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１．会社紹介 



会社概要 

事業内容： 
環境機械・農業機械の 
研究開発、製造及び販売、保守 
 

主力製品：樹木粉砕機 

所在地：佐賀県神埼市 
設  立：1988年 5月 
資本金：3,175万円 
社員数：27名 



沿革 



企業理念 

『お役に立つ』 

お客様 ～潜在する問題～ 

大橋 ～お客様の視点～ 

操作が 
危険 

安心な 
サポート 

もっと小型 
ニーズ 

破砕材種 
広く対応 

新エネルギー対応 
安全装置 

サービス 
担当配置 

新製品開発 

問題解決型提案 

見えてくる問題点 

もっと大型 
ニーズ 

単品ではなく 
システムは 



２．樹木粉砕機について 



樹木粉砕機 

ラインナップ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
特徴：自走式で移動が楽、現場で粉砕



粉砕物 



荒廃竹林 

http://images.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%e7%ab%b9%e6%9e%97+%e5%9c%9f%e7%a0%82%e5%b4%a9%e3%82%8c&source=images&cd=&cad=rja&docid=8gfh0wzdgeKf6M&tbnid=E3VJZYyR4a82LM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.beppu-ff.com%2Fweblog%2F%3Fp%3D951&ei=ggZmUciwJMmokgWs0ICADg&bvm=bv.45107431,d.dGI&psig=AFQjCNFIB_xRLI3IpVPNhK31ufWalDKNOQ&ust=1365727235033921


除染～南相馬市  

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
汚染された森の木の枝葉を粉砕し、袋つめ



粉砕後のチップ 



竹粉 



利用法① 堆肥 



【実例1】竹粉堆肥①～新潟 米農家 

竹粉を袋詰め→乳酸発酵→堆肥化→米・イチゴに 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
竹粉乳酸発酵→米、イチゴの田畑にまいて実験→いい結果が出ていると聞いている



【実例2】竹粉堆肥② 

竹粉＋酵素→堆肥化 
⇒青森へ（ペレット化） 
⇒北海道へ 
 （ジャガイモの堆肥に） 

ペレット 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
月50トンのオーダー。竹が追い付かない



利用法② 敷料 



【実例3】牛の敷料～鳥取県 造園業者  

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
GS121GBφ8㎜にて竹を微粉砕。主に孟宗竹を粉砕。1日に約3㎥を製造。乳牛1頭当たり1.5㎥必要。手で握っても痛くない程度に。試験、おが粉とそん色なし。



【実例4】豚・鶏敷料～東京都 複合農家 

植木の剪定枝 

豚の敷料として利用 

堆肥化 

鶏の敷料として利用 

植木、野菜等に利用 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
GS400Dこちら吉実園は代々江戸時代から続く農家でしたが、祖父が植木・造園業を始め３代８０年の歴史を持ちます。�こちらでは、豚と鶏を放し飼しており、うずたかく積まれた木材のチップが豚の運動場一面に敷かれ、�チップが豚の糞尿で自然分解されやがて良質の堆肥になります。�このチップの原材料が実は植木の剪定で枝打ちされたもので、最近まで野焼きして灰にしていましたが、�近隣住宅の手前、野焼きが禁止されました。�そこで考えたのが枝を細かくチップにして最終的に堆肥化し植木の肥料として還元することでした。�同じ考え方で次に飼い始めたのが鶏。�豚の糞尿で作られた堆肥を広い園内に施肥すると、雑草も勢いよく生えてきます。�これまで雑草とりは外部任せにして、その経費だけで年間２００万円もかかっていましたが、�そこで広い園内に４００羽の鶏を放し飼いにして、雑草を食べさせています。�鳥が雑草をきれいに食べてくれるので、雑草取りにかかる経費はゼロ。�卵は１パック１０個４００円で自宅前で販売しています。 



利用法③ マルチング 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ブルーベリー水分の蒸発を防ぎ、地表は適度な水分が保たれます。�そして、土の中にいる微生物もこの有機物を餌にして土壌を活性してくれます



利用法④ 活性炭 



利用法⑤ バイオマス燃料 

バイオマス 
エネルギー 

ペレット チップ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ペレットストーブ、ペレット加温機、ヨーロッパ



カーボンニュートラル 

せいぶつ園：大学の生物学/環境生物学/遺伝子工学/微生物学 ウェブサイトより 

CO2排出ゼロ 

エネルギー 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/renewable/biomass/index.html



３．バイオマスについて 



バイオマスとは？ 
＊動植物などから生まれた生物資源の総称 

経済産業省 資源エネルギー庁 Webサイトより 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/renewable/biomass/index.html



木質バイオマスの利用状況 

林野庁 Webサイトより 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/con_1.html



なぜ今木質バイオマスか？ 

チップ加温機 
開発  

 

＊CO2排出削減 
 
＊化石燃料価格の高騰 
 
＊未利用の木質バイオマス 
 
＊粉砕したチップの活用法 

＜社会・お客様の問題・ニーズ＞ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
チップを燃やし、その熱を利用して空気を温める



４．チップ加温機について 



仕様 

名称：チップ加温機 
型式：GT5 
使用燃料：木質チップ 
     （含水率15％程度） 
熱出力：50,000 kcal/h 
          （58kw） 
使用量：18 kg/h 



構造図 

燃焼部 

大型ホッパー 

炉 

ファン 
煙突 



温風発生の仕組み 

外気 

温風 



＊ビニルハウスの加温 

＊温泉施設の加温 

＊食品、及び残渣の乾燥 

＊石膏ボードの乾燥 

              etc. 

利用用途 



＊燃料費の削減 
 

導入のメリット 

重油 木質ペレット 木質チップ 
単位価格 95/L 40円/kg 25円/kg 

必要量 1L 約3kg 約3kg 

価格比較 95円 120円 75円 

＊収穫量の増加 
   → 前夜温を高めに維持することで、果実の肥大  
      が促進される 
   → 日中の燃料費削減分で夜間の使用も可能に 

 平成19 年度 高知大学農学部学部長裁量経費 成果報告書 より 

※ペレット・チップ価格にはバラつきがあるため、大まかな値 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
価格は大まかに言うとペレットにすることのメリット：体積圧縮、輸送コストの削減



チップ加温機試験 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
2013年1月末～3月末　三潴町、パイナップル・バナナ・マンゴー多少の問題はあったものの改善、大きな問題はなく、まずまずの結果が得られた



【実例5】ﾊﾞｲｵﾏｽ温水ﾎﾞｲﾗｰ～(株)コタニ住建 様 

15万kcal/h温水ボイラー → 燃料チップ約0.2㎥/h必要 
実動13時間30分→約3㎥/日のチップが必要 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
有馬富士温泉　花山乃湯灯油や重油を使用せずに、代わりに木質バイオマス燃料を使用する事で、�カーボンニュートラルによりCO2の削減＝地球温暖化防止に大きく貢献します。�例えば、1日600リットルの灯油（重油）を使用している場合、�木質バイオマスに置き換えると、約1500kg/日のCO2を削減する事になります。15万ｋｃａｌ/h温水ボイラ燃料は３Hで０．６㎥必要営業時間　　　　　　　　　９時～１０時３０分実動１３時間３０分木質チップ　　　　　　　　約3㎥必要



【実例6】（株）スターリングエンジン＋宮城大学 

チップ 

燃焼 

スターリング 
エンジン 

木質チップ→ 熱エネルギー→ 電気エネルギー 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
スターリングエンジンは熱でピストンが動く→発電



循環型社会の実現 

森林 

木材や端材等 

木造住宅等に利用 
樹木粉砕機 

チップ加温機 

木質チップ 

循環型社会 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
化石燃料の価格高騰により、ハウス農家様はハウス加温燃料費の過大な負担に悩まされております。　この状況を、ハウス加温器を用いることで、打破できるのではないかと考えています。　それによりハウス農家様のお役に立ちたいと思います。



ご清聴ありがとうございました。 
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