600 シリーズ定置式バーチカルミキサー

仕様
185

単位

容量

空重量
最大積載量

＠11kg/cu.ft.

最大積載量＠11kg/cu.ft. 304.8mm エクス付

最大総重量

6.6

kg

2503

kg
kg
kg

2102
2670
5167
1

スクリュー数（下記のオプション参照）

全長さ
全高さ
304.8mm エクス付きの高さ
横幅
スクリュー羽厚み
フロア厚み
サイド壁厚み

ラプター™ナイフ*で強力撹拌 !

5.2

m3
エクステンション付（オプション） m3

撹拌

ユニット

オプションに含まれるもの：

m

標準ナイフである AR スチ
ール製のラプター™ナイフ
はベールの掘り起し及び細
断を短時間かつより強力に
実行します
サイズを 2 つ
ご用意

3.0
2.2
2.5
2.3
13

m
m
m
mm
mm

タブ取付マグネットにて
飼料内の異物を除去

13
6

mm

(1)10 馬力・(2)7-1/2・(2)10 馬力・
(1)15 馬力・(1)20 馬力(1)25 馬力・(1)30 馬力

馬力要件
リストリクター
アワーメーター

2
スタンダード
４点式

計量システム
ドア開け口部
高さ

mm
mm

横幅
取り付け位置
オプション

787
610

ステンレス製ケースに包
まれたマグネットはミキサ
ータブ壁のヒンジ付アッ
センブリー上に取り付けま
す。飼料 内の 金属片を
除去します
*

特許出願中

右側・左側・両側

バーチカルミキサースクリュー
（ベーシックユニットに含まれてない）

34 "H "と 44 "H "の 2 種類のスク
リューからお選びいただけます

ドゥアル・キッカー

4(34”H)・5(44”H)

最大ナイフの本数量
手動・電動ドアｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

右側・左側

マグネット付・なしの
シュート

オプション

タブ取り付けマグネット+
インジケーター各種
梯子（ラダー）

オプション

このミキサーは、1 立方フィートあたり推定 11kg の
飼料を扱うように設計されています。記載されてい
る最大荷重を超えないようにしてください。より重い
材料を必要とする用途については、パッツ社にお
問い合わせください。仕様および価格は予告なく
変更されることがあります。

ダイナミカ・ウェイトロニクス・デジスター

オプション
オプション

可変周波数駆動（VFD）
*

本数は飼料の内容物及び加工時間により変動します

信頼と実績のある確かな性能 !

注意: 全てのシールド及びガードが所定の位置に取り付けられていない状態では絶対に装置を運転しないで下さい。運転の
際には必ず取扱説明書をよく読み、内容を理解した上で行って下さい。取扱説明書は装置の近くに常備して下さい。また、
全ての安全シールドならびに安全装置が正常に作動し、所定の位置にてしっかりと固定されているか必ず確認して下さい

パッツ社総代理店
株式会社トーチク
■本

社

■茨 城 営 業 所

実際にマグネットを使用
して除去された金属片

〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線 3 番 1
T E L 0155-61-2221 F A X 0155-61-2212
〒301-0017 茨城県龍ヶ崎市姫宮町 139
T E L 0297-60-0307 F A X 0297-60-0308

販売代理店

少ない可動部で設計されたシンプルなデザインを採用し、信頼性を保証します。
高さ 87 インチ未満低床ユニットで、コンパクトなフットプリント。
5.2～6.6m3 の撹拌容量より選択可能
多種多様な成分を配合した最新の 3 点計量システムを採用し、
正確な配給量を実現します。
コンベア上に排出を行いカート等にを積載可能です。

シンプルで頑丈に設計されており、期待できる性能！
600 シリーズシングルスクリュー・バーチカルミキサーの標準仕様
1 オフセット型脚の長方形ベースは、取り付けの柔軟性を提供します。

ミキサーベースの前方または後方にドライブパッケージが取り付け可能です。

2

すべてのパッツ社ミキサーは、お客様の要求に応じて
対応できるように個別に製造され、カスタマイズされています

保証を提供します。補修管理や立ち
入りがし易いため、プラネタリー
ブリーザが底部プレートにルート
されています。

3 点式電子計量システムは、2-1/8 インチ径のウエイトバーを採用し
正確で信頼性の高い飼料の計量を行います。
工場取付のサイドドアは右側・左側・両方で取付可能です。

10 伸縮式（折り畳み式）ドライブラインはせん断保護及び

3 ご注文の際には、油圧式または手動式をお選び下さい。

サービスのアクセス性向上が搭載されています。

サイド排出ドアの開口部は幅 610 mm 高さ 787 mm です
（写真は手動式ドアを表示）

11

トップリングは 9.5mm のスチールで補強されており、

4 積載時のダメージを防ぎます。レーザーカットされた

4

8

穴は、トップセーフティガード及び 7 ゲージのスチール
製サイドエクステンションの位置を合わせます。

14

5 オーバーラップ側壁 6mm スチール製。

6

ドライブパッケージオプションは下記のものが含まれています。
シングル又はツイン駆動整備、2 スピード（高底）停止・シフト
の変速装置、特集な 3 前進速/ブースト/逆進速付き可変周波数駆動（VFD）、
又は 1000RPM(回転)ダイレクトドライブ

12 モニター・プラネタリーは前面視型液面計及びイン・キャップ付き
オイルゲージが特集な油貯留が搭載されています。

13 振起動式アワーメーターは予防保全の為、ミキサー

6 185 ユニットのみ高さ 2.2m
7

9 プラネタリーギアボックスは５年

2 つ調節可能リストリクタープレートにより粒子径
(長さ) 及び飼料フローの制御可能です。4 つプリ・
セットでまたは上下のピボットポイントで反転する
ことで、飼料量の微調整可能です。

5

7

の実際の運転時間を監視します。

14 黒プラスチック製手動ボックスは直ぐに使えるように、

12

マニュアル等を便利に保管します。

3

高性能トゥルーテーパースクリューは 13mm 羽及び

8 レーザープレカットナイフ位置が搭載されています。
ドゥアルキッカースクリュー設計のコーンタープは直
径 406mm の頑丈なセンターﾁｭｰﾌﾞが特集です。
864mm トゥルーテーパースクリューはナイフ
が最大４本まで使用可能です。
21-1/2 インチ又は 12 インチ硬化タングステン
・カーバイド
4-1/4 インチ又は 4-3/4 インチラプターナイフ

ご希望に応じて以下のカスタマイズ用オプションをお選びいただけます：

1

8

9

13

2

10
11

1118mm トゥルーテーパースクリューはナイフ
が最大 5 本まで使用可能です。
21-1/2 インチ又は 12 インチ硬化タングステン
・カーバイド
4-1/4 インチ又は 4-3/4 インチラプターナイフ










ラプター™ナイフ
硬質タングステン/カーバイドナイフ
タブ取付マグネット
排出シュート(マグネットあり/なし)
各種インジケーター/計量器
タブライナー
梯子(点検台)
VFD ドライブ

その他のオプションに関しては仕様の表をご参照下さい

様々な用途に応用可能な理想的なミキサーです!
以下の QR コードより
動画を閲覧可能です

乳牛・雌牛

肉牛の子牛・若い肉牛
及び仕上げ期(肥育場)

羊及び山羊

有機肥料の
製造

有機質廃棄物

