


モノづくり力
つばきの技術は、「伝動」と「搬送」
の 2 つの機能を有するチェーンが原点。
ここから、自動車部品事業、精機事業、
マテハン事業が派生、今日の事業基盤
を気づきげてきました。愚直なまでの「モ
ノづくり」へのこだわり、創業来変わら
ない私たちのモットーです。

グローバル
マーケティング力
お客様のグローバル戦略にベストマッチ
する商品をタイムリーに提供する。グロー
バル市場での評価の証が、一般産業
用スチールチェーンと自動車エンジン用
タイミングチェーンドライブシステムで世
界シェアNo.1という実績です。

グローバル
オペレーション力
つばきの強みのひとつに、グローバル
な生産・販売ネットワークがあります。
米国、欧州、中国をはじめとしたアジア
諸国などの子会社を通じて、世界の顧
客に最適な商品を提供しています。

物づくり、夢づくり、世界の顧客と語り合う

私たちは、世界のリーディング・カンパニーをめざします。

Our Mission

Our Vision

1917 年の創業当時から、私たちは「パワートランスミッション」と「マテリアルハンドリング」の
2つの分野でものづくりに愚直に取り組んできました。
モノづくりのプロフェッショナルとして、技術力、品質、商品開発力に徹底的にこだわり、ナンバーワンの商品を、
グローバルな供給体制で、ベスト・ソリューションのカタチとしてお客様にお届けする。
これこそが、「つばき」が考える「オンリーワン商品」です。

世界の顧客に「ベスト・バリュー」をお届けするために、
つばきグループは「技術革新（Innovation in motion）」に挑戦し続けます。

私たちは、「パワートランスミッション」と「マテリアルハンドリング」
の技術力を駆使して、世界の顧客にベスト・バリューを提供します。
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「エコ＆エコ（Ecology＆Economy）」とは、環境に配慮した商品をお客様に提供することによって、地球環境
への負荷低減を実現するとともに、お客様のコストメリットなど経済性も併せて追求しようという考え方です。つ
ばきグループは商品を通じてお客様とともに環境配慮を進め、お客様の経済性向上に貢献します。

つばきグループが考える「エコ＆エコ」

つばきのエコ商品がお客様の省エネルギーや経済性向上を実現します。

Ecology
効果の向上

Economy
効果の向上

エコ商品の開発
当社のエコ評価基準を満たした商品

エコ&エコ性能の追求

つばきグループお客様

提供

つばきグループの生産・販売両面における幅広いネットワークが、国内外を問わず、
お客様のビジネスをリアルタイムにサポートしています。（2012 年 3月末）

つばきグループの商品とネットワーク

つばきグループは機械部品・装置メーカーとして、地球環境に配慮した商品開発を通じて、
お客様の環境負荷低減（エコロジー）と経済性向上（エコノミー）の実現を目指しています。

アジア・オセアニア

欧州

日本

北米

南米

海外グループ会社
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破砕選別・リサイクル ゴミ焼却処理

ごみ処理の流れ

一般廃棄物（ゴミ）の処理過程では様々なつばき商品が　

給塵装置

ごみピット

粗大ゴミ供給コンベヤ

プラットホーム
（ダンピングBOX）

不燃ゴミピット

切断機

アルミ 鉄分

アルミ選別機

粒度
選別機

磁選機

高速回転式
破砕機

破砕機

ごみクレーン

投入ホッパ

プラットホーム
（ダンピングBOX）

燃焼用空気
余熱器押込送風機破砕物搬送

コンベヤ

可燃粗大ゴミ

不燃ゴミ

可燃ゴミ

不燃粗大ゴミ

ごみの流れ

空気の流れ

灰 の 流れ

受入・供給コンベヤ用チェーン
ベアリングローラコンベヤチェーン
大形コンベヤスプロケット

P5,6

P9,10

受入・供給コンベヤ用チェーン
ベアリングローラコンベヤチェーン
大形コンベヤスプロケット

P5,6

パワーシリンダ
P7

カムクラッチ
P7

駆動部
RS®ローラチェーン
耐環境ドライブチェーン
ローラチェーンカップリング

過負荷保護
ショックリレー®
ショックモニタ®

ケーブル・ホース支持・案内装置
スチールケーブルベヤ
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活躍しています。

焼却炉

ボイラー

バグフィルタ

溶融二次
燃焼室

ガ
ス
冷
却
塔

減
湿
吸
収
塔

溶融炉

煙突

鉄分
ピット

メタル
ピット

スラグ
ピット

飛灰固化物
ピット ホッパ

スラグ搬送コンベヤ

落下灰
搬送コンベヤ

排ガス再加熱器

飛灰搬送コンベヤ

飛灰固化装置

最終処分場

再資源化 再利用

破砕・磁選

誘引送風機

ろ過式集塵器

溶融誘引送風機

つばきは粗大ゴミなどの受入から灰搬送、スラグ化にいたるまで清掃工場のあらゆる工程に採用いただいています。
1917年の創業より蓄積されたノウハウ・品質・技術力から各ライン・各設備における最適な仕様・商品を提案し、環境
問題とリサイクルに貢献します。

パワーシリンダ
P7

灰だし（乾式・湿式）
コンベヤ用コンベヤチェーン

P8

飛灰（一般・腐食性含）
搬送コンベヤ用チェーン

P8

スラグ搬送コンベヤ用
コンベヤチェーン

P8
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受入・供給コンベヤ用コンベヤチェーン

収集したごみを搬送する最初のコンベヤ用に専用設計され
たコンベヤチェーンです。
様々な種類のごみによる摩耗や、投入時の衝撃対策をして
います。

破砕選別・リサイクル施設

粗大ごみ供給コンベヤ 破砕物搬送コンベヤ

不燃物搬送コンベヤ 破砕機投入コンベヤ
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ベアリングローラコンベヤチェーン

コンベヤチェーンFB仕様

チェーンのピン～ブシュ間に固体潤滑剤を圧着し、リンク～リンク
間にOリングを装着した仕様です。
メリット
固体潤滑剤によりチェーンの伸び（ピッチ伸び）の抑制、Oリング
によるピン～ブシュ間への搬送物侵入防止と固体潤滑剤の流出
防止により、チェーンの寿命2倍を達成しました。

Oリング

プレート

ピン

ブシュ

ローラ

Oリング

固体潤滑剤

ローラ内部に円筒コロを
入れた当社独自の構造。
耐粉塵仕様・耐水仕様・無
給油仕様もラインナップし
ています。

ベアリングローラの効果
チェーン張力・所要動力の軽減
長機長・低速運転時のシャクリ防止
ローラ回転不良の抑制とレール摩擦の低減
摩耗寿命の向上（ブシュ～ローラ間）

ベアリングローラの機能
チェーン走行抵抗の低減
（汎用コンベヤチェーンの1/3）
ローラ許容負荷の大幅UP

1.

2.

1.
2.
3.
4.

従来仕様

ベアリングローラコンベヤチェーン汎用コンベヤチェーン

大形コンベヤスプロケット　分割シリーズ

スプロケット　シャフト組込みサービス

面倒なシャフトの加工やスプロケット
の位相合わせを行い、スプロケットに
シャフトを組込んだ状態で出荷いたし
ます。

装置のレイアウト上、スプロケットの
取付け・取外しが難しい箇所におい
て、シャフト部周辺の軸受部品を取り
はずすことなくスプロケットの交換が
可能なため、工数と費用の削減が可
能です。 分割シリーズ 替歯スプロケット リング替歯シリーズ
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パワーシリンダ
パワーシリンダTシリーズは、AC（交流）電源でご使用頂けいただける大推力タイプの
電動シリンダです。用途、推力、速度に合わせて広範囲な機種を用意しております。
推力は2.45～313kN｛250～32000kgf｝,最大ストローク2000mm。
全機種がブレーキモータ付を採用しておりますので確実な荷重保持ができ安全にご使
用いただけます。
また高温の環境向けに、耐熱仕様等、特殊ブレーキモータの対応も可能です。

タービン 減速機 カムクラッチA カムクラッチB モータ

送風機

メインモータでファンを駆動するときはカムクラッチBが噛合い、カムクラッチAは空転。余剰スチームにより、
スチームタービンでファンを駆動する時は、逆になります。

ゴミ焼却施設

特徴
カムクラッチをケース内に納めた連続高速空転専用タイプです。
用途
連続高速空転専用です。
また、省エネファン、動力回収ポンプにも適しています。 

カムクラッチボックス

プラットホーム（ダンピングBOX）

押込送風機

各種ホッパ
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灰だし（乾式・湿式）コンベヤ用コンベヤチェーン

飛灰（一般・腐食性含）搬送コンベヤ用コンベヤチェーン

スラグ搬送コンベヤ用コンベヤチェーン

焼却後の灰等を搬送するコンベヤ用に専用設計されたコンベヤチェーンです。
焼却灰による屈曲・回転不良対策と摩耗対策を施しています。
湿式（冷却のため水中に落込まれた灰を搬送する場合等）では、さらに腐食対策を施しています。

ボイラーで発生した灰（フライアッシュ）や集塵機で集められた灰等、細かく摩耗性の高い飛灰を
搬送するコンベヤ用に専用設計されたコンベヤチェーンです。
飛灰による屈曲・回転不良対策と摩耗対策を施しています。
添加剤により、腐食性がある場合は、さらに腐食対策を施します。

廃棄物や灰等を溶融・固形化させたスラグを搬送するコンベヤ用に専用設計されたコンベヤ
チェーンです。
溶融スラグによる摩耗対策と、水質（ｐH値）変化による腐食対策を施しています。

落下灰搬送コンベヤ

飛灰搬送コンベヤ

スラグ搬送コンベヤ
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ごみ処理業界向け関連商品紹介

ステンレス材や表面処理を施すことで、汎用ローラチェーンより耐食性を向上させています。

耐環境ドライブチェーン

RS®ローラチェーン G7-EX

AS仕様
SS仕様の1.5倍の許容張力を
有するステンレスチェーン

NEP仕様

RS®ローラチェーンに特殊コーティングを施し、耐食性を向上したチェーン
有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい表面処理技術を用いています。
（RoHS指令対応）

LSC仕様

SS仕様
SUS304相当のベーシックな

ステンレスチェーン

NS仕様

耐食性

SS仕様より優れた
耐食性を有するステンレスチェーン

特殊エンプラ性スリーブを入れた無給油でも長寿命のステンレスチェーン

高
強
度

0.5

1.0

1.5

摩
耗
伸
び（
％
）

運転時間（h）

欧米A社

※当社実験データ

欧米B社 従来形
寿命2倍

G7-EX
アジア
A社アジア

B社

0

摩耗寿命比較

ソリッドブシュ

ルーブディンプル※

つばき汎用ローラチェーン「G7-EX」は
独自の加工技術により、継目のない「ソ
リッドブシュ」を開発。（RS40～RS240）
高精度ソリッドブシュは特殊ルーブディ
ンブル（LD）加工※により潤滑油の保持
効果を向上し、摩耗寿命２倍を実現しま
した。
※ルーブディンプルはRS80～140のみ適用

特性の比較（目安）
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ショックリレー®・ショックモニタ®

ローラチェーンカップリング

カップリング用に強固に製作した2列のローラチェーンを2個の
スプロケットに巻き付けたフレキシブルカップリング。
コンベヤをはじめ、あらゆる伝動に使用可能。特殊な軸穴径に
も短納期で対応するスペシャルボアシリーズ等、充実のサー
ビスでサポート。

特長
①豊富な品種
　伝達トルク：100N・m～717kN-m
　軸穴径範囲：9.5mm～700mm
②優れた耐久性
③簡単に連結・分解が可能。
つばきではこの他にも各種カップリングを取り揃えて、お客様
に最適なカップリングをご提案します。

高強度で高剛性です。耐久性にも優れています。
代表的なＴＫ形はケーブル径に合わせてサポータ穴を加工しますので、
最高の支持物保護性を実現します。
ステンレス仕様や旋回仕様など、特形対応も可能です。

スチールケーブルベヤ

TK形 TKF形 TKS形

モータ過負荷時の過電流を素早く検知し、
装置の破損を未然に防ぐ。

メリット

制御盤内へ収納することが可能。
飛灰等による動作不良の心配が無い。

ケーブルベヤ®は、株式会社椿本チエインの登録商標です。
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ごみ処理業界向け関連商品紹介

つばきNFVフライトベヤ®

つばきNFVフライトベヤは一般の粉粒体は勿論のこと
●輸送性の悪いもの　●付着性の強いもの
等の輸送物を易々と運び、しかも多様なレイアウトに対応出来る、
タフさと使い易さを兼ね備えたコンベヤで、近年益々その用途は広がって来ました。

輸送原理
密閉ケース内の2条のチェーンに装着されたフライトは水平部ではフローコンベヤの、
垂直部ではバケットエレベータの原理で輸送物を確実に搬送します。

お問合せ先：株式会社　椿本バルクシステム　本社　06-6862-2331

ヘッドユニット

下曲りユニット

垂直ユニット
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輸送断面が小さい上に、輸送物を水平部で供給、排出しますの
で、建屋の中でも設備が非常にコンパクトにまとまり、据付工事
も簡単です。

水平部においては、投入口、排出口を複数ヵ所設けることが出来ます。

コンベヤチェーンはコンベヤの重要な部品です。タイトなケースの中を走行し、
チェーンに取付けられたフライトにより輸送されるので、チェーンに課せられた任務
は多大なものです。当社では長年にわたる実績を基に、フライトベヤに最も適した
チェーンを使用しています。

1.自由なレイアウトが計画できます。 3.投入、排出に融通性があります。

4.最適のコンベヤチェーンを使用します。

5.保守点検が容易です。

6.防塵、防水構造です。
2.コンパクトで経済的です。

要所にはワンタッチ窓を設けるとともに各ケースは分割形にしておりますので保
守点検が容易です。

機体は完全な密閉構造となっていますから、輸送物の飛散による損失や粉塵漏
れによる汚れ等がありません。また、屋外にそのまま設置できます。

テールユニット

投入ユニット

チェーン及フライト

上曲りユニット 上角ユニット

水　平（傾斜）

水平＋垂直（傾斜）

水平＋垂直（傾斜）＋水平
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ドライブチェーン&
スプロケット

大形コンベヤチェーン&
スプロケット

ゴミ処理用
コンベヤチェーン

大形コンベヤ スプロケット
リング替歯シリーズ

大形コンベヤ スプロケット
分割シリーズ

NFVフライトベヤ®

カタログ請求はお取引きの 

各種カタログ紹介
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パワーシリンダ
リニパワージャッキ®

パワーロック® カップリング

 代理店へ申し付けください。

ヘリカルパワードライブ SAFCON®
過負荷保護機器・制御機器

カムクラッチ
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（048）648-1700
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