Wood Biomass - Chipping 未利用木質資源から高品質バイオマス燃料を製造
生活環境の周辺に数多く存在する未利用のバイオマス資源。材料の破砕・加工・調整に
至る各種機械とシステムにより広範な木質資源を余すことなく利用する社会づくりを
支援しています。

ウッドハッカー・メガ
高品質木質チップ製造機
オープンドラム切削方式とスクリーンの組み
合わせで、より付加価値の高い燃料チップ、
原料チップを山土場を含む様々な場所で均
一・高速・大容量・低コストに製造します。
ピンチップと比べその容積重が高く微細粉の
混入も少ないため、作業場から需要家への
直接搬入も可能です。モデルにより最大供給
径は320〜800mm、最大生産能力は60〜300
㎥/h（80mmスクリーン使用時）
、
自走式・牽引
式・トラック搭載式・電動定置式等幅広くライ
ンアップ。
【用途】切削チップ製造（未利用材）

クローラー自走式(DL)

トレーラー牽引式(DL-T)

トラック搭載式(TR)

電動定置式(STA)

MEGA540/561/820

MEGA540/561/820

MEGA540

MEGA300/360/561/700

225kW/354kW/571kW

225kW/354kW/571kW

225kW

55~450kW

BA

BA バイオマスプロセッサー
汎用木質破砕機

BAシリーズは、
シュレッダータイプと汎用プロセッサータイプの
２種類を展開。高能率なハンマーヘッド式の高速BAシュレッダー。
そしてBAバイオマスプロセッサーは、ハンマーヘッドからチッパー
ナイフに組み換えることでチッパーとしても利用可能、幅広い材に
適応します。
クローラー自走式・牽引式・電動定置式を用意。
【用途】木質破砕・チップ製造

BA725E-mobile
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エンジン搭載移動式

電動定置式(移動式）

BA615D

BA615E/725E（E-mobile）

225kW

90~132/200~315kW

ドラムチッパー
ウッドハッカーメガ

チップ製造

輸送

木質バイオマス

間伐・幹材
未利用材・林地残材

発電所
工場等

伐採現場

汎用木質加工機
アクスター

選別機 P4

異物除去 P5

AXTOR 4510 / 6210
340kW / 430kW

ハンマーヘッドでは横軸シュレッダー、切削ヘッドにすればドラムチッパーとしても利用可能な
大型汎用木質加工機。
先端ツールの短時間の組み換えで幅広い用途に適応可能。
広面積の供給部に大きな開口部を備え、最大処理能力は250〜310㎥/h（モデル、投入材によ
り相違）のパフォーマンスを発揮します。
チッパーモードでは、異物混入時のダウンタイムを最小限に留める安全機構を備え、幹材はも
アクスター ちろん、林地残材等各種木質物のバイオマス燃料加工に適しています。
汎用木質破砕機 【用途】木質破砕・燃料チップ製造（未利用材・一般材・リサイクル材）

CRAMBO
クランボー
木質二軸破砕機／バイオマスプロセッサー

5000/5200 direct
328kW

クローラー型

3400/4000 direct

6000/6200 direct

242kW

429kW

フック型

トレーラー型

伐採樹木、大型抜根も直接処理可能な低速二軸
クラッシャー。
負荷に応じて独立して自動逆転可能
な2本の破砕軸が異形素材でも良好な食い込み
を確保、内蔵スクリーンで破砕後の均一性も高い。
土砂等が付着した素材でも各部の磨耗は最小限
にとどまります。
最大処理能力はモデルにより45〜120㎥/h。
エンジン搭載式（クローラー型・トレーラー型・
フック型）および電動式(定置型・トレーラー型・
フック型)をラインアップ。
油圧駆動モデルと燃費性の優れたダイレクト
駆動モデルから選択できます。
【用途】木質物破砕、前処理
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Wood Biomass - Screening & Separation 高精度の径級選別と石礫・軽量異物・金属の除去
バイオマス燃料、コンポスト等の製造において高精度スクリーンによる径級分離と
さらに石礫・ビニール・細かなプラスチック・金属片・ホイル等混入異物を除去することで
より高品質で高付加価値の製品にすることが可能です。

S3
35kW

XL3
58kW

L3FD

L3-N

60kW

60kW

MULTISTAR
マルチスター
大容量高精度選別機

特許取得の清掃機構『クリンスター』を装備したスタースクリーンにより、幅人い性状の素材に対し
ても、絡みや詰まりを回避し摩耗を抑え、高精度を維持する大容量選別機シリーズ。
最大処理能力はモデルにより100〜500㎥/h。
ディーゼル発電機を搭載可能な移動式
（2または3分別）
、
プラントに合わせた可搬フック式、電動定置式のモデルラインアップに風選機や磁選機等の各種
オプションも組み合わせ可能。
目的と処理量に合わせた最適な一台を選択できます。
【用途】選別・分級・異物除去

ONE マルチスターワン
破砕機連動型高性能選別機

25kW

旋回コンベアを装備した2分別のマルチスターONEは、
クランボー、
ターミネーターや
その他の破砕機と組み合わせることで環流ラインのシステム作業を行うことができます。
搭載するスクリーンにより3系列が用意されており、それぞれの用途に合わせ指定可能。
C（粗粒分離）
：オーバーサイズを環流させバイオマス燃料を高能率に製造可能
F（細粒分離）
：非環流で使用する事で微細分を除去、土砂等混入のない上質燃料を製造、
また環流により、細粒チップ製造
FD(フラワーディスク)：混合廃棄物破砕に最適、強靱なフラワーディスクの採用で
ホッパーの必要が無く、
スクリーン面積増加で処理能力もアップ

TOPSCREEN
トップスクリーン
大容量ドラム式選別機
幅広い素材に適応出来る非傾斜トロンメルスクリーン。
特許機構によりドラム交換の必要がなく、分級変更の際にも
スクリーンメッシュのみを簡単に交換可能。
幅広い素材に適応可能な油圧駆動モデル、
ランニングコストを
平均30％圧縮可能なハイブリッドドライブモデルを用意。
【用途】選別・分級・異物除去

4

木質バイオマス

コンポスト
コンポストターナー
低速破砕機

P8

トップターン
コンポターン

P3

クランボー

径級選別機

燃料

チップ製造

マルチスター
トップスクリーン

林地残材
伐採木
伐採枝葉
根株

石礫・金属片

除石異物除去 (風選)
汎用木質加工機

ストーンフェックス
メタルフェックス
ウィンドスター

P3

アクスター

STONEFEX

ストーンフェックス
除石機

METALFEX

プラスチック等

バイオマス燃料、破砕後廃棄物等から石礫等の重量物を選別する風力式比重選別機。
特に燃料チップに混入した不燃物を除去することで利用施設でのメンテナンス作業、残灰が劇的に
減少、製品に新たな付加価値を与えることが可能です。
最大処理能力100㎥/h。
【用途】不燃物・石礫等 混入異物除去

メタルフェックス
金属分離機（渦電流選別機）

金属分離機「メタルフェックス」は、投入素材から鉄等の磁性物、
そして
渦電流選別により、
比重分離では選別困難な軽量の非鉄金属類
（アルミ、
銅、
真鍮、
マグネシウム等）
を高精度かつ大容量に分離除去し高品質な
原材料・燃料を製造します。
【用途】鉄および非鉄金属の分離除去

WINDSTAR

ウィンドスター
風選機

高精度風選機、振動ホッパーと送風、吸引の複数のブロアにより安定
した風の流れを実現。バイオマス燃料やコンポスト等の最終製品に
混入しているプラスティックシートやアルミホイル、磁性物等を除去す
る事で高い商品価値を生み出すことが可能となります。
牽引式・定置式を用意。
最大処理能力60㎥/h。
【用途】軽量異物除去・選別
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Recycling & RDF / RPF
混合廃棄物の破砕処理と選別システム
幅広い廃棄物を大容量かつ低ランニングコストに処理する破砕機と高度選別機の一連の製品群。
焼却・埋め立て前処理だけでなく、高品質な RDF 燃料の製造、リサイクル可能資源の回収
率向上等に寄与します。

3400/3400S
242kW

5000/5000S
328kW

電動定置式
132〜320KW

6000S
429kW
最大処理能力100t/㎥

TERMINATOR
ターミネーター
汎用一軸破砕機

木質を含め広範な廃棄物を大量、安定処理するための大型一軸汎用破砕機。
低速回転するドラムは対象素材の性状、利用目的に合わせて3種類から選択可能。
装着される消耗品類はボルト交換、
異物混入時にも容易に排出できる受け刃開放機構でダウンタイム
も最小限に抑えました。
産業廃棄物、一般廃棄物の焼却、
埋め立て前破砕、
RDF製造ラインの一次処理
機に最適。
エンジン搭載式
（クローラー型・トレーラー型・フック型）
および電動定置式
（油圧駆動／ダイ
レクトドライブ駆動）
をラインアップ。
モデルにより最大処理能力は45〜100t/h（材により相違）
【用途】各種素材破砕(前処理)

BALLISTOR

バリスター

バリスティックセパレーター
径級分離に加え、
投入素材の平面/立体形状により分離する特殊選別機。
投入素材を一工程で3分級可能。RDF製造プラントに組み込み、シート状
のプラスティック類を選別することで、
より高品質な製品づくりを実現すると
共に、PETボトル等のリサイクル可能資源も選別できます。
最大処理能力60〜220㎥/h。
【用途】
リサイクル可能資源の選別・RDF製造時の中間選別
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リサイクル

リサイクル可能資源
細粒

破砕と選別

中間選別機
バリスター
産業廃棄物
都市廃棄物
建設系廃棄物
粗大ごみ

中粒

二次破砕機

前処理破砕機
ターミネーター

選別機

粗粒

マルチスターFD
トップスクリーン

RDF燃料

MULTISTAR FD80

マルチスターフラワーディスク FD80
柔構造鋼製スクリーン

堀上廃棄物、震災廃棄物等を含む粗大異物混入材料の選別にも
耐える頑丈な鋼製ディスクスクリーン。
独自の柔構造によりチューブ部分が可動、詰まりを極限まで回避
することでダウンタイムを最小にとどめる。焼却前、埋め立て前選
別だけでなく、RDF･RPFプラントの一時選別にも最適。
【用途】粗大異物を含む材料の径級選別

TOPSCREEN SE

トップスクリーン SE

定置式トロンメルスクリーン
スクリーン面積22.5㎡の中型から85㎡の超大型までプラントにあ
わせた最適の仕様を選択可能なSEシリーズ。
サイズ、素材に合わせドラムグリップ（チェーン駆動）／ダイレクト
ドライブ（ホイル駆動）の2方式から選定、また防塵装備の追加も
可能。RDF･RPFプラントの最終選別にも最適。
【用途】各種素材の径級選別
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Composting
生物資源の循環で豊かな土壌をつくる一連の機械システム
木質資源・枝葉・刈草・食品残渣・一般ゴミ・家畜糞尿等から高品質のコンポストを製造。
農地・緑地への循環利用のために必要な関連機械をトータルに提供しています。

X4500
151kW

Top Turn X
トップターン X シリーズ
大型自走式コンポストターナー

高速攪拌で通気性に富んだ『エアロビックパイル』を形成する大型自走式コンポストターナー。
良好な好気性発酵の条件が長時間維持されることで悪臭の発生を抑制はもちろん、作業間隔と
発酵期間を短縮します。更に高速大容量作業が可能なためコンポスト製造単価を大幅に低減可能。
オプションのサイドスタッガーを併用すれば、
攪拌と同時に積み替えも行うため、狭い面積や
変形ヤードでも活躍します。
【用途】
コンポスト製造・汚染土壌処理

X5000

X6000

205 or 250kW

310kW

Comp Turn
コンポターン RT3000
中型自走式コンポストターナー
129kW

高速攪拌で通気性に富んだ『エアロビックパイル』を形成する中型自走式
コンポストターナー。
【用途】
コンポスト製造・汚染土壌処理
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プレスター

家畜糞尿

液状物

砂分離

無害化処理

ガス化

発酵

コンポスト 土壌還元・改善

固液分離機

発電

固形物

固液分離

液状化処理

液状肥料

バイオコンディショナー

生ゴミ

前処理機

コンポストターナー

バイオチョッパー

グリーンウェスト

コンポスト

トップターン／コンポターン

破砕機 P3
アクスター／クランボー

P4
マルチスター／トップスクリーン

異物除去

P5

Biochopper
バイオチョッパー

切断・撹拌／水分調整等前処理機
刈草、
灌木、
剪定枝葉の切断や破袋等の前処理 およびコンポスト原料の
均質調整を行う低速二軸カッティングミキサー。高速破砕機では困難な
繊維質の多い材料に対しても素早い細断能力を発揮します。
さらに食品残渣等の有機性資源の投入によりにより、撹拌後スムーズな
コンポストの発酵を促します。
【用途】飼料またはコンポスト製造（前処理）

バイオコンディショナー
強力な破砕機構を持つ高濃度スラリー
用特殊ステンレス製ポンプと、攪拌効率
を最大限追及した特殊形状ステンレス
タンクのコンビユニットです。
動植物性残渣等を効率良く微細断・液
状化し、飼料や肥料製品の製造プラント
や バイオガスエネ ルギープラント等、
様々な生物系資源のリサイクル過程で
活躍します。
【用途】
切断・攪拌／混合液状化
（前処理）

BAUER プレスター／ FAN セパレーター
固液分離機
コンパクトでシンプルな構造のスクリュープレス式固液分離機です。
主要部はステンレス製で故障が少なく、高い分離性能と優れたコスト
パフォーマンスを持っています。食品工場の排水処理や 汚水処理場、
畜産施設等で活躍します。
【用途】固液分離・脱水

メガフェックス

ソイルコンディショナー

マニュアスプレッダー

ソイルグランド造成機

大量輸送と高速散布に適合した、大型かつマルチユースの
スプレッダー。
コントラクターや大型経営向きのプロ仕様。
【用途】コンポスト等の圃場還元

ソイルグランドの造成作業や再整備に最適なワンパス高速作業機。
【用途】グランドの更新・草地造成・播種機
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Biomass Heating
木質バイオマスの熱利用
最先端の全自動木質バイオマスボイラーによる、木質バイオマス燃料利用の拡大。
石油ボイラーからの更新、地域林産業の活性化、地域熱供給等バイオマス社会に
貢献する新時代の暖房・給湯システム。

ボイラー室

施

設

燃料供給装置
給湯

開放タンク

シャワー
風呂

チップ製造 P2-3

暖房

木質チップ
チップサイロ

ボイラー

熱交換器

貯湯タンク

給湯用タンク

Herz バイオマスボイラー
全自動木質バイオマスボイラー ( 温水 )
木質チップ・ペレット、薪 等、木質バイオマス燃料
を効率よく熱エネルギーに交換し暖房や給湯に
利 用 する最 新 の 全自動ヒーティングシステム。
Herzボイラーは、高い燃焼効率と自動制御、そし
て省スペースが特徴です。小規模施設向けから、
農場・事務所・学校・福祉施設・工場等の中規模施
設向け、大規模施設・バイオマスタウン向け等、対
象施設に合わせ幅広くラインアップ。
【用途】木質バイオマスの熱利用
緑産北海道支社内 ショールーム
Fire Matic 80kWボイラー
（400㎡の施設暖房）

木質チップ燃料の貯蔵・供給・自動燃焼・熱交換・施設暖房まで一連のシステムを見学できます。

¿UHVWDU

SHOOHW¿UH

SHOOHWVWDU

¿UHPDWLF

%LR)LUH

18 - 40kW

22 - 40kW

10 -60kW

20 - 501 kW

500 - 1500kW

最適燃焼維持と自動清掃
機能で使いやすい
薪ボイラー

巻・ペレットの併用で
連続運転が可能な
小型ハイブリッドボイラー

高効率・全自動運転の
コンパクトペレットボイラー

全自動・高効率・省スペース
小規模から中規模まで用意
チップ・ペレットボイラー

大規模施設・地域熱供給に対応する
大熱容量チップ・ペレットボイラー

コンテナユニット
ボイラー・熱交換器・貯湯タンク・ポンプユニット等を
20フィートコンテナにまとめたユニットシステム。
ボイラー室の建設コスト削減・設置期間の大幅短縮が可
能です。施設規模に合わせて応需設計し、組み上げた状
態でお届けします。
オプションでコンテナ仕様のチップ庫、投入装置も用意
しています。
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Support the Forestry - Tower Yader 木質資源の搬出
日本の豊富な森林資源は、急峻な地形や林道の不足により、その搬出が難しく資源の拡大
利用を阻害しています。当社の最新鋭タワーヤーダー「FALCON」は効率の高い木材搬出を
行い、森林資源管理と林業経営の飛躍的向上に役立ちます。

タワーヤーダー
ファルコン
伐採現場

チップ製造 P2-3

ファルコン
高性能 3 線式タワーヤーダー
3線式タワーヤーダーと専用設計の高性能搬器MMシェルパによる急傾斜地での
安全かつ効率的作業に最適な集材システム。
スカイライン
（主索）
を移動する搬器にはエンジンを搭載せず、
メインライン
（副索）
とストローライン（補助索）の引張力で移動及び荷吊りを行う至ってシンプルな
構造。
これにより、大量の運搬と大規模効率作業、
また安全な下げ荷集材および
70ｍまでの横出し作業も実現しました。
安全第一の設計のもと、本機マスト用に4本のワイヤー、自動制御・過負荷時の
自動安全機構等を備え、開発から50年以上、現場の声を重視し改良を重ねた本機
は、
ドイツの第三者製品安全試験・認証機関テュフ・ラインランド(TUV)の認証を
受けております。
本体は、
コンパクトなワンダーファルコンと、
より広範囲かつ高速作業が可能な
上位モデルのシンクロファルコンの2クラスがあり、移動・運搬方式は、
タンデム
車軸搭載けん引式、ワンダーファルコンには、国内のニーズに合わせたクロー
ラー自走式、大型トラック搭載式の3種類を用意。
【用途】急傾斜地での木質資源の大規模高効率搬送

MMシェルパ

ワンダーファルコン

シンクロファルコン

エンジン非搭載で軽量・メンテナンスフリーの
ファルコン専用搬器。高度に自動制御されてお
り作業者は、最小限のリモコン操作のみで簡
単に扱えます。
また、誤操作防止や緊急時自動
停止等安全機構も充実しています。

搬送最大速度 9.2 or 10m/秒
主策最長 750m(Φ20mm)／900m(Φ22mm)
最大荷重（引張力）3t, 4t

搬送最大速度 9.2 or 10m/秒
主策最長 750m(Φ20mm)／900m(Φ22mm)
最大荷重（引張力）3t, 4t
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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

