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●イラストはイメージです。実際とは異なります。

多様な現場条件に最適な移動式コンベヤを JCEが提案します。
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移動式ベルトコンベヤの特徴

運転コストの削減・環境への配慮 従来作業に比べ作業コストと時間、埃や重機排ガスの大幅低減
固定搬送設備のバックアップ1 安全性の高い構造 作業用途に応じた各種安全装置選択可能6

高品質・堅牢設計 過酷な作業現場に耐える高耐久堅牢構造2 長年の実績と経験7 日本での稼働実績多数。製鉄・鉱山・港湾、世界 1,000 以上の導入実績
長年の実績と経験の英国テレスタック社製

豊富な品揃え 多様な作業目的に対応する多目的・多機能、豊富な機械ラインナップとオプション構成3 8 多様な業種の幅広い作業に対応

自由自在に移動可能 自由自在に移動し、多様な現場と搬送に対応4

簡単組み立て 接続部の溶接不要、組立ては専門知識不要なシンプル構造5

搬送対象資材

骨材、砂、砂利、花崗岩、石灰石、
斑れい岩、石炭、コークス、塩、
鉱石類（鉄、ニッケル、金、銅）、
穀類、肥料、木材チップ、木材
ペレット、スレート、スラグ
ボーキサイト　他

採石業 港湾
荷役業

石炭業•	貯留
•	搬送

マテリアルハンドリング
•	貯留

建設業 •	貯留
•	搬送

•	船積
•	貯留
•	荷下ろし

•	貯留
•	搬送
•	荷上げ
•	自動貯留システム

製鉄、化学等プラント •	貯留 •	荷下ろし•	船積

コンテナ移動可

巻き込み防止カバー

プラグ＆コンセント接続

引綱安全装置

ボルト組立（溶接不要）

ベルト蛇行警告装置
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折りタタミ式コンベヤ
TCシリーズ

概要・特徴

油圧折りタタミ機構により、現場でスムーズにセッティングができます。
移動式クラッシャーやスクリーンから接続して、貯留量を極大化。
貯留のための搬送コストはローダーや掘削機比70％以上節約。

●コンベヤ長		 ————— 18〜31m
●搬送可能粒度		———— 0〜300mm
●搬送量		——————— 100 〜1,000t/h（1.6t/㎥）
●貯留量		——————— 4,338〜 9,453㎥

主要用途 船積／貯留／払出し／乗継／トラックへの積込

■ 標準構造

■ 仕様

ホッパー

テール部 走行用履帯車体フレーム エンジンルーム コンベヤ昇降用シリンダ

ヘッド部コンベヤベルト 折タタミ用シリンダ コ
ン
ベ
ヤ
駆
動
用
油
圧
モ
ー
タ

項目
機種 TC420X TC421 TC424R TC624 TC824R TCL1031

標準質量 t 10 13.4 18.5 16.5 19 30

処理量（1.6t/㎥として） t/h ～ 400 ～ 400 ～ 400 ～ 600 ～ 800 ～ 1,000

コンベヤ長 m 20 21 24 24 24 31

排出高さ（23°時） m 9.31 10.02 10.42 10.80 10.78 13.36

貯留量（23°時）（t/1.6㎥） t 2,240 2,500 13,490 3,340 13,490 5,030

●上記以外の仕様にも柔軟に対応可能です。

輸送姿勢
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折りタタミ式コンベヤ TCシリーズ

用途：貯留	–	破砕機より直接投入後、貯留 用途：貯留	–	ホイールローダより直接投入後、貯留　　　装着オプション：8㎥ホッパー

用途：船積	–	ホイールローダにて直接投入後、船積
装着オプション：8㎥ホッパー、コンベヤ防塵カバー、ヘッドシュート

用途：貯留	–	グラブクレーンにて投入後、貯留
装着オプション：8㎥ホッパー

平行移動履帯も可（オプション）
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テレスコピックコンベヤ
TSシリーズ

概要・特徴

より大塊をさらに多く搬送、伸縮式で距離と高さも自由に変更可能。
400 〜 3,000t/h までの船積、あるいは貯留用に活躍。

均等搬送／大量貯留を実現

●コンベヤ長  —————— 25 〜 58m
●搬送可能粒度  ————— 0 〜 300mm
●搬送量  ———————— 500 〜 3,000t/h （1.6t/㎥）
●貯留量  ———————— 3,000 〜 185,300t
●2つの機能（ローディング/アンローディング作業）が出来

ることにより、2次設備へのコストを削減
●現場内移動が容易、平行走行で移動可。停船時間の短縮に

つながります

均等搬送 コンベヤの伸縮構造により船内に搬入物を均等に搬送、荷の偏りを防ぎます。

ラジアル船積 ラジアル機能用タイヤの旋回機能により一個所の供給場所から船内の全ての場所に搬送/船積が可能です。

ラジアル貯留 ラジアル機能用タイヤの旋回機能により大量貯留を実現します。

テレスコピック最大伸長時 テレスコピック最小伸長時

通常貯留山

最大旋回幅270°まで可能

自動貯留プログラム

さらに自動貯留プログラムをオプションにて
選択可能です。（→参照26ページ）

製品粒度のばらつきの軽減 落下による資材破損の軽減 重機の圧迫による資材破損
油・燃料汚れの軽減

貯留量30％以上アップ↑

ラジアル貯留山

大量貯留と共に製品の質も保ちます。

船内4つのハッチに
搬送可能

コンベヤ昇降
シリンダ

ラジアル機能用タイヤが
船全体の搬送を可能に 左右走行可能のラジアル機能用タイヤ
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テレスコピックコンベヤ TSシリーズ

主要用途 船積／貯留／払出し　等

選べる走行用オプション どんな現場にも対応可能な走行用オプション

■標準構造

内側コンベヤ

コントロールパネルラジアル機能用タイヤ

車体フレーム カウンタウェイト

伸縮用ウィンチシステム

外側コンベヤ

走行用履帯

ホッパーコンベヤ駆動用モータ

コンベヤ昇降用シリンダ コンベヤベルト

■仕様

項目
機種 TS532 TS542 TS550 TS624 TS850 TS1242 TS1542 TS2050

標準質量 t 18 22 40 26 40 27 27 47

処理量（1.6t ／㎥として） t/h 500 500 500 600 800 1200 1500 2000

最大塊サイズ mm 100 100 100 200 100 200 200 200

外側コンベヤ長さ m 17 25 32 14 32 25 25 32

内側コンベヤ長さ m 15 17 19 10 19 17 17 19

伸縮距離 m 14 15 18 9 18 15 15 18

投入口高さ
（傾斜18°時）

m 2.8 2.8 4 3 4.2 3.4 3.4 4

最大排出高さ m 10.6 13.8 17.6 8.8 17.6 14.2 14.2 17.6

全長 m 32 42 50 21.7 50 42 42 50

全幅 m 6.5 8.1 11.2 3 11.2 8.3 8.3 11.2

駆動方式 電気モータ 油圧モータ 電気モータ

モ
ー
タ
出
力

内側コンベヤ kW 2×5.5kW 2×5.5kW 2×9.2kW - 2×15kW 2×15kW 2×18.5kW 2×37kW

外側コンベヤ kW 1×15kW 1×22kW 2×15kW - 2×18.5kW 2×22kW 2×30kW 2×45kW

伸縮用ウインチ kW 1.1kW 1×1.1kW 1×3kW - 1×3kW 1×3kW 1×3kW 1×3kW

パワーパック kW 1×7.5kW 1×7.5kW 1×11kW - 1×11kW 1×11kW 1×11kW 1×11kW

電気消費量
（傾斜18°最大搬送時）

A 41 58 74 - 105 116 150 256

貯
　
留
　
量

コニカル
テレスコピック

t 3,700 8,100 16,600 2,150 16,600 8,900 8,900 16,600

90°ラジアル時 t 17,000 37,600 72,800 - 72,800 39,900 39,900 72,800

120°ラジアル時 t 21,500 47,500 91,500 - 91,500 50,300 50,300 91,500

180°ラジアル時 t 30,400 67,100 129,000 - 129,000 71,000 71,000 129,000

270°ラジアル時 t 43,700 96,600 185,300 - 185,300 102,100 102,100 185,300

対応船舶 バージ船　～　パナマックス船

走行台車

クローラ式

レール走行装置

全輪駆動

●上記以外の仕様にも柔軟に対応可能です。
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テレスコピックコンベヤ TSシリーズ

用途：貯留 – 2次破砕機より直接投入後、自動貯留
装着オプション：自動貯留システム、防塵カバー

用途：船積 – 固定コンベヤより投入後、船積
装着オプション：防塵カバー、伸縮式シュート、レール走行装置

用途：船積 – トラックよりトラックアンローダーへ投入、テレスコピックコンベヤへ乗継後、船積
装着オプション：発電機、ヘッドシュート

用途：貯留 – 2 台のクラッシャーより投入

用途：船積 – ホッパーフィーダーから投入後、船内への直接搬送
装着オプション：亜鉛メッキ粉塵カバー、ヘッドシュート
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テレスコピックコンベヤ TSシリーズ

用途：荷下ろし – 船倉から構内への搬送・貯留　　　装着オプション：走行台車、給電仕様

用途：貯留 – 2 次破砕機から直接投入後、自動貯留　　　装着オプション：自動貯留システム

用途：船積 – ホイールローダにてホッパーフィーダ―へ投入、テレスコピックコンベヤへ乗継後、船積み
装着オプション：給電仕様、走行用台車

用途：貯留 – 定置式プラントからの貯留　　　装着オプション：キャットウォーク



15 16

ホッパーフィーダーコンベヤ
HF/LFシリーズ

概要・特徴

ホイールローダ、大型バックフォーにより大量投入、定量切出に
より別のベルトコンベヤへの供給あるいは船積に。

●傾斜コンベヤ長  — 18～24ｍ
●搬送可能粒度  —— 0～300ｍｍ
●搬送量  ————— 100～2,000t/h（1.6t/㎥）
●貯留量  ————— 1,350t（845㎥）～3,580t（2,238㎥）
●ホッパー底部の高トルク供給コンベヤと高積可能な搬送コンベヤ

を1台にまとめた２in１構造。
●定量切り出し装置による間断のない材料の定量供給が可能
●TCシリーズやTSシリーズとの連結作業で大量の材料を安定的に

供給して船積作業や高積作業を高効率化
●スタッカー・リクレーマーの代案としても有効
●大型重機からの材料投入に対応した堅牢構造

主要用途 船積／貯留／払出し／乗継　等

■標準構造（HFシリーズ）

■標準構造（LFシリーズ）

コンベヤ駆動用
油圧モータ

コンベヤ駆動用
油圧モータ

折りタタミ用
シリンダ

ホッパー

ホッパー

ホッパー壁

テール部コンベヤベルト

コンベヤベルト フィーダー駆動用油圧モータ

折タタミ用シリンダ

ヘッド部 コンベヤ昇降用シリンダ

コンベヤ昇降用シリンダ

エンジンルーム

エンジンルーム

走行用履帯

走行用履帯 フィーダー部

■仕様

項目 機種 HF514 HF518 HF521 HF1021 HF1515 HF2020 LF520

標準質量 t 13.4 19.1 19.7 25 28.2 30 19.5

処理量（1.6t／㎥として） t/h 500 500 500 1,000 1,500 2,000 500

最大塊サイズ mm 100 100 100 100 200 200 125

コンベヤ長 m 14 18 21 21 15 20 20

投入口高さ m 2.7 2.88 2.9 3.1 3.4 3.41 1.9

最大排出高さ (22°時） m 4.38（16°） 7.82 9 9 5.97（20°） 8.43（22°） 9.4

全長 m 20.5（16°） 21.87 24.7 25.2 21（20°） 26.65（22°） 22.8

全幅 m 3.62 2.15 2.7 3.08 3.71 3.92 4.1

貯留量 コニカル（円錐） t 820 1,490 2,145 2,370 1,120 2,000 2,315

●上記以外の仕様にも柔軟に対応可能です。
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ホッパーフィーダーコンベヤ HF/LFシリーズ

輸送姿勢
用途：払出し – ホイールローダにて投入、コンベヤへ定量供給　　　
装備オプション：ヘッドシュート、ライト

用途：払出し – 定量コンベヤへの定量供給　　　装着オプション：延長ホッパー
用途：払出し – ホイールローダにて投入、テレスコピックコンベヤへ定量供給
装備オプション：防塵カバー、ヘッドシュート、ライト、キャットウォーク

用途：払出し – ホイールローダにて投入、テレスコピックコンベヤへ定量供給
装着オプション：延長ホッパー

用途：払出し – テレスコピックコンベヤへ定量供給
装備オプション：防塵カバー、ヘッドシュート、
　　　　　　　　キャットウォーク
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ダンプからコンベヤに直接投入

トラックアンローダー

概要・特徴

TUシリーズ

●コンベヤ長  ——————— 15～21m
●搬送可能粒度  —————— 0～300mm
●搬送量  ————————— 500～1,600t/h（1.6t/㎥）
●ダンプから材料を直接投入する事でスマートな材料搬送作業が可能
●定量切り出し装置による間断のない材料の定量供給が可能
●TCシリーズやTSシリーズとの連結作業で大量の材料を安定的に

供給して船積作業や高積作業を高効率化
●40トン重ダンプにも対応した堅牢構造
●ホイールローダからの材料投入にも対応
●最大120°の旋回範囲を持つラジアル機能により柔軟な機械配置

レイアウトに対応

主要用途 船積／貯留／払出し／定量供給　等

■標準構造

■仕様

コンベヤ駆動モータ

コンベヤベルト 走行用履帯旋回システム エンジンルーム
ホッパー壁折りタタミ用

油圧シリンダ

コンベヤ昇降用シリンダ フィーダー駆動用モータ フィーダー部

ホッパー

項目
機種 TU515R TU515HD TU815R TU815HD TU1015R TU1015HD TU1018R

機械質量 ｔ 33 33 40 40 40 40 72

処理量（1.6t/㎥として） t/h 500 500 800 800 1000 1000 1000

最大塊サイズ ｍｍ 100 100 200 200 150 150 150

コンベヤ長 m 15 15 15 15 15 15 18.7

排出高さ（傾斜23°時） ｍ 7 7 7 7 7.24 7.24 7（20°）

全長 ｍ 24.8 24.8 4.94 4.94 24.8 24.8 37.8（20°）

全幅 ｍ 3.9 3.9 4.478 4.478 4.29 4.29 6.2

貯
留
量

コニカル（円錐） t 1,020 978 940 940 1,020 1,020 1,008

30°ラジアル時 t 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,929

60°ラジアル時 t 3,575 3,575 3,575 3,575 3,575 3,575 2,851

90°ラジアル時 t 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 5,787

120°ラジアル時 t 4,155 4,155 4,155 4,155 4,155 4,155 7,716

●上記以外の仕様にも柔軟に対応可能です。
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トラックアンローダー TUシリーズ

用途：乗継 – テレスコピックコンベヤへ乗継　　　装着オプション：密閉型ホッパー、スロープ

用途：船積 – トラックより直接投入後、船積
装着オプション：密閉型ホッパー、防塵カバー、伸縮式ヘッドシュート、カスタム塗装

用途：倉庫内貯留 – トラックアンローダーよりテレスコピックコンベヤへ乗継、貯留
装着オプション：カスタム塗装

用途：乗継 – コンベヤシステムへの乗継

用途：貯留 – ホイールローダにて投入、貯留　　　
装着オプション：ホッパーカバー、防塵カバー、シュート

用途：2 方向からのトラックアンローディング
装着オプション：密閉型ホッパー、カバー、密閉型シュート、スロープ



2423

リンクコンベヤ
シリーズ

用途：搬送／乗継 – 2台のリンクコンベヤにて搬送、定置コンベヤシステムへ乗継

用途：搬送／乗継 – 4台のリンクコンベヤにて搬送、テレスコピックコンベヤへ乗継、貯留
動力（走行用）

自走式

簡単な油圧操作

高さの角度調整可能

トランストラック自走式リンクコンベヤの構造

自走式リンクコンベヤ7台から定置コンベヤシステムへ連結搬送

リンクコンベヤと組み合わせた100m前後の搬送、高積が可能。
直線、L字……レイアウトに合わせた搬送。

リンクコンベヤ（JCv2408L）

※上図はJCv2408Lが3台ですが、5台で約100mとなります。
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オプション

TC TS HF/LF TU リンク

走
　
行
　
系

駆動式履帯 ●現場で柔軟且つ自由自在に走行ができ、
　不整地でも走行可能。
●ディーゼルエンジン駆動と電気モータ駆動

で選択可能。

全輪駆動 ●クローラ・タイヤ式に比べ、全輪同調で
　安定して素早い平行移動が可能。

360°旋回車台 ●エ ク ス カ ベ ー タ ー 式 旋 回 車 台 で 本 機 の
前後進・斜め走行・平行移動を容易に行う
事が可能です。

ラジアル貯留仕様 ●TCシリーズとTSシリーズで扇状貯留を
可能にするラジアル貯留機能。従来の円錐
形貯留山に比べ大幅に貯留量を増やす事が
可能となります。

TC TS HF/LF TU リンク

通
　
信
　
系

稼働用ラジコン ●各コンベヤシリーズのコンベヤ上下／左右
煽動／伸縮／始動／停止／履帯操行など
無線でマルチ操作が可能。

インターリンク ●複数のコンベヤをインターリンク接続する
事ができるオプション。

●アイドラードラムの回転停止を感知すると
連結されたコンベヤのコンベヤ駆動を自動
的に停止される事が可能です。

自動貯留プログラム ●PLC制御貯留プログラム（高さ調整、材料
感知センサーとリミットスイッチ搭載に
より、自動的に伸縮とラジアル旋回を繰り
返しながら貯留）。 

●自動運転で効率が良い貯留ができ、他材の
混入や品質劣化を防止。

●貯留全体の人的コストを大幅削減。

動
　
力
　
系

デュアルパワー ●ディーゼルエンジン油圧駆動と搭載された
電動モータでの油圧駆動を任意選択を可能
にするオプション。

●電気モーター駆動には外部電源からの給電
が必要になります。

オール電化仕様
●全ベルト電動モータ駆動
（外部電源または搭載発電機が必要）

発電機仕様 ●外部電源を使用せずにコンベヤの駆動や
移動が可能。TSシリーズの発電機は車台
フレーム内へ設置。HFシリーズの発電機
はキャットウォーク上部に配置します。

ベ
　
ル
　
ト
　
系

タングステンチップスクレーパー ●高耐久耐摩耗用スクレーパー

ベルトスケール ●総搬送量、作業毎搬送量、瞬間搬送量、
ベルトスピードを自動感知し正確な計量が
行えるロードセル式ベルトスケール。

シェブロンベルト ●木材チップなど軽量搬送物の高傾斜搬送に
有効な桟付きコンベヤベルト。

安
　
全
　
系

引綱安全装置 ●コンベヤフレームや車台フレームの周囲に
取付ける緊急停止用安全引網。

■豊富なオプションからの代表例
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オプション

TC TS HF/LF TU リンク

安
　
全
　
系

リターンローラー巻き込み防止カバー ●不慮の巻き込み事故を防止するローラー
カバー。

ベルト蛇行警告装置 ●極度なベルトの蛇行を感知すると警告
　または搬送停止信号を発するスイッチ。

ロープ破損時安全装置 ●TSシリーズの内側コンベヤ保持ケーブル
が破断した際に機能する内側コンベヤ落下
制御ブレーキ装置。

キャットウォーク ●修理・監視・整備を容易し、現場での安全
性を高める。

　（亜鉛メッキの床、蹴板、手すりを含む）

そ
　
の
　
他

防錆塗装 ● 250 ミクロン厚塗装。塗装を長持ちさせる、
標準より厚塗りの塗装。特に潮の腐食が懸
念される港での作業に有効。

延長ホッパー ●TCシリーズ、TSシリーズ、リンクコンベヤ
ではホッパーエクステンションにより粉
塵・材料の落下を防止。

●HF/LFシリーズとTUシリーズではホッパー
搭載量の増量に有効なホッパー足し枠。

作業灯 ●夜間作業の安全性を高めるLED作業灯。 

厳寒地仕様 ●気温－40度までの現場作業を可能にする寒
冷地仕様アップグレード。

※上記以外にも豊富なオプションを取り揃えております。

TC TS HF/LF TU リンク

ロ
ー
ラ
ー
系

セラミックヘッドドラム ●セラミックタイルで覆われたコンベヤ駆動
ドラム。

●ベルトのスリップを軽減するとともに高い
耐摩耗性を持つ駆動ドラム。

インパクトバー ●大塊材料投入時のベルトへの耐衝撃性を
高める、ホッパー下部用インパクトバーア
ップグレード。

蛇行防止偏芯ローラー ●ベルトを適切な位置に保ち、左右の蛇行を
最小限に抑制する自動偏芯リターンローラ
ー。

防
　
塵
　
系

コンベヤ防塵カバー ●コンベヤフレームを覆う防塵、防水カバー。
●亜鉛メッキ製カバーとキャンバス製カバー

をラインアップ
●格子式コンベヤフレームにはサイドカバー、

アンダーカバーも選択可能。

ヘッドシュート ●ラバー製ヘッドシュート、伸縮式ヘッド
シュート、360°旋回式ヘッドシュートを各種
ご用意。

散水用配管 ●ホッパー部、フィーダー乗り継ぎ部、排出部
に取付ける事で周囲への防塵効果を高める
散水用配管。



※本カタログに記載されている寸法や重量は参考値のため一部異なる場合があります。詳細につきましては、お気軽にご相談ください。
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