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ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください

A 概要

■　保証期間（納期日より起算）

機械部品　　１２ヶ月　　電気部品　　６ヶ月

■　機械の表示

製造番号等・騒音レベルの表示プレートは図－１の場所に取り

製造番号表示
騒音レベル表示

図－１

タイプ

シリアルナンバー

年式

付けています。

XX
製造番号表示 騒音レベル表示
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■　各部の名称

騒音測定方法

高さ　　1.6 ｍ
距離　　1.0 ｍ
風速　　0.6 ～ 0.9 ｍ／分
気温　　＋11 ℃
湿度　　40 ～ 50 ％

上記の方法による測定結果　86.3 bd　を騒音レベルプレートに表示して
います。

図－２

A

B

C

D

E

A：　サイロ
B：　押出口
C：　油圧ユニット
D：　モーター・メインポンプ
E：　制御盤
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■　安全装置
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制御盤の見やすい場所に、きのこ状の赤いボタンが設けられています。
このボタンを押すと、制御盤内の電源を除く全ての装置が停止します。

■　爆発の危険

■　振動による危険

■　環境条件

■　原材料の含水量

■金属類の除去

ブリケット材料として、爆発性のガスを発生する恐れのある原材料を
混入しないでください。

ブリケッターが普通の状態で作動している時の振動による危険はあり
ません。通常でない振動を発生した際は、ただちにブリケッターを停
止し、代理店へご連絡ください。

このブリケッターは下記の条件下で使用されるように、製造されてい
ます。

室内気温　　－１０℃　～　＋４０℃
室外気温　　－１０℃　～　＋４０℃

原材料の含水率は　１５％　～　１７％　以下　としてください。

原材料の中にボルト・ナット・釘等の金属類が混入しないようにして
ください。金属類が入るとブリケッターが破損し動かなくなります。



B 仕様・能力

■　ブリケッターの寸法
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■　サイロの寸法

モデル 長さ
（㎜）

幅
（㎜）

高さ
（㎜）

重さ
（オイル含）

（㎏）

オイルタンク
容量
（ℓ）

OL.D 201 M 1600 1050 1500 + 500 950 240

※貴社のブリケッターにはオプションの架台（H=500）が増設されています。

モデル 直径
（㎜）

高さ
（㎜）

全体高さ
（㎜）

木塵容量 重量
（㎥） （㎏）

OL.D 201 M 1500 1000 1500 + 500 1.6 250

※貴社のサイロにはオプションの架台（H=500）が増設されています。

図－３



■　ブリケット寸法
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■　モーター容量

モデル
長さ

（㎜）

（調節可能）
OL.D 201 M 70

50 ～ 300

直径
（㎜）

ブリケッター

2M.MT.1000　メインモーター

2M.MT.2000　ギアポンプ用モーター

2M.MT.5000　オイルラジエター用モーター

Kw
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1.5

0.115

サイロ

2M.MT.4000　フィーディングスクリュー用モーター

2M.MT.3000　ブレイド用モーター

Kw

1.5

1.5

冷却装置（オプション）

WRA5841207　ラジエター用モーター

Kw

0.37

電源：３相 , 380V , 50Hz



C 重量・寸法

■　重量
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■　寸法

モデル
（㎏）

OL.D 201 M 950 250

※オプションの架台（H=500）を含まず

直径

（㎜）

高さ

（㎜） （㎜）

※オプションの架台（H=500）を含まず

図－４

ブリケッター重量 サイロ重量
（㎏）

ブリケッター

サイロ

（㎜）

1500

1450

長さ

1600

幅

1050

サイロの高さ

ベースの高さ

1000

140

ベースの高さ

250

高さ

1500



D 機械の移動
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ブリケッター、およびサイロを移動する場合は　図－５、図－６に示す部

分にフォークリフトのフォークを差し込み、移動してください。

備考：上記以外の方法で機械を持ち上げないでください。

図－５

図－６

注意：機械を移動させる時は、電源ケーブルを破損しないように注意して
ください。

FORKLIFT FORK

FORKLIFT FORK



E 設置・始動

9

ブリケッターを所定の場所に設置します。
ブリケッターの移動は指定された部分にフォークリフトのフォークを
差し込んで持ち上げてください。

サイロの設置は指定された部分にフォークリフトのフォークを差し込
んで持ち上げ、次の順序に従い、行ってください。

１．フィーティングスクリュー（2M.MS.11.009）のフランジをシャッ
ターケース（2M.MC.13.000）へ接続する。（図－７参照）

２．別途工事のサイロまでの原材料供給システムを設置、接続する。

３．電源ケーブルが接続されたブレイド用モーター（2M.MT.3.000）と
フィーディングスクリュー用モーター（2M.MT.4.000）を取り付け
る。

※電源ケーブルは出荷時に接続されています。

４．レベルメーター（2M.MS.11.004）をサイロの側面に設けられた穴
に付属のボルトナットにより取り付ける。

５．電気配線図に従い、制御盤へ電源を接続する。

注意：ブリケッター及び、サイロ設置後は必ずサイロ内部にボルトナッ
トなどの金属部品が残っていないか点検してください。

図－７

レベルメーター
2M.MS 11.004

フランジ取付

■　機械の設置
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■　始動手順

最初の始動は次の手順で行ってください。

１．電気配線が適確に行われているか、制御盤及びブリケッター周辺
を再点検する。

備考：モーターの回転方向が間違っていないか再確認してくださ
い。
回転方向はそれぞれの部品に示されています。
サイロ内のブレイドを動かすモーターの回転方向は、サイ
ロに原材料を入れた際、ブレイドに負担がかからない方向
に回るようにします。

２．ブリケットの原材料をサイロ内に入れる。

３．ローディングタイムのスイッチを“０”に合わせる。

備考：このスイッチはブリケット原材料を供給するフィーディン
グスクリュー（2M.MC.12.000）の作動時間を表します。

４．“スタート”ボタンを押し、サイロのモーターを始動する。

５．“スタート”ボタンをもう一度押し、ブリケッターのモーターを
始動する。

６．“スタート”ボタンを再度押し、ブリケッターを始動する。

７．ローディングタイムスイッチの目盛りを少しずつ上げ、１回のピ
ストンの押出でブリケットが２㎝押出されるように調整する。

８．マックスバルブ（2M.OL.41.000）を回し、バイスピストンの油圧
を　60 bar　まで上げる。

備考：油圧は隣接の油圧計（2M.OL.32.000）に表示されます。

油圧の調整はマックスバルブにより 100 bar まで上げる
ことが可能です。

９．プレッシャースイッチ（2M.OL.32.000）のリングを回し、油圧を
150 bar まで上げる。

備考：油圧はプレッシャースイッチ自体に刻まれた目盛りによっ
て、また隣接の油圧計（2M.OL.33.000）によっても確認す
ることができます。
ブリケット圧縮の最大圧力は油圧計（2M.OL.33.000）によ
って 250 bar まで表示されます。
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■　短縮始動手順

プレッシャースイッチ（2M.OL.32.000）は水平ピストン圧
縮シリンダ（2M.MC.14.000）に接続されています。指定の
油圧を感知すると電磁弁（2M.OL.42.000）に信号が送られ、
バイスピストン（2M.MC.18.000）の開閉を指示します。

マックスバルブ

油圧計

プレッシャースイッチ

油圧計

図－８

この始動手順により“手動”でのブリケットの製造作業が
できます。ブリケットの原材料を自動に供給することによ
り製造作業を継続することができます。

１．ローディングタイムスイッチを“０”に合わせる。
２．“スタート”ボタンを押し、サイロのモーターを始動する。
３．“スタート”ボタンをもう一度押し、ブリケッターのモーターを始

動する。
４．“スタート”ボタンを再度押し、ブリケッターを始動する。
５．“ローディングタイム”スイッチを少しずつ回し、１回のピストン

の押出でブリケットが４㎝押出されるように調整する。

ブリケッターを停止される時は、制御盤に設けられている“ストップ”
ボタンを押す。

■　停止手順

2M.0L.41.000

2M.OL.32.000

2M.OL.35.000
2M.OL.33.000



F メンテナンス
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■　定期点検

１．５０時間毎に

２．５００時間毎に

内容・箇所

リミットスイッチの清掃
2M.FC.44.000
2M.FC.45.000
2M.FC.46.000
2M.FC.47.000

手順

a)　ブリケッターを停止する。
b)　プロテクターを外す。
c)　リミットスイッチのカバーを外す。
d)　エアーコンプレッサーによりリミッ

トスイッチ内外の埃を丁寧に吹き飛
ばす。

e)　上記の逆の手順で組み立てる。
f)　ブリケッターを再始動させる。

所要時間

１時間

内容・箇所

オイルタンクの油量
2M.TL.9.000

オイルの補充

手順

a)　オイルタンクの側面に取り付けられ
たインジケーター (2M.OL.20.000)
によりオイルの量を確認する。

―

a)　オイルキャップ (2M.OL.19.000) を
外す。

b)　不足しているオイルを補充する。

所要時間

１時間
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３．１５００時間毎に

内容・箇所

ウエアーコーンの点検
2M.MC.17.001

手順

a)　ブリケッターを停止する。
b)　バイスピストンに接続されている油圧

パイプを外す。
c)　リング (2M.MC.18.001) を外す。
d)　ピストンロッドを外す。
e)　口金 (2M.MC.18.003) を外す。
f)　フランジ (2M.MC.17.002) のボルト

(2M.MC.17.003) を外す。
g)　シリンダー (2M.MC.17.000) を抜取る。
h)　フランジも外す。
i)　適切な工具によりシリンダーの中身を

取り除く。
j)　ウエアーコーン (2M.MC.17.001) を抜取

る。
k)　ゲージによってウエアーコーンの内径

を測る。
※過度に磨耗している場合は純正部品
　と交換してください。

l)　上記の逆の手順で組み立てる。
m)　ブリケッターを再始動させる。

所要時間

３時間

ウエアーコーン (2M.MC.17.001) の標準内径：φ70.3 ㎜
許容磨耗：＋0.5 ㎜
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４．２５００時間毎に

内容・箇所 手順 所要時間

オイル交換
ギアポンプフィルター交換２ヶ

2M.OL.37.000
オイルフィルター交換

2M.OL.38.000
2M.OL.39.000
2M.OL.40.000

a)　ブリケッターを停止する。
b)　オイルキャップ (2M.OL.19.000) を

外す。
c)　オイルタンク (2M.TL.9.000) より吸

引ポンプを用いてオイルを抜取る。
※オイルを完全に抜取るには約１時
　間必要

d)　フィルター (2M.OL.36.000) の上部
のボルトを外す。
カートリッジを取出し、フィルター
内部を清掃する。

e)　油圧ユニットパネル (2M.TL.10.000)
の上にある全ての油圧パイプ、電気
配線の接続を取外す。

f)　モーター (2M.MT.2.000) を取外す。
g)　油圧ユニットパネル (2M.TL.10.000)

のボルトを外す。
h)　チェーンブロックなどを使い、油圧

ユニットパネル (2M.TL.10.000) を
オイルタンクから取外す。

i)　適切な工具により３つのオイルフィ
ルター
(2M.OL.38.000)(2M.OL.39.000)
(2M.OL.40.000)
を取外す。

j)　オイルタンク、及び内部にある各部
品を清掃する。(2M.TL.9.000)

k)　新しいオイルフィルターを取付ける。

l)　上記の逆の手順て組み立てる。
m)　新しいオイルを入れる。

オイルレベルインジケーターが最高
値になるまで入れる。

n)　ブリケッターを再始動する。

８時間

油圧オイルの種類

Roloil HIV 46
Agip Energol OS 46
Chevron Hydraulic oil 46
Esso Nuto H46
Shell Tellus 4
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図－９

図－１０

図－１１

電気配線の
抜外し

油圧パイプの
取外し

2M.OL.36.000

2M.OL.37.000

2M.0L.40.000
2M.OL.39.000

2M.OL.38.000
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5．２５００時間毎に

内容・箇所 手順 所要時間

４時間

すべての油圧パッキンの
油漏れの点検

油漏れのあるパッキンの交換

水平ピストン
2M.MC.14.000

a)　ブリケッターを停止する。
b)　油圧パイプ (2M.OL.27.000) を外す。
c)　水平ピストン (2M.MC.14.000) をスペ

ーサー (2M.MC.16.000) に固定してい
るボルト (2M.MC.16.004) を外す。

d)　適切な工具により水平ピストン
(2M.MC.14.000) をスペーサー
(2M.MC.16.000) から引抜く。

e)　継ぎ手からあふれ出るピストンシリ
ンダー (2M.MC.14.000) 内のオイルを
取除く。

f)　スペーサー (2M.MC.16.000) から水平
ピストン (2M.MC.14.000) を抜取る。

g)　水平ピストン (2M.MC.14.000) からフ
ロントフランジ (2M.MC.14.003) をピ
ストンロッドの滑る部分のパッキン
と共に引抜く。

h)　ピストンスリーブ (2M.MC.14.016) か
らパッキン (2M.MC.14.015) と共にプ
ランジャ (2M.MC.14.013) に取付けら
れたロッドを引抜く

i)　純正パッキンと交換する。
j)　上記の逆の手順で組み立てる。

プレ圧縮ピストン
2M.MC.15.000

a)　ブリケッターを停止する。
b)　油圧パイプ (2M.OL.31.000) を外す。

シャッターケース (2M.MC.13.000) の
上にあるプレ圧縮ピストン
(2M.MC.15.000) を固定するボルト
(2M.MC.15.008) を外す。

c)　適切な工具によりプレ圧縮ピストン
(2M.MC.15.000) とシャッター
(2M.MC.13.002) を引抜く。

d)　継ぎ手からあふれ出るピストンシリ
ンダー (2M.MC.15.000) 内のオイルを
取除く。

e)　フロントフランジ (2M.MC.15.003) か
らボトム (2M.MC.15.013) を外す。

f)　オーリング及びパッキンを交換する。
(2M.MC.15.004)(2M.MC.15.005)
(2M.MC.15.006)(2M.MC.15.007)
(2M.MC.15.009)(2M.MC.15.012)

g)　上記の逆の手順で組み立てる。

４時間
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バイスピストン
2M.MC.18.000

a)　ブリケッターを停止する。
b)　バイスピストン (2M.MC.18.000) にＴ

型分岐接続されているマックスバル
ブ (2M.OL.41.000) からの油圧パイプ
を外す。

c)　２つのリング (2M.MC.18.001) を外す。
d)　口金よりピストンを引抜く。
e)　スリーブ (2M.MC.18.006) のロッド

(2M.MC.18.008) よりピストンロッド
(2M.MC.18.002) を引抜く。

f)　パッキンを交換する。
(2M.MC.18.004)(2M.MC.18.005)
(2M.MC.18.007)(2M.MC.18.009)

g)　上記の逆の手順で組み立てる。
h)　ブリケッターを再始動させる。

４時間

※パッキン、オーリングは必ず純正のものをご使用ください。



G 異常と処置方法
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現象
ブリケッターがメインモーター (2M.MT.1.000) 又は、フィー
ディングスクリューモーター (2M.MT.4.000) が詰まり、うな
り音と共に停止。油圧計 (2M.OL.33.000) が最高圧を示すが
ブリケットの押出しができない。

原因
油圧計 (2M.OL.33.000) の圧力が高いことから、プレスヘッ
ド (2M.MC.13.000) に過度の負荷がかかっている。

対処方法（所要時間　約１時間）

a)　メインスイッチを切る。
ローディングタイムスイッチを“ゼロ”に戻し、サイロから
の原材料供給のフィーディングスクリュー (2M.MC.12.000)
の動きを最小にする。

b)　バイスへのマックスバルブ (2M.OL.41.000) をゆるめ、油圧

を“ゼロ”にする。(図－１２)

c)　バイスピストン (2M.MC.18.000) の上部にあるリング
(2M.MC.18.001) をゆるめる。

■　メインモーターとフィーディングスクリュー用モーターが詰まり、ブ
ブリケットの押出しができない。

平タガネを押出口 (シリンダー 2M.MC.17.000) のスリットに
差込み、スリットを広げる。(図－１３)

d)　制御盤のメインスイッチを入れる。アラームが点灯する場合
はメインスイッチを切り、制御盤のドアを開ける。配線図を
見ながら停止しているモーター (2M.MT.1.000 又は 
2M.MT.4.000) のブレーカーが落ちていないか点検する。

e)　制御盤のドアを閉め、メインスイッチを入れ、ブリケッター
を再始動する。

※油圧が低い為、しばらくの間、不成型なブリケットが出ます。

f)　始動手順の７～９(10 ページ )を再度行い、ブリケッターを
調整する。

1-1.

1-2.

1-3.
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図－１２ 図－１３

ゆるめる
2M.OL.41.000

平たがね
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現象
サイロ用モーター (2M.MT.3.000) が詰まり停止、ブリケッタ
ーが動かない。

原因
サイロ (2M.MS.11.000) に取り付けられたレベルメーターが
動かなくなるほど、材料がサイロに入っている。又は異物が

対処方法（所要時間　約３時間）

a)　メインスイッチを切る。
サイロ (2M.MS.11.000) より原材料を取り出す。

b)　サイロの作動状態を調べる。

c)　レベルメーター (2M.MS.11.004) の作動状態を調べる。作動
不良の場合は純正部品に取替える。

■　サイロ用モーターが停止する。

d)　異物によってスクレイパー (2M.MS.11.005) が動かない場合
は異物を取除く。

e)　ブリケッターを再始動する。

2-1.

2-2.

2-3.

スクレイパー (2M.MS.11.005) に詰まり動かない。

図－１４

2M.MS.11.000

2M.MT.3.000

2M.MS.11.005

2M.MS.11.004



21

現象
フィーディングスクリュー (2M.MC.12.000) が停止し、プレ
スヘッド (2M.MC.13.000) へ材料が供給されない。

原因
フィーディングスクリュー (2M.MC.12.000) 内に異物が入り、
詰まっている。

対処方法（所要時間　約２時間）

a)　メインスイッチを切り、ブリケッターを停止する。

b)　フィーディングスクリューケース (2M.MS.11.009) からボル

c)　ブリケッター本体とサイロをフォークリフトにより離す。

■　フィーディングスクリュー (2M.MC.12.000) の停止。

d)　ボルト、又はリング (2M.MC.12.001) を外す。

e)　フィーディングスクリュー (2M.MC.12.000) をケース

3-1.

3-2.

3-3.

ト (2M.MS.11.010) を外す。

(2M.MS.11.009) から抜取り、詰まっている異物を取除く。

f)　ケース (2M.MS.11.009) の中を清掃する。

g)　上記手順の逆に組み立てる。

h)　ブリケッターを再始動する。



H 故障と部品交換
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現象
シリンダー (2M.MC.17.000) の上部、又は下部がフランジ
(2M.MC.17.002) から飛び出す。

原因
シリンダー (2M.MC.17.000) がフランジ (2M.MC.17.002) との
接続部分で破損している。

対処方法（所要時間　約２時間）

a)　メインスイッチを切り、ブリケッターを停止する。

b)　バイスピストン (2M.MC.18.000) に接続される油圧パイプを

c)　２つのリング (2M.MC.18.001) を外す。

■　シリンダーの破損と交換 (2M.MC.17.000)

－機械的故障－

d)　２つのピストンロッド (2M.MC.18.003) を引抜く。

e)　バイスの口金 (2M.MC.18.003) を外す。

f)　フランジ (2M.MC.17.002) を固定しているボルト
(2M.MC.17.003) を外す。

1-1.

1-2.

1-3.

g)　シャッターケース (2M.MC.13.000) からシリンダーを外す。
フランジ (2M.MC.17.002) を抜取る。

h)　シリンダー (2M.MC.17.000) の先にあるウエアーコーン
(2M.MC.17.001) を抜取る。

i)　純正シリンダーと交換する。上記手順の逆に組み立てる。

j)　ブリケッターを再始動する。

外す。
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現象
シャッターケース (2M.MC.13.000) にフィーディングスクリュ
ー (2M.MC.12.000) から原材料が供給されない。

原因
フィーディングスクリューの破損。

対処方法（所要時間　約２.５時間）

a)　メインスイッチを切り、ブリケッターを停止する。

b)　フィーディングスクリューケース (2M.MS.11.009) のフラン

c)　ブリケッター本体とサイロをフォークリフトにより離す。

■　フィーディングスクリューの破損と交換 (2M.MC.12.000)

d)　フィーディングスクリュー (2M.MC.12.000) を固定するリン
グ (2M.MS.12.001) を外す。又はボルトを外す。

e)　ケース (2M.MS.11.009) からフィーディングスクリュー

2-1.

2-2.

2-3.

ジのボルト (2M.MS.11.010) を外す。

(2M.MS.12.000) を引抜く。

f)　ケース (2M.MS.11.009) の内部を清掃する。

g)　純正のフィーディングスクリューと交換する。上記手順の逆
に組み立てる。

h)　ブリケッターを再始動する。
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現象
プレッシャースイッチ (2M.OL.32.000) を調整した後も、バイ
スピストン (2M.MC.18.000) の開きが不足する。

原因
プレッシャースイッチ (2M.OL.32.000) の中にあるマイクロス
イッチの故障

対処方法（所要時間　約３０時間）

a)　ブリケッターを停止する。

b)　プレッシャースイッチ (2M.OL.32.000) に接続される油圧パイ

c)　電気のコネクターを外す。

■　プレッシャースイッチの故障と交換　(2M.OL.32.000)

－油圧系の故障－

d)　ボルトをゆるめてプレッシャースイッチをブリケッター本体

e)　純正のプレッシャースイッチと交換する。

f)　上記手順の逆に組み立てる。

3-1.

3-2.

3-3.

g)　ブリケッターを再始動する。

h)　交換したプレッシャースイッチを調整する。

プを外す。

から外す。

電気コネクター
回しながら

油圧変更する

油圧パイプ

プレッシャースイッチ

2M.OL.32.000

図－１５
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現象
水平ピストン (2M.MC.14.000) が詰まり油圧計 (2M.OL.33.000)
の圧力が“ゼロ”又は最高値となる。

原因
電磁弁 (2M.OL.26.000) の内部の破損。

対処方法（所要時間　約１時間）

a)　ブリケッターを停止する。

b)　電磁弁 (2M.OL.26.000) の電気コネクターを外す。

f)　ブリケッターを再始動する。

■　電磁弁の故障と交換　（2M.OL.26.000)

c)　電磁弁をブリケッタ本体からボルトをゆるめ外す。

d)　純正の電磁弁と交換する。

e)　上記手順の逆に組み立てる。

4-1.

4-2.

4-3.

コネクター

電磁弁

ボルト

※他の電磁弁 (2M.OL.30.000)(2M.OL.42.000) の交換方法はこの電磁弁
(2M.OL.26.000) の交換方法に準ず。

2M.OL.26.000
2M.OL.30.000

図－１６
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現象
水平ピストン (2M.MC.14.000) が詰まり油圧計 (2M.OL.33.000)
の圧力が“ゼロ”又は最高値となる。

原因
オイルケースの両サイドのキャップ中にあるバネの損傷。

対処方法（所要時間　約１時間）

a)　ブリケッターを停止する。

b)　電磁弁 (2M.OL.26.000)(2M.OL.30.000) の電気コネクターを

f)　上記手順の逆に組み立てる。

■　オイルケースの故障と交換　(2M.OL.25.000) (2M.OL.29.000)

c)　オイルケースの上にある電磁弁を固定しているボルトを外す。

d)　オイルケースの両サイドのキャップのボルトを外す。

e)　純正オイルケースと交換する。

5-1.

5-2.

5-3.

ホイルケース

g)　ブリケッターを再始動する。

図－１７

外す。

2M.OL.25.000
2M.OL.29.000



I パーツリスト
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CODE Description

2M.MT.1.000
2M.MT.2.000
2M.MT.3.000
2M.MT.4.000
2M.MT.5.000
2M.RD.6.000
2M.RD.7.000
2M.TL.8.000
2M.TL.9.000
2M.TL.10.000
2M.MS.11.000

2M.MS.11.001
2M.MS.11.002
2M.MS.11.003

2M.MS.11.004
2M.MS.11.005
2M.MS.11.006

2M.MS.11.007
2M.MS.11.008

2M.MS.11.009

2M.MS.11.010

2M.MS.11.011

2M.MC.12.000
2M.MC.12.001

2M.MC.13.000
2M.MC.13.001
2M.MC.13.002
2M.MC.13.003
2M.MC.13.004

2M.MC.14.000
2M.MC.14.001
2M.MC.14.002
2M.MC.14.003
2M.MC.14.004
2M.MC.14.005

Motor: kW 11 160M B3/B5 240/415 Volt - 50 Hz - 4 poles
Motor: kW 1,5 90L SB5 240/415 volt 50 HZ, 4 poles
Motor: kW 1,5 90L SB5 240/415 volt 50 HZ, 4 poles
Motor: kW 1,5 90L SB5 240/415 volt 50 HZ, 4 poles
Oil-air heat exchanger motor (AP 300/2 kW 0.115)
Gear motor Brevini mod. EM 1010 gu/1°6,3
Gear reduction unit STM RMI 85 FL R1/15
Machine frame
Oil tank
Hydraulic unit panel
Bin for collecting the product, content 1.6 ㎥

Base of the loading bin
Content component
Screws which fasten the component (2M.MS.11.002) with the
base (2M.MS.11.001)
Helical level meter
Scraper
Screw which fastens the scraper (2M.MS.11.005) with the gear
motor (2M.RD.6.000)
Scraper blades
Screws which fasten the scraper blades (2M.MS.11.007) with
the scraper (2M.MS.11.005)
Feeding screw hopper with flange for connection with the
head (2M.MC.13.000)
Screws which fasten the feeding screw hopper with the
flange (2M.MS.11.009) with the head (2M.MC.13.000)
Screws which fasten the feeding screw hopper
(2M.MS.11.009) with the base (2M.MS.11.001)

Feeding screw Ø 120×650
Ring which locks the feeding screw (2M.MC.12.000) to the
gear reduction unit (2M.RD.7.000)

Head and compression chamber
Wear ring IR Ø 70,3×Ø 80×25
Precompression slide
Limit switch trigger screw (): TCEI M 8 X 100 12.9 UNI 5931
Dust protection felt

Oil-hydraulic compression piston
Seal: WRM 275322
Seal: IDWR 70
Front flange of the compression piston
Seal: O-Ring 249+anti-extruder
Seal: SM 354275-1AX



28

2M.MC.15.000

2M.MC.14.006 Metal ring

Oil-hydraulic pre-compression piston

2M.MC.14.007
2M.MC.14.008
2M.MC.14.009
2M.MC.14.010
2M.MC.14.011

2M.MC.14.012

2M.MC.14.013
2M.MC.14.014
2M.MC.14.015
2M.MC.14.016
2M.MC.14.017
2M.MC.14.018
2M.MC.14.019

2M.MC.15.001
2M.MC.15.002
2M.MC.15.003
2M.MC.15.004
2M.MC.15.005
2M.MC.15.006
2M.MC.15.007
2M.MC.15.008
2M.MC.15.009
2M.MC.15.010
2M.MC.15.011
2M.MC.15.012
2M.MC.15.013
2M.MC.15.014

2M.MC.16.000

2M.MC.16.001
2M.MC.16.002
2M.MC.16.003
2M.MC.16.004
2M.MC.16.005

2M.MC.17.000
2M.MC.17.001
2M.MC.17.002
2M.MC.17.003
2M.MC.17.004

2M.MC.18.000
2M.MC.18.001
2M.MC.18.002
2M.MC.18.003
2M.MC.18.004
2M.MC.18.005
2M.MC.18.006

Stop ring
Rod of the compression piston
Cone
Cone fastening screw: TCEI M 18×30 12.9 UNI 5931
Limit switch trigger screw (FC.47.000- FC.48.000- FC.49.000)
TCEI M 12×200 UNI 5931
Grub screw fastening the compression rod
M 12×20 UNI 5925
Plunger of the compression piston
Seal: O-Ring 232
Seal: DBM 511413
Sleeve of the compression piston
Bottom of the compression piston
Seal: O-Ring 2-351+anti-extruder
Screws TCEI M 18×60 12.9 UNI 5931

Spacers
Rod of the piston
Front flange of the compression piston
Seal: WRM 196228
Seal: IDWR 50
Seal: B255196
Seal: O-Ring 235+anti-extruder
Fastening screw: TCEI M 16×17 12.9 UNI 5931
Seal: DBM 314236
Rod of the precompression piston
Sleeve of the compression piston
Seal: O-Ring 233+anti-extruder
Bottom of the compression piston
Screws TCEI M 8×30 12.9 UNI 5931

Spacer connecting the piston (2M.MC.14.000) with the head
(2M.MC.13.000)

Seal: Vulkolan 95SH 709020
Seal: WRM 275322
Seal: IDWR 70
Screws TCEI M 18×140 12.9 UNI 5931
Screws TCEI M 18×75 12.9 UNI 5931

Extruder
Wear cone
Flange fastening the extruder to the head (2M.MC.13.000)
Screws TCEI M 20×90 12.9 UNI 5931
Tongue

Piston vise closing the extruder (2M.MC.17.000)
Rings closing the pistons of the vise
Rods of vise pistons
Jaws of the vise
Seals WRM 275307
Seals IDWR 70
Sleeves of the piston of the vise
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2M.OL.19.000

2M.MC.18.007 Seals 314275

Oil reservoir cap

2M.MC.18.008
2M.MC.18.009

Rods of the vise pistons
Seals DBM 708610

2M.OL.20.000
2M.OL.21.000
2M.OL.22.000
2M.OL.23.000
2M.OL.24.000
2M.OL.25.000

WeH 16
2M.OL.26.000
2M.OL.27.000

2M.OL.28.000
2M.OL.29.000

2M.OL.30.000
2M.OL.31.000

2M.OL.32.000

2M.OL.33.000
2M.OL.34.000
2M.OL.35.000

2M.OL.36.000
2M.OL.37.000
2M.OL.38.000
2M.OL.39.000
2M.OL.40.000
2M.OL.41.000
2M.OL.42.000

2M.OL.43.000

2M.OL.44.000

2M.OL.45.000

2M.OL.46.000

2M.OL.47.000

Reservoir oil level indicator (2M.TL.9.000)
Pump suction closing valve (2M.OL.27.000)
Variable flow piston pump,Rexroth. A7 VO 55 LR
Max. valve, 350 bar
Distribution plate, slot 16
Slide valve supplying oil to the piston (2M.MC.14.000) Rexroth 4

Pilot solenoid valve 24 V/D.C. Rexroth WE 6J-52
Tubes connecting the slide valve (2M.OL.17.000) with the piston
(2M.MC.14.000)
Distribution plate, slot 16
Slide valve supplying oil to the piston (2M.MC.15.000) Rexroth 4
WeH 16
Pilot solenoid valve 24 V/D.C. Rexroth WE 6J-52
Tubes connecting the silde valve (2M.OL.29.000) with the piston
(2M.MC.15.000)
Pressure switch for adjusting opening of the vise (2M.MC.18.000)
Telemecanique XMJ A 3007
Manometer of the piston (2M.MC.14.000) oil pressure
Manometer of the piston (2M.MC.15.000) oil pressure
Manometer of the pressure of the oil of the pistons of the vise
(2M.MC.18.000)
Unit return oil filter, mod. FRY 230 with 10 micron cartridge
Couple of gear pumps: 1SP1,2ND + 2CR18D
Suction filter: FAM 15/90
Suction filter: FAM 75/90
Suction filter: FAM 250/90
Max. valve with slide valve, slot 6
Solenoid valve for distribution of oil to the pistons of the vise
(2M.MC.18.000) (Rexroth 4 WE 6 HB))
Hose connecting the plate (2M.OL.42.000) to the pistons of the vise
(2M.MC.18.000)
Matsushita limit switch of the lower position of the precompression
piston (2M.MC.15.000)
Matsushita limit switch of the upper position of the precompression
piston (2M.MC.15.000)
Matsushita limit switch of position of the precompression piston
(2M.MC.14.000) full backward
Matsushita limit switch of position of the precompression piston
(2M.MC.14.000) full forward



J 各部の名称

30

減速ギヤ

サイロスペース

レベルメーター

■　サイロ

モーター 1.5kW

スクレイパー

ブレイド

モーター 1.5kW

ギヤ

リング

フィーディングスクリュー

ボルト

フィーディングスクリューケース
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ホース

プレ圧縮ピストン

油圧パイプ

■　ブリケッター本体

モーター 1.5kW

シャッターケース

シリンダー

バイスピストン

電磁弁

マックスバルブ

リミットスイッチ

リミットスイッチ

オイルフィルター戻側

水平ピストンリミットスイッチ

水平ピストンリミットスイッチ

オイルキャップ

オイルレベルインジケーター

油圧パイプ

メインモーター 11kW

水平ピストン

油圧計

電磁弁

油圧計

供給プレート

オイルケース

プレッシャースイッチ

モーター 1.5kW

オイルキャップ

油圧ユニットパネル

油圧計

プレート

オイルケース

電磁弁
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フローピストンポンプ

オイルフィルター

■　油圧ユニット

ギヤポンプ

オイルタンク

オイルフィルター

オイルフィルター

2M.OL.39.000

2M.OL.40.000

2M.OL.21.000

2M.OL.38.000

2M.TL.9.000

2M.OL.37.000
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パッキン

オーリング

■　プレスヘッド

ボルト 8×30

ボトム

ロッド

ボルト 16×70

オーリング

パッキン

パッキン

パッキン

ピストンロッド

シャッター

リミットスイッチボルト
8×100

スペーサー

ダストプロテクション
フェルト

コーン

ボルト 18×30

フロントフランジ

パッキン

ボルト
18×75

ボルト
18×140

フロントフランジ

ピストンスリーブ

フランジャー

オーリング

ボトム

ボルト 18×60

リミットスイッチボルト
12×260

ピストンロッド

シャッターケース

ウエアーリング

パッキン

パッキン

パッキン

パッキン

パッキン

パッキン

メタルリング

ストップリング

オーリング

パッキン

オーリング
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ピストンロッド

リング

■　バイスピストン

ウエアーコーン

シリンダー

フランジ

ボルト 20×90

口金

パッキン

パッキン

スリーブ

パッキン

ロッド

パッキン
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ピストンオイルケース

メインピストン

■　油圧系統図

プレ圧縮ピストン

供給プレート

オイルケース

油圧計

油圧計

プレッシャースイッチ

バルブ

ピストンポンプ

オイルキャップ

オイルレベルインジケーター

オイルタンク

電磁弁

バルブ

オイルフィルター

電磁弁

オイルフィルター戻側

オイルフィルター

オイルフィルター

バイスピストン

マックスバルブ

電磁弁

油圧計

ギヤポンプ


