ホッパー ヒューマンインターフェース
大型開口部を誇ります。すべてのフラップ

エンジン油圧駆動式の特長

02
容易に理解できます。

機関部を再設計、延長ドレン配管等も

ターも誤認する事無く安全操作が可能です。

外部から実施することが可能です。

経験豊かなオペレーターにも評価いただい

更に折りたたみ式プラットフォームで

故障履歴は USB メモリへの書き出しも可能、
メンテナンス時の判断も容易です。

フック式 ( エンジン定置）を用意
サイト到着後すぐに作業開始

ワンボディー、ハイパフォーマンス
すべてのメンテナンス箇所に
容易にアクセスできる開口部
オプションも多数用意

クローラー自走式

フルトレーラー牽引式

フック式

機動力のディーゼル
エンジン搭載モデル
クローラー自走式・フルトレーラー牽引式・フック式から選択可能な
ディーゼルエンジンモデル。

クローラー自走式モデルには、埋め立て前破砕等に、広い破砕ギャップで、

大割りした際にもコンベアの破損を回避するハイクリアランス仕様も用意。

最新のキャタピラー社ACERTエンジンを採用し、パワーと低燃費を両立しています。

冷却性能やメンテナンス性も考慮したエンジンルームで長時間安定作業を実現しました。
数多くのオプションの組み合わせで目的に合わせた1台をご用意します。

04

混入磁性物への対応

数多くのオプション

クローラー自走式モデルにオプション設定

混入磁性物の排除には、吊り下げ磁選機

牽引仕様用オプションの構内微速走行装置

特に埋め立て前破砕処理等で排出形状が

設定されています。いずれもネオジウム

利用で目的・対象素材等に合わせた最適の

されるハイクリアランス仕様は、

不足する場合に破砕ドラムと底部

コンベア間を 65cm から 1m に変更、

安定搬出を実現しています。( 国内輸送

時はコンベア取り外しが必須となります）

TERMINATOR

06

粗破砕への対応

大きく、排出コンベア部分のスペースが

08

05
およびマグネットプーリーがオプション
磁石を採用、その強力な磁力で、クギ等

の建設金物、リサイクル可能な鉄材等を
確実に除去する事が可能です。

( 写真 ) を始めとする数多くのオプション類
1 台をお届けします。

オプション類の組み合わせにより製造でき
ないもの、納期を頂戴する物が有りますの
で事前にご確認ください。

Low-speed universal waste shredder
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電動定置式

電動油圧式の特長

電動ダイレクトの特長

最大の破砕力を発揮すると共に

最大効率と最小費用を両立

ローター回転速度も無段階調整

対象素材と目的により最大35%の

プラント組込に有利。

エネルギー節約(油圧仕様対比)

パワーユニット別置き仕様あり

設置面積も極小化
2速切替式ギアボックスは

クラッチ内蔵で正逆制御が可能。

- パワーユニット保護

最大効率を実現
電動ダイレクトモデル

よりパワフルに
電動油圧駆動モデル

ターミネーター・ダイレクトは 1 又は 2 台の電動モーターからプーリーを介し、

処理困難物への適応性が重視される環境、正逆転を繰り返す素材の場合は、

機械的に駆動力を伝達します。パワーベルトの張力は自動調整されます。

2 段選択式のギアボックスが装備され、投入素材に合わせて 15 又は 20r.p.m を

選択できます。回転数に関わらず、一定の駆動トルクが維持されます（下グラフ参照）。
停止した場合にはモーター正回転のまま、自動逆転します。
油圧回路に起因するパワーロスが発生

「電動油圧モデル」
（電動モーター→油圧ポンプ→油圧モーター駆動）を
推奨します。

回転速度低下時には自動的に破砕トルクを上昇させ処理困難物への

適応性を大幅に改善(右図参照）正逆切り換え時の静止時間が極小であり、
コンテナ等の素材を大量に処理する場合、ダイレクトモデルより処理能力、

油脂類の消耗品も発生しません。

コスト低減が見込めます。

機材価格も含めた低コストを実現可能。
効率改善により、
環境負荷を低減しながら

豊富なオプションを用意

クラッチ接続までの空走時間が排除されるためタイヤ、フレキシブル

しないためエネルギーコストが安く、

グリーンエフィシエンシー

- 破砕部設置スペースの節約

パワーユニット一体式のCU、別置き式SU型、豊富なオプションから
油圧駆動モデル

プラントに合わせた最適の一台を設計・製造いたしますので、
お気軽にお問合せ下さい。

可変トルク油圧駆動システムの強靭な破砕力

能力向上を実現した当該機種に表示しています。
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テクニカルデータ - 移動式

フック型

3710 mm (35°)

1388 mm (10°)

10-35°

3325 mm

12361 mm (35°)
13187 mm (10°)

2596 mm

3327 mm

トレーラー牽引型

3327 mm

3400

3400 S

5000

5000 S

6000 S

13553 mm (35°)
14379 mm (10°)

CAT ® C18
429 (583)
デュアルドライブ

最大 29

最大 29

最大 29

最大 32

最大 38

破砕ユニット
回転数(r.p.m):
ドラム全長(mm):

3000

ドラム直径(mm):

1050

1919 mm (10°)

CAT ® C13
T4f: 328 (446)
3a: 354 (480)
デュアルドライブ

1830 mm (10°)

CAT ® C13
T4f: 328 (446)
3a: 354 (480)

4250 mm (35°)

CAT ® C9
242 (330)
デュアルドライブ

4150 mm (35°)

CAT ® C9
242 (330)

10-35°

出力 kW (HP):

3734 mm

エンジン:

3005 mm

動力

投入高／排出高
フック型: 2596

トレーラー牽引型: 3005

クローラー型: 2906

排出高 (mm, 10°-35°):

フック型: 1388 - 3710

トレーラー牽引型: 1919 - 4250

クローラー型: 1830 - 4150

外形寸法

クローラー型

輸送時／作業時（コンベア角度35°)

全長 × 全幅 × 全高(mm)

フック型:

7290 x 2490 x 2905 ／ 12361 x 3327 x 3325

全長 × 全幅 × 全高(mm)

トレーラー牽引型:

9120 x 2550 x 3360 ／ 13553 x 3327 x 3734

全長 × 全幅 × 全高(mm)

クローラー型:

6940 x 2855 x 3265 ／ 11371 x 3327 x 3635

3327 mm

11371 mm (35°)
12197 mm (10°)

~ 21.1

~ 21.9

~ 21.3

~ 22.1

~ 22.6

~ 23.9

~ 24.7

~ 24.1

~ 24.9

~ 25.5

クローラー型 (t):

~ 25.0

~ 25.8

~ 25.2

~ 26.0

~ 26.5

~ 45

~ 50

~ 60

~ 80

~ 100

処理能力（材料性状や作業方法により相違）
最大処理能力 (t/h):
オプション
構内微速走行装置(フック型, トレーラー牽引型)、 構内移動用補助輪 (フック型)、 リモコン、永磁吊り下げ式コンベア磁選機、マグネットプーリー 他
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TERMINATOR

3635 mm

フック型 (t):
トレーラー牽引型 (t):

2906 mm

乾燥自重（装備により相違）

10-35°

投入高 (mm):

Low-speed universal waste shredder
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テクニカルデータ - 定置式

ダイレクトドライブ

3175 mm

X

3908 mm

5575 mm

ダイレクトドライブ

1700

2200

3400

3400 S

5000 S

6000 S

1 x 75

1 x 132

1 x 160

2 x 75

2 x 110

2 x 160

14 / 10

17 / 13

19 / 14

14 / 10

20 / 14

28 / 20

ドラム全長(mm):

3000

3000

3000

3000

3000

3000

ドラム径(mm):

1050

1050

1050

1050

1050

1050

動力
出力 (kW):

電動油圧（一体式）

破砕ユニット
ドラム回転数(r.p.m):

8041 mm

2949 mm

外形寸法（ホッパー含む本体部分）
5575 x 3175 x 3908
3191 mm

全長 × 全幅 × 全高(mm):
乾燥自重（装備により相違）
重量(t):

~ 13.6

~ 13.6

~ 14.0

~ 15.0

~ 15.3

~ 15.8

~ 15

~ 20

~ 30

~ 35

~ 55

~ 75

処理能力（材料性状や作業方法により相違）
最大処理能力(t/h):

X

オプション
負荷起動装置、固定式ホッパー、搬出コンベア、排出コンベア、リモコン、他

電動油圧

2200

3400

3400 S

5000

5000 S

6000 S

1 x 132

1 x 160

1 x 160

1 x 200

1 x 200

1 x 280

最大 29

最大 29

最大 27

最大 29

最大 29

最大 38

ドラム全長(mm):

3000

3000

3000

3000

3000

3000

ドラム径(mm):

1050

1050

1050

1050

1050

1050

動力
出力 (kW):

電動油圧（別置式）

破砕ユニット
ドラム回転数(r.p.m):

2410 mm

5772 mm

2949 mm

別置式:

5772 x 2949 x 3191

乾燥自重（装備により相違）
重量 (t):
一体式

~ 15.1

~ 15.5

~ 16.5

~ 15.8

~ 16.8

~ 17.1

~ 30

~ 45

~ 50

~ 60

~ 80

~ 100

X

最大処理能力(t/h):

X

処理能力（材料性状や作業方法により相違）

2998 mm

8041 x 2949 x 3191
3191 mm

外形寸法（ホッパー含む本体部分）
一体式:

オプション
負荷起動装置、固定式ホッパー、搬出コンベア、排出コンベア、リモコン、他
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TERMINATOR

Low-speed universal waste shredder
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東北海道営業所／〒099-1583
十勝営業所／〒080-0027
東北営業所／〒020-0833
北関東営業所／〒329-2742
九州営業所／〒862-0950

北 海 道 北 見 市 北 上 7 8 5 - 5
北海道帯広市西17条南4-21-11
岩手県盛岡市西見前12地割19-2
栃木県那須塩原市東赤田389番地28
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目45-18

TEL 0157(66)7122
TEL 0155(38)2756
TEL 019(681)3577
TEL 0287(47)7066
TEL 096(381)7537

