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極東開発グループは、
林業関連分野のさまざまな現場における
効率化に貢献する各種製品をラインナップしています。

極東開発グループの
林業関連分野製品

木質ペレット関連・・・P3

・木質ペレットエア搬送ユニット

・木質ペレット
 エア搬送ダンプトラック（Concept）

・車載式タワーヤーダ

・クローラ式フックロール®

木質チップ関連

・木質チップ乾燥コンテナシステム

・突き押し式成形機

・木質チップ運搬トレーラ

・車載式ログバスター

・・・・・P5

その他・・・・・・・・・・・・P9

木質チップ運搬トレーラ

突き押し式成形機

木質ペレットエア搬送ダンプトラック
（Concept）

パワーゲート®付トラック

木質チップ
乾燥コンテナシステム

木質ペレット工場

木質チップ工場

大規模発電所

2000kW未満
小規模ガス化

発電所

大型リヤダンプ

運材トレーラ

4ｔフックロール®

プロセッサ

スイングヤーダ

（Concept） ®

木質ペレットエア搬送ユニット

木質ペレットエア搬送ユニット

一般家庭

ペレットストーブ ペレットボイラ

学校・公共施設 宿泊・温浴施設

プレスパック®

22tフックロール®

22tフックロール®

スライドダンプ

車載式ログバスター
LB-M515TK

ログバスター
LB-620E

大型リヤダンプ

タワーヤーダ

フックロール®
フルトレーラ
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投入ホッパ

操作パネルデリバリポート

木質ペレットエア搬送ユニット 木質ペレット関連 木質ペレット関連木質ペレットエア搬送ダンプトラック（Concept）

より安全で効率的な作業を実現する
ひとつ先行く木質ペレット搬送ユニット。

木質ペレット物流の最先端へ。
安全で効率的な作業に貢献。

高所作業は必要なし。
より安全でスピーディな作業を実現。

クレーン付トラックのデッキ上で操作・作業することができるので、
高所サイロへの昇り降りが不要となり、高所での作業が発生しません。
さらに、1トンあたり約11分で供給することができ、作業員の負担の
大幅な軽減に貢献します。

現状の物流インフラが活用可能。
現状の木質ペレット配送作業で、ご使用のトラッククレーンおよび
フレキシブルコンテナをそのまま活用できるので、新たに設備等を必要
とせず、簡単に導入することができます。

雨天時でも問題なし。
計画的な作業に貢献。

数値で確認できる。
供給量をデジタル表示。

天蓋付きなので、雨や風の強
い日などでも作業が可能です。
天候に左右されない供給作
業が可能となり、計画的な配
送に貢献します。

サイロ近くに常設する
定置式にも対応。 

定置式にすることで、ホース接続作業や
トラックへの電源確保のために必要な発
電機の搭載が不要となり、さらに効率的
な作業が可能。さらに、配送会社の設備
条件に関わらず、施設内における安全な
配送作業の徹底に貢献できます。

ご希望に応じた量を供給で
き、またその場で供給量を数
値化して、お客様にお伝え
することができます。さらに、
配送日時や重量などの情報
が印字されるので、情報の
管理が簡単になります。

イメージ図（上）
レシートイメージ（右）

（斜視図）

■諸元表 ■外観図 ■システムイメージ

（単位：mm）

ユニット

水平距離（m）

垂直距離（m）

搬送速度（min/トン）

微粉率（％）

搬送能力

全長（mm）

全幅（mm）

全高（mm）

重量（kg）

ブロワ風量（㎥/min）

1,100

1,100

1,100

710

9

約20

約7

約11

0.8（参考値）

※搬送能力はサイロ等の条件により変動します。
※エア搬送には別途発電機（13kVA）が必要です。

1,
10
0

1,
10
0

1,100

1,100

ダンプボデーユニット

固定ホース

エアセパレータ

ダンプレバーキャブバック
エア搬送ユニット

重量表示
パネル

ロードセル

デリバリ
ホース

排気ダクト

排気ブロワ
バグフィルタ

排気ブロワシステム

ユニットサイズを一般的なパレット1枚分の
大きさに抑えた、コンパクト設計を実現して
いますので、トラックのデッキに搭載しても、
フレキシブルコンテナや資材の積込みが
十分に可能です。

コンパクト設計の実現
極東開発独自のエアセパレータをサイロの
投入口に設置することで、現状のトラックク
レーンを使って、フレキシブルコンテナから
直接サイロに配送する方法にも対応する
ことが可能です。

極東開発独自のサイロ側アタッチメント

投入ホッパ

操作パネルデリバリポート
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木質チップ関連木質チップ乾燥コンテナシステム

乾燥・輸送・荷役作業・貯留の
4役に対応できる乾燥システム。

木質チップの乾燥・輸送・
荷役作業・貯留に対応する
トータルシステム。

木質チップの乾燥コンテナを脱着ボデー車（フック
ロール®）に適合するシステムとし、木質チップの乾燥
作業はもちろんのこと、脱着ボデー車にコンテナを積
載しての輸送、ストックヤードへのダンプ排出による
荷役作業、コンテナでの貯留まで、一連の作業に対
応する高効率のトータルシステムを実現しました。

3,600

（上側）1,900

1,500

100

10.3

1,200

最大120

重量（kg）

最大ブロワ風量（㎥/min）

容積（㎥）

2重構造デッキ高さ（mm）

有効内法高（mm）

内法幅（mm）

コ
ン
テ
ナ

内法長（mm）

（下側）2,010

熱（温風）熱（温風）

ブロワユニット

ダクトホース

木質チップ

乾燥コンテナ

2重構造デッキ

■システムイメージ

■諸元表 ■外観図

フックロール®と乾燥コンテナで効率的な作業を実現！

木質チップの貯留

極東開発独自のシステムによる
高い乾燥効率を実現。

専用設計の２重構造デッ
キを採用し、高効率の乾燥
作業を実現するとともに、
シンプルな構造とすること
で複雑で高価な設備を不
要としました。また、乾燥に
使用する熱源は設備排熱
などの余剰熱の利用にも
対応しています。

簡単操作で
作業効率の向上に貢献。

乾燥コンテナとダクトホースを接
続し、スタートボタンを押すだけの
簡単操作での乾燥作業を実現。
乾燥中の木質チップの撹拌など
の追加作業の必要性をなくし効
率的な作業に貢献します。

重量・温度の自動監視システムで
作業状況の確認が可能。

乾燥中の木質チップの重量変化と水分蒸発量をリアルタイムに計測し
乾燥状態をデータとして可視化・監視することで以下の４つの機能を実現。

❶電力消費量の低減を実現する自動制御による乾燥作業
❷安全性に配慮した、高温警告表示機能
❸柔軟な条件での乾燥作業を可能とする、任意の含水率設定
❹スマートフォン等で現場から離れた場所でも状況確認が可能な通信システム※

　※開発中

1

木質チップの乾燥2

木質チップの排出3

木質チップの輸送（詰替え不要）4

貯 留
1

乾 燥
2

排 出
3

輸 送
4

輸 送
4

輸 送
4

1つのコンテナで
作業をトータルに対応できます。

（単位：mm）

※

80
0

800
内法長 3,600

全
高
 約
1,
80
0

全長 約 3,900
システム全長 （5,200）

2重構造
デッキ高さ100

有効内法高 1,500
内法高 1,600

システム全幅 （2,900）
上側内法幅 1,900

下側内法幅 2,010

1,
11
0
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突き押し式成形機 木質チップ関連 木質チップ運搬トレーラ 木質チップ関連

省エネルギー・省スペースで
圧縮性に優れた成形機。

圧縮部

ピストン

クランク機構

フライホイール

投入

シングル型

排出

2

3

投入物は、　スクリュで　 ピストン正面に送られ、ピストンにより
　 圧縮部で圧縮・成形され順次、押し出されます。

1 2
3

スクリュ 1

構造図

動作原理

圧縮部

ピストン

成形品

スクリュ

2

3

1

動力を効率化し、
省エネルギー化を実現。

小型モータや駆動部にフライホイール方式を採
用し、動力の効率化を図り、省エネルギーを実現
しています。※消費電力を約50％（当社比）低減。

成形品の
性状調整が可能。

圧力調整式の排出部機構により成形品の圧
縮性（減容率、長さ、固さ）の調整が可能です。

コンパクト設計による
省スペース化を実現。

クランク機構や、小型モータの採用によるコン
パクト設計によって、省スペース（当社比約
45％）を実現しています。

ピストンの往復運動による圧縮力で成形します。

クランク機構フライホイール

原料 成形品

（単位：mm）

3枚1組でフロアが作動。 左から奥側にスライドします。 3列すべて奥側へ移動して完了。
荷物と一緒にフロア全体が手前側へスライドします。 の繰り返しで荷物を搬出させます。

①❶ ②❷

④❹ ③❸

※トラクタまたはトレーラに油圧発生装置の取付けが必要になります。

油圧回路の切替えにより①～④の動作で荷物の搬入が可能です。

床搬送装置の概要

床搬送装置は、分割された床をスライドさせて
積荷を搬入・搬出する装置です。（約60cm/min）

さまざまな排出現場に対応。 効率的輸送の実現。
分割された床をスライドさせて
積荷を排出することが可能な
ので、不整地や天井の低い
建屋内などダンプトラックで
は排出作業が困難な場所で
もスムーズな排出作業を実
現します。

トラクタからPTOを使っ
て床搬送装置を作動させ
るほか、トレーラにエンジ
ンを搭載することで、トラ
クタを選ばず、トレーラ単
体で荷降ろしすることが
可能です。

床搬送装置を装備し、
効率的な木質チップの排出作業を実現。

当製品は、グループ会社の日本トレクス株式会社の取扱い製品です。

■諸元表 ■外観図 （シングル型）

3,600 5,500

全長 約2,500×全幅 約920×全高 約1,600 全長 約3,100×全幅 約1,900×全高 約2,400

水平スクリュ　2.2kW×１基
垂直スクリュ　7.5kW×１基

水平スクリュ　2.2kW×３基
垂直スクリュ　7.5kW×３基

37kW 55kW

ー 1.5kW

φ65×長さ50 程度

プラスチック・紙混合物：100mm以下
（処理対象物により粒度は異なりますので相談下さい）

0.3～0.5 1.0～1.5

木くず、紙、プラスチック、衣類くずなど（含水率15％以下）

シングル型 トリプル型

機器重量（kg）

最大外寸法（mm）

成形品寸法（mm）

投入物 破砕粒度

処理能力（t/h）

処理対象物

駆動モータ 供給用

攪拌用

成形用

約
1,
60
0

約
92
0

約 2,500
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車載式ログバスター 木質チップ関連 その他クローラ式フックロール® 

車載式タワーヤーダ その他

木材破砕機とクレーンを車載し、一体化。
効率的かつ機動的な作業を実現。

当製品は、オカダアイヨン株式会社、
日本フォレスト株式会社の販売製品です。

機動性と
作業性を両立。

機動性の高いトラックに搭
載したタワーを起点にしてワ
イヤを張り、広範囲にわたっ
て木材を集材することで、
高い効率性を実現しました。

高性能な木材破砕機を採用。
高い処理能力で作業を効率化。

日本の車両法規制限の中でも搭載できるタイプの木材破砕機を採用。
エンジン出力は294kW/400PSと高性能で、150㎥/hの処理能力を誇り、作業の効率化に貢献します。

集材範囲の拡大と
機動性の向上を実現。

当製品は、株式会社コーレンスの販売製品です。

その他、林業分野で活躍可能な極東開発グループの製品群

スライドダンプ

リヤダンプ（パワーゲートⓇ付）

プレスパックⓇ

パワーゲートⓇV型 パワーゲートⓇS型

パワーゲートⓇG型 パワーゲートⓇCG型

大型深あおりダンプトレーラ

多くの実績を誇る脱着式キャリアを搭載。
特装車の総合メーカーとして、物流現場において多くの脱着ボデー車の実績をもつ、
極東開発工業の脱着式キャリアを搭載した、脱着式フォワーダ「クローラ式フックロール®」が林業分野における高効率な運搬作業に貢献します。

高効率な木材運搬を実現する、
脱着式フォワーダ。

当製品は、大手建機レンタル会社様からの
開発要望商品です。

22tフックロールⓇ 4tハイパースイング・フックロールⓇ
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