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Wyssen社は皆様の厚い信頼と革新的な技術で
1926年からの歴史を刻んでいます。山岳地にお
ける林業や輸送業に関係している世界中のお客
様に、経済的で高品質な製品をお届けしていま
す。
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3713 Reichenbach
Switzerland
phone +41 33 676 76 76 
info@wyssen.com
www.wyssen.com
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当社の強みは、高い資質とやる気のあるスタッフです。
従業員の多くが会社の近くに住み、長年一緒に働いてい
ます。当社のお客様は国内外の品質にこだわる企業であ
り、当社の柔軟性、絶え間ない革新性、架線や機械製造
における広範囲なノウハウが重要事項となっています。

当社は数十年にわたって機械の製造およびスペアパーツ
の提供を続けてきたという実績があり、そのおかげで、
今後も幅広く継続的に拡大する顧客層に対応することが
できます。

林業は、当社のビジネスの主要な部分です。また、山岳
鉄道、ガスライン、圧力パイプ、橋梁などの物資運搬に
も対応し、当社は架線に特化した企業としてますます発
展しています。

山岳鉄道会社からは、所有の索道やスキーリフト、ウィ
ンチのメンテナンスや組立て作業のために、架線の付属
品やウィンチを注文していただいています。
山小屋の所有者には、費用対効果の高い遠隔の建物への
アクセス方法を提示しています。
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当社について
Wyssen架線システムは、1926年以来、架線用（物資運搬用空中ケー
ブル）の高品質部材を製造してきました。1939年に集材機（ケーブ
ルクレーン）が発明され、山岳林の経営は新たな時代を迎えまし
た。

Wyssen製品は世界60カ国以上で販売されています。現在、Wyssen社
は集材機および架線用部材の市場において先導的役割を果たしてい
ます。当社は、最新の搬器とウィンチモデルによって、集材機開発
における新たな基準を次々に提供しています。
最高品質、機能性、信頼性、作業安全性、操作性は当社の「スイス
製（Made in Switzerland）」製品のあかしです。

Wyssen架線システムの起源は1926年にさかのぼります。兄のJakob 
Wyssenは弟とともに移動式製材所を購入し、伐採したその場で製材
品を生産していました。
後に、Reichenbachに常置の製材所を構え、現在はTropicレストラン
となっています。
彼は、当時の集材方法を損傷や汚れを避けながらどうしたら最適化
できるかを考えました。
そこで、集材機を思いつき、自分の事業のために開発しました。こ
の独創的な新開発の利点に他の人もまもなく興味を持つようにな
り、このシステムの販売に関する照会を受けるようになりました。
彼は木材加工から架線システムの製造に生産を移し、何年もの間、
革新的な開発が続けられました。
このようなはじまりから今日まで、Wyssen集材機システムは、60カ
国以上、すべての大陸で使用されています。 
Wyssen架線システムという名前は、技術革新、品質、お客様サービ
ス、幅広い製品と優れたコスト効率の証です。 Wyssenは80年以上に
わたり世界中で製品を販売しています。
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伐採木

（1）全木の輸送

（2）短幹の輸送

Wyssen集材機
環境にやさしく高い生産性での山岳林経営のために

搬器は停止後、自動もし
くは無線信号によって、
スカイラインに固定する
ことができます。方法は
モデルによって異なりま
す。
メインラインが橇型の台
に乗ったウィンチによっ
て緩められると、荷かけ
フックが搬器から下りて
きます。 それを荷まで引
っ張って、スリングで荷
掛けます。
荷が持ち上げられ、荷か
けフックが搬器に固定さ
れると、搬器はスカイラ
インから開放され、走行
可能となり、荷は谷方向
または山の上方に向かっ
て運ばれます。

 
Wyssen集
材機は、山岳林に
おいて環境に配慮した方
法で、収益性の高い間伐を実現
します。
森林斜面に、幅約100 m、最大長さ約3000 
mの細長い伐採面（更新面）を設定することが
可能です。
集材機は、メインラインとスカイラインを必要
とします。木材をスカイラインまで吊上げて、
谷を越え、斜面を上がり、道路に向けて下ろし
ながら、伐採面全域から集材機のところまで持
ってくることができます。

メインラインをしっかりと横に引っ張ると荷が持ち上が
ります。切株などの障害物を避けながら輸送すること

ができます。荷を両方向から引っ張ることができ
ます。

このようにWyssen集材機は森林と林床への
損傷を最小限にすることができます。

スカイラインとウィンチは常に木々にしっかりと固定され
ます。橇型の台に乗ったウィンチはヘリコプターや自らの
巻き込みによって、集材ラインの最も高い位置に設置しま
す。ウィンチは建設用の道具として、また集材機の動力と
して活躍します。ケーブルドラムに巻かれたメインライン
は搬器を空荷の時や上げ荷の時に巻き上げます。下げ荷の
時はエアブレーキを使用して減速します。ケーブルドラム
内に装着された非常に広い制動面を持つダブルブロックブ
レーキは、第二の安全装置として、抑速ブレーキの役割を
果たします。

架線集材の動画はこちらでご覧いただけます：
www.youtube.com/wyssenseilbahnen

Pictures tell stories
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Wyssenウィンチは80年以上にわたり使用さ
れ、テストされてきており、機動性、優れた
品質、高性能、高い安全性、長寿命という特
長があります。
軽量設計のおかげで、W-10ウィンチは、林業
および建設業界の多くの用途に使用できま
す。基本的に小型架線の駆動エンジンとして
使用されるだけでなく、スカイラインの張り
上げ装置や傾斜リフト用の駆動装置としても
使用されています。

W-10ウィンチは、物資運搬用索道の駆動ホイールや集材機のよう
に、溝付きプーリーやキャプスタンリングを用いることができま
す。
橇型の台はすべての地形に対して移動性を提供し、山岳用ウィンチ
としても理想的です。 正面のフェアリードは地表に対して操舵機構
の役割を果たし、後部のスタビライザーはウィンチが後方に滑るの
を防ぎます。ドラム直径が大きいため、メインラインの寿命が非常
に長くなります。

W-10 ウィンチ
架設用または小型索道用のウィンチ

Main dimensions W-10 Cable winch
 Standard model Wide model

Length 1’700 mm 1’700 mm

Width 750 mm 1’100 mm

Height (petrol/electric) 820/700 mm 820/700 mm

Drum-ø 220 mm 220 mm

Drum width 500 mm 850 mm

Total weight 345 kg 430 kg

Cable drum capacity
  Standard model Wide model

Cable ø 5.0 mm 1’130 m 1’920 m

Cable ø 6.0 mm 730 m 1’250 m

Cable ø 7.0 mm 580 m 980 m

Cable ø 8.0 mm 400 m 680 m

Cable ø 9.0 mm 310 m 530 m

Cable ø 10.0 mm 280 m 480 m

W-10 tractive forces and speeds 
Drum empty medium full

Type hydr. motor max. max. max.

80 ccm fast 1.26 m/s 1.60 m/s 1.94 m/s

 900 kg 700 kg 580 kg

100 ccm medium 1.01 m/s 1.28 m/s 1.56 m/s

 1’100 kg 886 kg 727 kg

160 ccm strong 0.63 m/s 0.80 m/s 0.97 m/s

 1’800 kg 1’417 kg 1’169 kg

Technical data

1本のコントロールレバーでドラムの速度、牽引力、回転方向
を調整することができます。 こうして荷を引っ張り、吊上げ
て、山腹の上方や下方に運ぶことができます。山の上からの
下げ荷は通常エアブレーキ（オプションで利用可能）で行わ
れます。 摩耗のないこの高性能ブレーキにより、重い荷でも
高速で降下させることができます。

W-10ウィンチはすべてのWyssenウィンチと同様にユニット式
なので、お客様の要望にあわせることができます。 Wyssenス
プールドライブまたは他の油圧装置は、W-10ウィンチに接続
することもできます。

W-10集材機

W-10ウィンチは、集材機バージョンでも使用で
きます。トラクションドライブ（流体摩擦方
式）とホイストドラム（巻上げドラム）を取り
付けます。

Main dimensions 

W-10 Cable crane winch
Length 1’700 mm

Width 750 mm

Height (petrol/electric) 820/700 mm

Drum ø 220 mm

Drum width 409 mm

Total weight 400 kg

Cable drum capacity
Cable ø 5.0 mm 925 m

Cable ø 6.0 mm 600 m

Cable ø 7.0 mm 475 m

Cable ø 8.0 mm 325 m

Cable ø 9.0 mm 255 m

Cable ø 10.0 mm 230 m

Tractive forces and speeds of traction 

drive
Type hydraulic motor max.

80 ccm fast 2.06 m/s

 607 kg

100 ccm medium 1.63 m/s

 761 kg

160 ccm strong 1.02 m/s

 1’224 kg

電動機の速度はガソリンエンジンよりも約20％
低くなります。

ウィンチの牽引力と速度
標準のW-10と同じです。

Models

エンジン
• ガソリン13kW / 18馬力　電気および手動始動

• ガソリン27kW/35馬力電気始動

• 電動モーター11kW

動力伝達
• 油圧モーター80 ccm

• 油圧モーター100 ccm 

• 油圧モーター160 ccm 

2段油圧モーター（ワイドバージョンのみ） 

ブレーキシステム 
抑速ブレーキ：
• 油圧モーターに組み込まれたデッドマン装置

• ドラムに直接作用するデッドマン装置 
 
オプションの駆動ブレーキ：

• エアブレーキ

• 遠心ブレーキ

7

The speeds of the electric motor are approx. 20% 
lower than those of the petrol motor.
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W-10クローラウィンチは、軽量設計であるた
め、林業および建設業界の多くの用途に使用
できます。
クローラウィンチは、建設用や、様々な用途
における巻上げ装置として非常に適していま
す。
ハイドロスタティック駆動ユニットにより、
クローラウィンチを非常に簡易かつ安全に操
作できます。このウィンチのもう一つの特長

は、油圧式キャタピラー駆動による不整地でのスピードと俊敏性で
す。 クローラウィンチの簡単で軽い構造は、迅速かつ簡易にキャタ
ピラーダンプに変身でき、様々な資材を輸送できます。
Wyssenスプールドライブや他の油圧装置は、W-10クローラウィンチ
に接続することもできます。

W-10 RK900 クローラウィンチ
建設工事に最適なウィンチ

Main dimensions W-10 cable winch RK900
Length  1’975 mm

Width  975 mm

Drum ø  220 mm

Drum width 500 mm

Total weight with winch  876 kg

Technical data

ユニット方式ですので、クローラウィンチをお客様個々のご
要望に合わせて作ることができます。

キャタピラーダンプ

W-10 / RK900クローラウィンチは、約10分でウ
ィンチからダンプに変身できます。

Dimensions of the caterpillar tipper 

Load capacity:   900 kg

Tipper contents:  450 liter

Tipper contents: 980 mm                                                                                                                                               

Total length:   1’975 mm

Total height:  1’170 mm

Total weight with tipper-box: 835 kg

Technical data

Turning circle:  turning on the spot

Drive: Continuous fully hydrostatic

Driving speed 

Forward/reverse: 0 - 5.2 km/h

Breaking system: fully automatic 
electro-hydraulic 

Hydraulic tank capacity: 8 l

Cooling system:  Air-cooled 

Battery: 12V, 30A

Motor

Brand: Briggs + Stratton Vanguard

Fuel: Petrol

Cylinders: 2

Power: 13 kW / 18 HP

Start: electrical
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Models

エンジン
• ガソリン13 kW / 18 馬力、電気および手動始動

動力伝達
• 油圧モーター80 ccm

• 油圧モーター100 ccm

• 油圧モーター160 ccm

ブレーキシステム
抑速ブレーキ：
• 油圧モーターに組み込まれたデッドマン装置

• ドラムに直接作用するデッドマン装置 
 
オプションの駆動ブレーキ：

• エアブレーキ

• 遠心ブレーキ

Cable drum capacity 
Cable ø 5.0 mm 1’130 m

Cable ø 6.0 mm 730 m

Cable ø 7.0 mm 580 m

Cable ø 8.0 mm 400 m

Cable ø 9.0 mm 310 m

Cable ø 10.0 mm 280 m

Tractive forces and speeds with 
Briggs & Stratton Vanguard 2 cyl. 18 HP
Drum empty medium full

Type hydr. motor max. max. max.

80 ccm fast 1.26 m/s 1.60 m/s 1.94 m/s

 900 kg 700 kg 580 kg

100 ccm medium 1.01 m/s 1.28 m/s 1.56 m/s

 1’100 kg 886 kg 727 kg

160 ccm strong 0.63 m/s 0.80 m/s 0.97 m/s

 1’800 kg 1’417 kg 1’169 kg

9
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Wyssenウィンチは、高品質のアルミ鋳造による軽量
構造のおかげで、林業や建設業界の多くの用途に使
用することができます。
Wyssenウィンチは、集材機システムの駆動ユニット
や、重いスカイラインの牽引装置、インクラインの
駆動ユニット、物資運搬用索道の駆動ホイールとし
て使用することができます。溝付きプーリーやキャ
プスタンリングを装着すると、物資運搬用索道の駆
動ホイールとして使用できます。
ウィンチのタイプに応じて橇部の幅を変えること

で、あらゆる地形に対して移動性を高めます。このため、山岳用ウ
ィンチとしても非常に適しています。前部のフェアリードはどのよ
うな地形でも連続的に方向を調整でき、後部のスタビライザーは、
ウィンチが後方に滑るのを防ぎます。大きなドラム直径は、メイン
ラインの長寿命を保証します。1本の操作レバーで、ドラムの速度、
牽引力、回転方向を自由自在に調整することができます。

W-30 /W-40ウィンチ
実績のある林業と建設業の力の源

W-30/74 tractive forces and speeds
 Drum empty  Drum half-full  Drum full 
Gearbox model A  9.42 m/s 11.30 m/s 13.19 m/s

 2’980 kg 2’555 kg 2’129 kg

Gearbox model B 8.29 m/s 9.95 m/s 11.61 m/s

 3’500 kg 3’000 kg 2’500 kg

Gearbox model C 7.86 m/s 9.43 m/s 11.01 m/s

 3’690 kg 3’163 kg 2’636 kg

Gearbox model D 6.92 m/s 8.30 m/s 9.69 m/s

 4’192 kg 3’593 kg 2’994 kg

Technical data

これにより、荷物を引っ張り、吊上げて、上げ荷し、荷降ろし
ができます。下げ荷は通常、エアブレーキで行われます。
この高性能ブレーキは、摩耗することなく、重い荷物を速いス
ピードで降下させることができます。
Wyssenウィンチはユニット方式であるため、お客様個々のご要
望にあったものを作ることができます。
すべてのスペアパーツの在庫があります。

Gearbox model E * 6.09 m/s 7.30 m/s 8.53 m/s

 4’762 kg 4’082 kg 3’402 kg

Gearbox model F 5.78 m/s 6.93 m/s 8.09 m/s

 5’023 kg 4’305 kg 3’588 kg

Gearbox model G 5.08 m/s 6.10 m/s 7.12 m/s

 5’522 kg 4’733 kg 3’944 K
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* Standard model

Main dimensions  cable winch
 W-30/74 W-40/74

Length 2’900 mm 2’900 mm

Width 1’175 mm 1’175 mm

Height 1’220 mm 1’220 mm

Drum ø  476 mm 480 mm

Drum width  832 mm 832 mm

Total weight  1’572 kg 1’680 kg

Cable drum capacity
  W-30/74 W-40/74

Cable-ø 9.0 mm  1’960 m  3’250 m

Cable-ø 9.5 mm  1’880 m  2’740 m

Cable-ø 10.0 mm  1’630 m  2’580 m

Cable-ø 10.5 mm  1’390 m  2’300 m

Cable-ø 11.0 mm  1’340 m  2’030 m

Cable-ø 12.0 mm  1’110 m  1’850 m

Cable-ø 13.0 mm  890 m  1’480 m

Cable-ø 14.0 mm  840 m  1’250 m

Cable-ø 15.0 mm  675 m  1’080 m

Cable-ø 16.0 mm  604 m  1’000 m

W-40/74 tractive forces and speeds
 Drum empty  Drum half-full  Drum full 
Gearbox model A  8.19 m/s 10.64 m/s 13.10 m/s

 3’544 kg  2’880 kg 2’215 kg

Gearbox model B 7.20 m/s 9.36m/s 11.53 m/s

 4’025 kg 3’270 kg 2’515 kg

Gearbox model C 6.83 m/s 8.88 m/s 10.93 m/s

 4’245 kg 3’449 kg 2’653 kg

Gearbox model D 6.02 m/s 7.82 m/s 9.62 m/s

 4’823 kg 3’918 kg 3’014 kg

Gearbox model E * 5.30m/s 6.84 m/s 8.47 m/s

 5’478 kg 4’450 kg 3’423 kg

Gearbox model F 5.02 m/s 6.53 m/s 8.03 m/s

 5’780 kg 4’696 kg 3’612 kg

Gearbox model G 4.42 m/s 5.75 m/s 7.07 m/s

 6’565 kg 5’334 kg 4’103 kg

* Standard model

W-40 Cable winch models

エンジン
• 4気筒Deutzターボディーゼル55 kW / 75 馬力 

• 電気モーター

動力伝達
• 連続可変式ハイドロスタティック駆動

• 機械式6段ギアボックス

• 流体ターボカップリング（機械式6段ギアボック 
 ス付）

ブレーキシステム
抑速ブレーキ： 
• 0.7 m2制動面のドラムに直接取り付けられたシ
ューブレーキ 

オプションの駆動ブレーキ：
• エアブレーキ

• 渦電流ブレーキ

• デッドマン装置（油圧スプリング式）

オプションと付属品

• 幅広の橇部

• 電子距離表示計

• 泥はねプロテクター

• 保護カバー

• 手荷物棚

• サスペンション装置

• ユニマット駆動（プライマリローラー付きの 
 回転ドライブとスウィベルの組み合わせ）

• Becorit裏地を貼った駆動ホイールまたはタ 
 イミングベルト

• エアブレーキ用フリーホイール

• ガイドローラ

• 過巻防止装置

• 索弛緩安全装置

• リモコン

• 自動誘導システム無線制御

• オペレータキャビン 

• 輸送用牽引車

• オイル冷却ギアボックスとフィルター

• など
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高性能Wyssen W-40ウィンチは電動で、軽量で
あることが特長です。高速で長距離にわたる
重い荷の上げ荷と下げ荷運搬に非常に適して
います。W-40/102馬力ウィンチは1690kgの重
量と、その軽さが特に目立っています。

これらのウィンチはシャーシ部とエンジン部
に簡単に分離でき、小さなヘリコプターでも
運搬できます。

シャーシは従来のW-40ウィンチと同じです。W-40/102馬力ウィンチ
はフォルクスワーゲン社製ターボディーゼルエンジンを使用し、W-
40/175馬力ウィンチはより強力なDeutz４気筒ターボディーゼルエン
ジン（Rexroth油圧システムで連続的に調節可能）を使用していま
す。従来のW-40ウィンチと比べると、重い荷を輸送する際のスピー
ドが段違いです。

索容量は大きく、林業および建設業の駆動ユニットとして使用でき
ます。また、ほかのWyssenウィンチと同じく、索道にも利用できま
す。W-40ウィンチはユニット構造で、お客様のご要望に合わせてお
つくりできます。電動ウィンチは社内で製造された制御システム

とカラー画面が備わっています。中間支持器やエンドポイントは
簡単に入力でき、搬器は自動的に減速して指示器上を通過、終点
にたどり着きます。特別仕様として、遠隔操作用にも変更できま
す。

Tractive forces and speeds (W-40/175)
 Drum empty  Drum half-full  Drum full

Gearbox model A 9.82 m/s 12.77 m/s 15.72 m/s

 4’866 kg 3’953 kg 3’041 kg

Gearbox model B  8.64 m/s 11.24 m/s 13.83 m/s

 5’526 kg 4’491 kg 3’454 kg

Gearbox model C  8.20 m/s 10.65 m/s 13.14 m/s

 5’830 kg  4’736 kg 3’643 kg

Gearbox model D  7.22 m/s 9.38 m/s 11.54 m/s

 6’622 kg 5’380 kg 4’139 kg

Gearbox model E  6.35 m/s 8.26 m/s 10.16 m/s

 7’524 kg 6’113 kg 4’702 kg

Gearbox model F  6.02 m/s 7.82 m/s 9.63 m/s

 7’935 kg 6’423 kg 4’910 kg

W-40/102馬力、W-40/175馬力 ウィンチ
林業と建設業の洗練された力の源

Main dimensions W-40 Cable winch
 W-40/102 W-40/175

Length  3’990 mm 3’450 mm

Width 1’335 mm 1’335 mm

Height 1’360 mm 1’360 mm

Drum-ø 480 mm 480 mm

Drum width 832 mm 832 mm

Total weight 1’690 kg 2’490 kg

Cable drum capacity
  W-40/102  W-40/175

Cable-ø 9.0 mm  3’250 m  3’250 m

Cable-ø 9.5 mm  2’740 m  2’740 m

Cable-ø 10.0 mm  2’580 m  2’580 m

Cable-ø 10.5 mm  2’300 m  2’300 m

Cable-ø 11.0 mm  2’030 m  2’030 m

Cable-ø 12.0 mm  1’850 m  1’850 m

Cable-ø 13.0 mm  1’480 m  1’480 m

Cable-ø 14.0 mm  1’250 m  1’250 m

Cable-ø 15.0 mm  1’080 m  1’080 m

Cable-ø 16.0 mm  1’000 m  1’000 m

Technical data
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Gearbox model G * 5.30 m/s 6.89 m/s  8.48 m/s

 9’015 kg 7’324 kg 5’633 kg

* Standard model

Tractive forces and speeds (W-40/102)

 Drum empty  Drum half-full  Drum full

Gearbox model  A  9.25 m/s 12.02 m/s 14.80 m/s

 3’544 kg  2’880 kg 2’215 kg

Gearbox model  B 8.13 m/s 10.57 m/s 13.02 m/s

 4’025 kg 3’270 kg 2’515 kg

Gearbox model  C 7.72 m/s 10.03 m/s 12.35 m/s

 4’245 kg 3’449 kg 2’653 kg

Gearbox model D 6.79 m/s 8.83 m/s 10.87 m/s

 4’823 kg 3’918 kg 3’014 kg

Gearbox model E * 5.98 m/s 7.73 m/s 9.57 m/s

 5’478 kg 4’450 kg 3’423 kg

Gearbox model F 5.67 m/s 7.37 m/s 9.07 m/s

 5’780 kg 4’696 kg 3’612 kg

Gearbox model G 4.99 m/s 6.49 m/s 7.99 m/s

 6’565 kg 5’334 kg 4’103 kg

* Standard model

Design

エンジン
• 4気筒フォルクスワーゲン製ターボディーゼル 
 75 kW / 102 馬力、微粒子捕集フィルター付

• 4気筒Deutzターボディーゼル129 kW / 175 馬力

動力伝達
• Rexroth連続可変式ハイドロスタティック駆動

ブレーキシステム
抑速ブレーキ：
• 0.7 m2制動面のドラムに直接取り付けられたシ 
 ューブレーキ

オプションの駆動ブレーキ：
• エアブレーキ

• 渦電流ブレーキ

• デッドマン装置（油圧スプリング式

オプションと付属品
• 幅広の橇

• 保護カバー

• 手荷物棚

• ユニマット駆動（プライマリローラー付きの回転 
 ドライブとスウィベルの組み合わせ）

• Becorit裏地を貼った駆動ホイールまたはタイミ 
 ングベルト

• エアブレーキ用フリーホイール

• ガイドブロック

• 過巻防止装置

• 索弛緩安全装置

• リモコン

• 自動誘導システムによる無線制御

• オペレータキャビン

• 輸送用牽引車

• オイル冷却ギアボックスとフィルター

• など
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W-90ウィンチは、主に大きな牽引力が必要な
建設現場の索道の駆動装置として使用されま
す。溝付きプーリーやキャプスタンリングを
取り付ければ、ウィンチは、物資運搬用索道
の駆動ホイールとして使用できます。

溝付きプーリーやキャプスタンリングは、簡
単に取り付けたり取り外したりできます。
W-90ウィンチには、129kW空冷式4気筒Deutzタ

ーボディーゼルエンジンが適していますが、194kW空冷式6気筒Deutz
ターボディーゼルエンジンによってより高性能にもできます。W-90
ウィンチは、エンジン内蔵のMSK2やMSK3搬器に適しています。当社
のこれらの搬器は、重い荷に最適です。

W-90は大きなドラムのため、W-30とW-40よりもかなり大きな巻取容
量を持っています。 W-90ウィンチには、W-40/175での自動操作と同
じ最新の制御システムが装備されています。

さらに、ウィンチに接続した個別のディーゼル接続部に、外部
ディーゼルタンクを接続することができます。
W-90ウィンチはすべてのWyssenウィンチと同様にユニット方式
で、お客様個々のご要望に合わせることができます。

W-90ウィンチ
高負荷対応ウィンチ

Main dimensions W-90 Cable winch 
 W-90/175 W-90/263

Length  3’450 mm 3’450 mm

Width  1’550 mm 1’550 mm

Height  1’360 mm 1’360 mm

Drum ø  484 mm 484 mm

Drum width  1’152 mm 1’138 mm

Total weight  2’770 kg 2’900 kg

Cable drum capacity 
  W-90/175  W-90/263

Cable ø 9.5 mm 3’830 m 3’830 m

Cable ø 10.0 mm 3’320 m 3’320 m

Cable ø 10.5 mm 3’200 m 3’200 m

Cable ø 11.0 mm 2’830 m 2’830 m

Cable ø 12.0 mm 2’560 m 2’560 m

Cable ø 13.0 mm 2’050 m 2’050 m

Cable ø 14.0 mm 1’730 m 1’730 m

Cable ø 15.0 mm 1’680 m 1’680 m

Cable ø 16.0 mm 1’390 m 1’390 m

Cable ø 18.0 mm 1’110 m 1’110 m

Tractive forces and speeds 

(W-90/175 + W-90/263)
 Drum empty  Drum half-full  Drum full

Gearbox model A  9.82 m/s 12.77 m/s 15.72 m/s

 4’866 kg  3’953 kg 3’041 kg

Gearbox model B 8.64 m/s 11.24 m/s 13.83 m/s

 5’526 kg 4’491 kg 3’454 kg

Gearbox model C 8.20 m/s 10.65 m/s 13.14 m/s

 5’830 kg 4’736 kg 3’643 kg

Gearbox model D 7.22 m/s 9.38 m/s 11.54 m/s

 6’622 kg 5’380 kg 4’139 kg

Gearbox model E 6.35 m/s 8.26 m/s 10.16 m/s

 7’524 kg 6’113 kg 4’702 kg

Gearbox model F 6.02 m/s 7.82 m/s 9.63 m/s

 7’935 kg 6’423 kg 4’910 kg

Technical data 革新的制御システム

W-90には自社開発の制御システムが装備されています。 この
システムは、半自動および全自動で操作できます。

W-90 Cable winch models 

エンジン
• 4気筒ターボディーゼル129 kW / 175 馬力空冷 
 式

• 6気筒ターボディーゼル194 kW / 263 馬力空冷 
 式

• 電気モーター

動力伝達
連続可変式ハイドロスタティック駆動

ブレーキシステム
抑速ブレーキ： 
• ドラムに直接取り付けられたシューブレーキ 
 
オプションの駆動ブレーキ：

• エアブレーキ 

• 渦電流ブレーキ

• デッドマン装置（油圧スプリング式） 

オプションと付属品
• 幅広の橇

• 電子距離表示計 

• 泥はねプロテクター

• 保護カバー 

• 手荷物棚

• サスペンション装置 

• ユニマット駆動（プライマリローラー付きの 
 回転ドライブとスウィベルの組み合わせ） 

• Becorit裏地を貼った駆動ホイールまたはタ 
 イミングベルト 

• エアブレーキ用フリーホイール

• ガイドローラ

• 過巻防止装置

• 索弛緩安全装置

• リモコン

• 自動誘導システムによる無線制御

• オペレータキャビン

• 輸送用牽引車

• オイル冷却ギアボックスとフィルター

• など

15

Gearbox model G * 5.30 m/s 6.89 m/s 8.48 m/s

 9’015 kg 7’324 kg 5’633 kg

* Standard model
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W-200は、当社最大のウィンチです。 これは
非常に重い荷の長距離架線に理想的です。

ウィンチは、さまざまなディーゼルエンジン
や電気モーターで使用できます。
ウィンチには、ドラム内に油圧制御された15t
制動力のスプリング式安全ブレーキが付いて
います。高性能空冷式渦電流ブレーキは、運

転中に連続的に調節可能な400〜2,000馬力の制動性能を有していま
す。 翼の大歯車と外部ベアリングは、指示ライト付きの自動中央潤
滑装置によって潤滑されます。
966mmの直径を持つ非常に大きなドラムは、大きな索径の長いメイン
ラインを巻き取る際の摩耗を低減します。 すべてのWyssenウィンチ
と同様に、W-200は、大型の良く動く２つのシューブレーキをドラム
に備え、ブレーキ・エリアが1.6m²と広くなっています。

W-200ウィンチ
最も難しい要求を満たすためのウィンチ

Main dimensions
Length   4’900 mm

Width   2’300 mm

Height   1’600 mm

Drum ø   966 mm

Drum width   1’545 mm

Total weight   approx. 6’800 kg

Cable drum capacity
Cable ø 16.0 mm    3’640 m

Cable ø 18.0 mm   2’960 m

Cable ø 20.0 mm   2’390 m

Cable ø 22.0 mm    1’920 m

Cable ø 25.0 mm    1’730 m

Tractive forces and speeds
 Drum empty  Drum half-full  Drum full

1st forward gear 0.90 m/s 1.05 m/s 1.20 m/s

 13’500 kg  11’500 kg 10’200 kg

2nd forward gear  1.20 m/s 1.40 m/s 1.60 m/s

 10’000 kg  8’700 kg 7’600 kg

3rd forward gear  1.70 m/s  1.95 m/s 2.25 m/s

 7’100 kg 6’100 kg 5’350 kg

4th forward gear  2.25 m/s 2.60 m/s 3.00 m/s

 5’350 kg 4’600 kg 4’000 kg

5th forward gear  2.80 m/s 3.30 m/s 3.75 m/s

 4’250 kg 3’650 kg 3’200 kg

6th forward gear  3.75 m/s 4.35 m/s 4.95 m/s

 3’200 kg 2’800 kg 2’400 kg

7th forward gear  5.30 m/s 6.20 m/s 7.05 m/s

 2’250 kg 1’950 kg 1’700 kg

8th forward gear  7.05 m/s 8.20 m/s 9.35 m/s

 1’700 kg 1’450 kg 1’300 kg

Technical data

W-200ウィンチは、非常に重い荷と長距離に適したMSK 2やエンジン
内蔵のMSK 3搬器を専用に使います。

Tractive forces and speeds
 Drum empty Drum half-full  Drum full

Reverse gear 1  1.35 m/s 1.55 m/s 1.80 m/s

 8’900 kg 7’700 kg 6’700 kg

Reverse gear 2 2.55 m/s 2.95 m/s 3.35 m/s

 4’750 kg 4’100 kg 3’600 kg

Reverse gear 3 4.25 m/s 4.95 m/s 5.60 m/s

 2’800 kg 2’400 kg 2’100 kg

Reverse gear 4 8.00 m/s 9.25 m/s 10.60 m/s

 1’500 kg 1’300 kg 1’100 kg
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W-200 Cable winch 

models 

エンジン
• 各種ディーゼルエンジン

• 電気モーター

動力伝達 
• 機械式8速ギアボックス+ 4速逆転

• 連続可変式ハイドロスタティック駆動

ブレーキシステム
抑速ブレーキ：
• ドラムに直接取り付けられたシューブレーキ

オプションの駆動ブレーキ：
• エアブレーキ

• 渦電流ブレーキ

• デッドマン装置（油圧スプリング式）

オプションと付属品
• 幅広の橇 

• 電子距離表示計

• 泥はねプロテクター

• 保護カバー

• 手荷物棚

• サスペンション装置

• Becorit裏地を貼った駆動ホイールまたはタ 
 イミングベルト

• エアブレーキ用フリーホイール 

• ガイドローラ

• 過巻防止装置

• 索弛緩安全装置

• リモコン

• 自動誘導システムによる無線制御

• オイル冷却ギアボックスとフィルター

• など 
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ヴァレンティニ社は1979年から、木材と物資
運搬用のタワーヤーダの計画プロジェクトと
製造に特化した中堅の会社で、1987年から当
社が代理店をしてきました。

ヴァレンティニ社のタワーヤーダは、非常に
堅牢な構造、高い信頼性と安全性、簡単な操
作とメンテナンス、最新の駆動と制御システ
ム技術、コスト効率の最適性を特長としてい

ます。 製品範囲には、400〜1,500mの架線容量と6,500kgまで可能な
牽引能力を備えた製品が含まれ、トラクタやトレーラ、トラック、
クローラの3点支持装置に取り付けられます。
ヴァレンティニ社もまた、お客様個々のご要望に応えることができ
ます。
 

ヴァレンティニ・タワーヤーダ

Technical data

継続的な開発と、お客様との直接の取引と協力のおかげで、
ヴァレンティニ社のタワーヤーダの導入が進んでいます。

長年の緊密な協力の結果、Reichenbachの倉庫からスペアパー
ツのほとんどを供給できるようになりました。

V-400 Mobile cable 
crane installation 

利点
• 2ドラム（スカイラインとメインライン）

• トラクタの3点支持装置を利用した組み立て（ 
 最小100 馬力）

• PTO軸駆動 

• ハイドロスタティック駆動（REXROTH）。どの 
 ウィンチも油圧モーターを装備

• 高さ10mまで伸ばして傾けることができるタワ 
 ー（移動時の機械高約3.3m）

• 20 mの有線遠隔操作

• 必要時の無線制御

• 短い組立時間

• 少ないメンテナンスコスト 

• 狭い必要スペース

• 悪路での機動性
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Mobile skyline crane V-400 V400/M/2 V400/3 V550/M/2 V600/M/2/1000 V600/M/3/2012 V600/M/3/1000/B10 V850/M/3/2012 V1000/M/3

Skyline cable capacity 400 m 400 m 400 m 550 m 830 m 600 m 1000 m 850 m 1100 m 

Skyline cable diameter 17 mm 17 mm 17 mm 18 mm 22 mm 20 mm 22 mm 22 mm 24 mm 

Skyline  tractive force 7 t 7 t 7 t 8.4 t 11 t 11 t 13.3 t 13 t 18 t 

Skyline  speed 1.4 m/s 1.4 m/s 1.4 m/s 1.2 m/s 1.2 m/s 0.9 m/s 1.2 m/s 1 m/s 1.5 m/s

Skyline cable capacity 400 m 400 m 400 m 550 m 900 m 650 m 1100 + magazine 600 m 850 m 1100 m 

Mainline cable diameter 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 11 mm 12 mm 12 mm 13 mm 

Mainline tractive force 2.1 - 3.1 t 2.1 - 3.1 t 2.1 - 3.1 t 2.2 - 3.4 t 3.2 - 5.6 t 2.6 - 3.8 t 3.8 - 5.7 t 3.9 - 5.84 t 5 - 6.1 t

Mainline speed 3 - 4,5 m/s 3 - 4.5m/s 3 - 4.5 m/s 4 - 5 m/s 4 - 6 m/s 4.8 - 7 m/s 5.1 - 7.8 m/s 6.3 - 8.6 m/s 4.7 - 6.1 m/s 

Haul-back line capacity - - 900 m - - 1400 m 2000 m 1800 m 2000 m 

Haul-back line-ø - - 9 mm - - 10 mm 11 mm 11 mm 12 mm 

Haul-back line tractive force - - 2.1-3.1 t - - 2.6-3.8 t 3.3 - 5.4 t 3.9 - 5.84 t 5 - 6.1 
t 

Haul-back line speed - - 3-4 m/s - - 4.8 - 7m/s 5.1 - 7.8 m/s 6.3 - 8.6 m/s 4.7 - 6.1 m/s 

Mounting cable winch On request On request On request On request Standard Standard Standard Standard

Mounting cable capacity 1400 1400 1400 1400 1400 1800 m 2000 m 1800 m 2100 m

Mounting cable-ø 5 5 5 5 5 6 mm 5 mm 6 mm 6mm

Mounting cable tractive force 1.1 - 1.4 t 1.1 - 1.4 t 1.1 - 1.4 t 1.1 - 1.4 t  1.1 - 1.4 t  1.1 - 1.4 t 1.1 - 1.4 t 1.1 - 1.4 t 1.8 - 2.5 t

Mounting cable speed 2 speeds 2 speeds 2 speeds 2 speeds 2 speeds 3.9 - 4.8 m/s 2 speeds 3.9 - 4.8m/s 5.6 - 8 m/s

Anchoring cable 4x70 m ø14 mm 5x70m ø14 mm 5x70 m ø14 mm 4x60 m ø14 mm 4x80 m ø16 mm 4x80 m ø16 mm 4x80 m ø18 mm 4x80 m ø18mm 5x90 m ø18 mm 
         5x70 m ø20 mm

Motor diesel - 89kW - 104 kW 104 kW 134kW 177 kW 177 kW lorry 

Tower height (total height) 10 m 10 m 10 m 9 m 12.5 m 12.5 m 12.5 m 12.5 � 17m lorry~17 m 

Width 1.5 m 1.5 m 1.5 m 2.3 m 2.1 m according to construction 2.3 m according to construction lorry (2.5 
m) 

Length 0.8 m 1.8 m 0.8 m 5.8 m 5 m according to construction 4.7 m according to construction lorry 
(10.5m)

Height (transport position) 3.4 m 3.4 m 3.4 m 3 m 3.5 m according to construction 3.45 m according to construction lorry (4 
m) 

Weight incl. cable 3.8 t 5.2 t 5.1 t 8 t 11 t 12 t 19 t according to construction according 
to lorry

Construction on: Tractor Tractor for transport Tractor Trailer Trailer Trailer/crawler Crawler Trailer/crawler/lorry 
Lorry
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非常にコンパクトな遠隔操作のできるスラック
プリング搬器は長距離架線やタワーヤーダによ
く使われています。搬器の構造部材は、従来鋼
の4倍強度の高張力鋼でできています。遠隔操作
によって、森林内のオペレータは搬器を正確に
停止することができます。

巻取りは自動的に開始されます（無線指示は必
要ありません）。メインラインクランプを使用
することにより、荷の上昇または下降中にスラ

利点

従来の索送り出し搬器との比較

• 水平走行時でもフックは単独で出ます

• 無線信号によるクランプ/解放、巻取りは自動的に開始しま 
 す

• ポンプは出力調整されており、常に最高速度で巻取りされま 
 す

• メインラインは、常にタワーヤーダ/ウィンチ部分まで張力 
 がかかっているので、常にきれいに巻かれます

• 索のたるみが少ないため、荷の吊上げが速くなります。

ックプリング搬器が解放され、新しい場所に移動して再度索をクラ
ンプすることができます。 これにより、横取りが容易になり、残存
木の成長を損傷から保護します。

フックが搬器にしっかり引き込まれると、スカイライングリップが
自動的に解放されます。 搬器の移動中、フックが回転しないように
なっているので、メインラインに対する損傷も防ぎます。

スラックプリング搬器
エンジン内蔵スラックプリング搬器は、長距離の索張りとタワーヤーダ用に設計されています。

• 無線操作可能 

• タワーヤーダ既存の無線リモコンにも対応可能 

• 使用していないときは自動的にスイッチがオフになります

• 指定速度で走行ができなくなった場合、無線信号でクラン 
 ピングされます

• プログラムされた速度制限を超えた場合、自動緊急停止し 
 ます

• パラメータ設定の表示

• すべてのパラメータを個別に調整できます（速度、クラン 
 ピング、遅延時間）

• バッテリー残量の表示

• CAN-Busインターフェイス

• 3D傾斜センサ搭載

• 電子機器部分の完全密閉による水分、振動、衝撃への耐性 

• プラグはネジで固定されています

• 改良、高規格化のためのソフトウェアの更新はいつでも可 
 能です

スラックプリング搬器は振り子装置の有無を選べます（長距
離架線の場合に推奨）。振り子装置はいつでも装着可能で
す。

搬器は、通常の頑丈なWyssen中間支持器を乗り越えます。 メ
インラインが破断しても、機械的なメインライン安全機能が
働き緊急停止します。

Technical data

60, 1, 350 mm

Width  660 mm

Height  975 mm

Spooling force  approx. 350 kg

Diesel motor Hatz approx. 7 kW/10 HP

Skyline-ø 16 - 36 mm

Mainline-ø  9 - 13 mm

Unladen weight  approx. 650 kg

Load capacity  3’000 kg

Wyssen制御システムFSI2007
集材機、スラックプリング搬器、ユニバーサル搬器、エンジ

ン内蔵スカイラインクレーンに使用されているシステム

利点

リフティングウィンチ付搬器との比較 

• ドラムがないので吊上げ高さに制限がありません

• タワーヤーダ/ウィンチによる直接巻上げによる高い吊 
 上げ能力

• タワーヤーダ/ウィンチによる直接巻上げによる吊上げ 
 速度の高速化

• 最大50％軽量化

• 環境にやさしい10 馬力ディーゼルエンジンで、燃料消 
 費量も経済的

• ホイストドラム内のメインラインの断絶もありません

• メインラインを短くしても、吊上げ高さは変わりません

• メインラインが破断しても、クランプ機構がただちに作 
 動します

• クランプ装置によって、吊り荷中も搬器は移動しません

• 吊上げ力は変わりません（ドラムの巻取り量が空かフル 
 かにかかわらず）

• ３日分のディーゼル燃料タンク

• フックは回転から保護されています

• 水平への引っ張りが可能です

• •朝や夕方にスイッチをオンまたはオフする必要はあり 
 ません（自動スタンバイ）

• クランプ後、指示しなくてもスラックプリング搬器は自 
 動的に動作します

Open

Talk

Clamp

Motor ON / OFF
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ユニバーサル搬器とユニバーサル搬器コンパク
トは上げ荷、下げ荷、水平走行ができる2本ま
たは3本索の索張りが可能です。

非常に堅牢でコンパクトな搬器で、Wyssen搬器
のすべてがそうであるように、高強度鋼で作ら
れています。ユニバーサル搬器は索径11mmのホ
ールバックラインに対して136mの長さを収容で
きます。

搬器は振り子装置をつけることができ、すべてのWyssen搬器同様に
携帯無線を使用して制御できます。

すべてのパラメータは内部の制御システムによって（スラックプリ
ング搬器の制御システムと同様）要求通りに設定されます。クラン
プ時は、希望地点で停止するか、2m/秒に減速し、携帯無線のボタン
を押すことでスカイラインをクランプします。
荷を下ろす前に、安全上の理由からフックを少し上げる必要があり
ます。

この搬器は通常大きなタワーヤーダと併用されます。
より小さいユニバーサルコンパクト搬器はユニバーサル搬器と同様
の構造で、より小型のタワーヤーダと併用されます。

索が破断した場合、メインラインもしくはホールバックラインを直
ちにクランプして搬器を停止させる索破断安全装置が備わっていま
す。
索安全ブレーキは、作業種類に応じて解除することもできます。

ユニバーサル搬器
2本および3本索用搬器

Technical data

 Universal Universal    
  Compact 

Load capacity  3’000 kg 3’000 kg

Skyline-ø 20 - 36 mm 14 - 32 mm

Mainline-ø  9 - 13 mm 7 - 13 mm

Haul-back line -ø 8 - 13 mm 7 - 12.5 mm

 (Mechanical winding via radio 
signal) 

Length:  1’690 mm 1’395 mm 

Width: 470 mm 444 mm

Height: 1’133 mm 861 mm

Lifting height ø 8 mm 248 m 160 
m

Lifting height ø 9 mm 204 m 130 
m

Lifting height ø 10 mm 167 m 100 
m

Lifting height ø 11 mm 136 m 80 
m

Lifting height ø 12 mm 111 m 60 
m

Lifting height ø 13 mm 89 m -

Unladen weight  680 kg 560 kg

Control system remote radio control or 
 conventional with timer 
switch 

利点

• ストレージドラムの機械式巻取り

• フックは、水平または下げ荷の走行の場合でも自動的に出てきま  
 す

• ホールバックライン用の非常に大きなストレージドラム

• 大きい下降可能高さ

• メインラインおよびホールバックラインの索安全ブレーキ

• ストレージドラムがフルまたは空の場合の警告音

• 無線操作可能

• タワーヤーダ制御システムと柔軟に統合可能

• タワーヤーダ既存の無線リモコンシステムに対応可能

携帯無線による搬器操作可能搬器にはメインラインクランプが付いている
ため、任意の場所でも荷を半分吊った状態で
駆動することができます。 フックが完全に引
っ込められると、スカイラインのクランプが
自動的に開きます。 この搬器は50Ahの高性能
の12Vバッテリーがついています。 バッテリ
ー残量は搬器ディスプレイでいつでも確認で
きます。

ストレージドラムは荷が下りているときで
も、索を補充することができます。ストレー
ジドラムへの巻き込みは、無線のボタンを押
します。ストレージドラムの索が少なすぎる
場合や、過巻きされている場合、オペレータ
に警告信号が送られます!

ユニバーサル搬器は、2本または3本のいずれ
の作業索の場合でも、お客様所有のタワーヤ
ーダに非常に適しています。

Open

Talk

Clamp

Rewind
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Wyssenの遠隔操作HY-2搬器は非常にコンパク
トです。
特許取得済みのシステムは、従来の鋼よりも4
倍強い高強度鋼から製造されています。

遠隔操作のおかげで、森林内のオペレータは
正確な場所で搬器を止めて固定することがで
きます。 メインラインクランプを使用するこ
とにより、荷が上昇している間に搬器を解放
して、新しい場所に移動させたり、索を再度

利点

• 非常にコンパクトで堅牢

• 通常の無線を使用した遠隔操作

• メインラインクランプ

• 非常に迅速な切り替え

• 自動グリップ付き索安全ブレーキ

• 制御システムによる走行速度の監視

• 大型のメンテナンスフリー乾電池式、数週 

 間再充電なしで操作ができます

• 振り子付にはいつでも改造できます

クランプしたりすることができます。 これにより、荷を横方向に引
っ張ることが容易になり、残存木の生長を損傷から保護します。

フックが搬器にしっかりと引き込まれると、スカイライングリップ
が自動的に解放され、搬器の移動が可能になります。
フックが搬器に引き込まれるとすぐに、フックは回転しないよう
に固定され、メインラインの損傷を防止します。 搬器は、通常の
Wyssenサドル型中間支持器上を通過します。

索安全ブレーキによって、メインラインが破断した場合に緊
急停止します。 激しい揺動運動によりグリップがスカイライ
ンの外側でクランプされる場合、クランプ動作は搬器が停止
するまで繰り返されます。  

HY-2搬器
タワーヤーダのための搬器

HY-2搬器はタワーヤーダに向いており、振り子を取り付ければ長距
離に対応します

25

Length   900 mm

Width   290 mm

Height   800 mm

Hydraulics   100 bar

Skyline   14 – 32 mm

Mainline   7 – 13 mm

Unladen weight   approx. 385 kg

Load capacity   3’000 kg

HY-2搬器は振り子をつけること

ができます

Technical data HY-2

• 無線で操作可能

• 従来のタイマースイッチが可能（無線信号なし）

• スイッチを使用していないときは自動的にオフに 

 なります

• サポートを通過した後、誤クランプ動作の防止

• 設定された速度での移動ができない場合の、無線 

 信号によるクランプ

• プログラムされた速度制限を超過した場合の自動 

 緊急停止

• すべてのパラメータを個別調整（速度、クラン  

 プ、遅延時間） 

• モードにより、ディーゼルエンジンのスタート/ス 

 トップか、ホールバックラインの巻取りのセット 

 が可能

• バッテリーが放電した場合に、クランピングから 

 保護されます

• バッテリー残量の表示

• 電子機器部分の完全密閉による水分、振動、衝撃 

 への耐性

• 改善と高規格化のためのソフトウェアの更新がい 

 つでも可能な、最新のコンピュータ制御システム

Wyssen搬器 - FSI制御システム
Wyssen HY-2, HY-4, HY-7搬器に使用
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HY-4搬器は、主に林業と建設業における長距
離集材機に使用されています。スカイライン
を保全し、中間支持器をよりなめらかに移動
するための4つのガイドプーリーをもっていま
す。 振り子装置が、大型のメインラインクラ
ンプの有無にかかわらず利用できます。 いず
れにしても、フックが振り子に組み込まれ、
メインラインの走行中の負荷が軽減されるた
め、高速下降における長材の荷という最も大

利点
• ごくわずかの可動部という全く新しいコンセプト

• 内部に可動部品を備えた内蔵式コンパクト構造

• 使いやすさ

• 4つの大きなガイドプーリーによるメインラインへの 
 最小摩耗

• 大型リフトプーリは、メインラインの摩耗を最小限に 
 抑えます

• 簡素化されたメインライン引き込みのために十分な余 
 裕があります

• 4つのガイドプーリーのおかげで中間支持器を滑らか 
 に通過できます

• 大小のWyssen中間支持器を通過

• 高級鋼のみを使用した構造

• クロムモリブデン鋼製の安全ガードは、スカイライン 
 からの脱線を防ぎ、中間支持器を速やかに移動できま 
 す。

• 振り子装置の大きな振り角度

• 特別なクランプのおかげでメインラインの摩耗が非常 
 に少なくなっています

• 索安全ブレーキ標準

• ねじ式の構造で、交換可能な小さい部品に基本構造を 
 分解できます

きい負荷によってもメインラインが損傷することはありません。

吊り荷は索のねじれからも保護され、鋼線の損傷も防止されます。 
HY-2搬器のように、HY-4搬器にもWyssen FSI搬器コントロールシステ
ムが装備されています。すべての当社の搬器と同様に、特別にプログ
ラムされた無線のボタンを使用して操作されます。しかし、従来のタ
イマースイッチにいつでも切り替えることができるので、無線操作
なしでもシステムを操作することができます。標準バージョンに加
えて、エンジン内蔵スラックプリング搬器のように、HY-4搬器は、

HY-4搬器、HY-7搬器
長距離用搬器

搬器２個を連結搬器としても使用することができます

Length   1’270 mm

Width   280 mm

Height   900 mm

Hydraulics   100 bar

Skyline   16 - 36 mm

Mainline   9 – 16 mm

Unladen weight   approx. 350 kg

Load capacity  4’000 kg

輸送棒付き搬器、メインラインクランプなどのさまざまなオ
プションがあります。（次ページのHY-4搬器のオプションを
参照）

HY-7搬器は、技術的にHY-4搬器と同一であり、主に建設業
界で使用されています。違いは、HY-7がかなり大きく、よ
り強く、最大7トンの積載量に対して設計されていることで
す。HY-7搬器も連結搬器と輸送棒を使用することができま
す。

無線遠隔操作

利点
• ボタンを押すだけで正確なクランプとリリースが 
 可能

• 緩やかな降下中にクランプすることによってフッ 
 クが揺れないようにします

• 緩やかな上げ荷運転時にクランプする場合でも、 
 フックを持ち上げる必要はありません 

• 小型無線も遠隔操作として使用可能です

• HY-4に改装可能

• 無線通信が中断された場合、電子時限式リリース 
 を有効にすることができます

• 過度に高速で移動するときは、クランピングから 
 保護されています

• バッテリーが放電した場合に、クランピングから 
 保護されます

11

Load hooks for HY-4 

Clamp

Talk 

Open

1 2 3a / 3b 4

HY-4 Technical data

HY-7 Technical data

Length  1’560 mm

Width  390 mm

Height  1’116 mm

Hydraulics  100 bar

Skyline-ø  up to a max 45 mm

Mainline-ø up to a max. 20 mm

Unladen weight (depending on model)  approx. 630 kg

Load capacity   7’000 kg

27

Model

1 normal hoisting hook cables up to ø 12mm 18 kg

2 light hoisting hook cables up to ø 12mm 8 kg

3a normal choker spindle  cables up to ø 12mm 10 kg

3b light Alu choker spindle cables up to ø 12mm 10 kg

4 large hoisting hook  cables up to ø 16mm 35 kg
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標準バージョンに加えて、HY-搬器は、メイン
ラインクランプ、エンジン内蔵スラックプリ
ング搬器、輸送棒付き連結搬器など、さまざ
まなオプションが可能です。オプションの輸
送棒付き連結搬器は、結合分離を迅速に行う
ことができます。

振り子のメインラインクランプはどんな高さ
にでも荷を吊下げることができます。携帯無
線で操作でき、輸送棒付連結搬器も同様で

メインラインクランプは標準のHY-4搬器にいつ
でも取り付けられます

す。振り子の中の特に大きいメインラインクランプは、メインライ
ンの損耗を低減させ、フックが完全に内部にしまわれたとき、荷は
完全に固定されます。したがって、高速での長材の下げ荷といった
ようなもっとも負荷のかかる作業時でも、メインラインは損傷しま
せん。

輸送棒を備えた連結搬器は、主に建設業において、例えばパイプラ
インやコンクリート、砂利などの長くて重いものを持ち上げたり、
下ろしたり、輸送するために使用されています。

HY-4搬器のオプション
多機能搬器

メインラインクランプ付HY-42

輸送棒は、下げている荷がしばらく吊り下げられたままであ
っても、荷のねじれを防止します。メインラインのねじれも
生じません。荷は、両方の搬器に固定されているため、走行
中の落下に対して二重に保護されています。

HY-4用の連結搬器

輸送棒は、2.5m、3.5m の2つの異なる長さがあ
ります。

利点
• 連結搬器は搬器で直接制御されます

• 昇降時に2本の巻上索で安全性を向上

• フックを完全に引き込んだときに、搬器や連 
 結搬器に固定された荷を運ぶ場合の安全性の 
 向上

• より高い積載量 – 輸送棒付き連結搬器は５ 
 トン 

• 長くて重い荷を、水平に持ち運び、持ち上げ 
 たり降ろしたりすることができます

29

Length 1’270 mm

Width 280 mm

Height of pendulum mainline clamp 1’010 mm

Hydraulics 100 bar

Main cable     16 - 36 mm

Traction cable 9 - 16 mm

Unladen weight approx. 428 kg

Load capacity 4’000 kg

Technical data メインラインクランプ利点
• どの高さでも、何度でも可能な荷降ろし動作

• 高圧パイプなどの荷を運ぶ時など、正確な位置で荷 
 を下ろすことができます

• 振り子内の大型メインラインクランプは索の損耗を 
 少なくします

• フックが完全にしまわれたとき、荷は振り子に完全 
 にロックされます（メインラインへの損耗を最小に 
 します）

• 振り子の大きい振り角度

HY-7用の連結搬器と輸送棒は10トンまでの積載

が可能です。
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Wyssenのエンジン内蔵スカイラインクレーン
モデルには、巻取容量と吊上げ力を向上させ
たウィンチが装備されています。無線は、2台
から最大10台の送信機まで拡張できます。ハ
イドロスタティック駆動装置は、ディーゼル
エンジンによって駆動されます。ケーブルド
ラムは、スプリング式油圧ブレーキを使用し
て停止状態でロックされ、さらにMKS2はポジ
ティブロック機構、MSK2DTはバンドブレーキ
で保護されています。

Cable drum capacity
 MSK 2 MSK 2 DT

Cable-ø 11.0 mm 240 m 2 x 240 m

Cable-ø 12.0 mm 200 m 2 x 200 m

Cable-ø 13.0 mm 160 m 2 x 160 m

Cable-ø 14.0 mm 150 m 2 x 190 m

Cable-ø 15.0 mm 125 m 2 x 125 m

Cable-ø 16.0 mm 115 m 2 x 115 m

ホイストドラムは油圧式巻取りプーリーが取り付けられており、荷
上げ索は破断の危険なしに張力をかけながら巻きつけられていま
す。最小および最大巻取り容量はリミットスイッチで監視されてい
ます。

搬器は索脱線防止装置がついています。索上端部は、巻き上げリミ
ットスイッチと入り口部分の減速を伴うカウンターによって制御さ
れます。搬器は、Wyssen 5トンのスカイラインサポートとカーブサ
ドル型支持器上を移動します。長さ2.5mの輸送棒は、連結搬器がな
くても使用できます。

エンジン内蔵スカイラインクレーン
より大きな巻込み力、より大きな容量、より高い性能

実用上では、給油やオイルチェック、ディスプレイや制御シス
テムのチェックなど、メンテナンスに必要な部分はすべて片一
方の側にあります。エンジン室のカバーはチェッカープレート
で作られており、安全かつ簡単にサービス作業を行うことがで
きます。非常に重いまたは非常に長距離の輸送のために、エン
ジン内蔵スカイラインクレーンは、連結搬器仕様とすることも
できます。架線の勾配に応じて、エンジン室全体は、調整可能
なネジを使用して任意の角度に設定できます。

ラジオ無線

無線送信機に4×11文字のディスプレイがありま
す。
すべての条件とエラーメッセージが表示されます。

可変機械パラメータ

• 油圧（最大および最小→供給圧）

• 牽引力

• 荷上げ速度

• ボタンごとのスピード 

• 駆動スピード

• 走行範囲の長さ 

• 冷却装置の温度

• 油圧ランプ 

• エンジン速度

• 自動エンジンスイッチオフタイマー

状態とエラーメッセージ

• マシンの状態

• 油圧

• エンジン速度

• 作業時間

• 吊上げ高さ（m）

• エラーメッセージ

• バッテリー電圧

• ディーゼル燃料残量

• 最小油圧オイル

• 負荷はトン表示（荷重測定ピンのみ）

• 送信強度/受信品質

• フックスイッチを押したとき（上部表示）

• 巻取り不足/過巻き状態

• 油圧オイルの過熱

• エアーフィルターの交換

• 充電コントローラ

その他の機能

• エンジンに油圧がかかっていない場合は、自動的にオフにな 
 ります

• エンジン内蔵スカイラインクレーンを5分間使用しないと、エ 
 ンジンは自動的にオフになります

• 吊上げ力は、無線で直接設定することができ、過負荷の可能 
 性はありません。 （過負荷の場合、ウィンチは自動的に停止 
 します）

• 過負荷の場合、荷を下げることが常に可能です

• 荷重の正確な測定を行うために、荷重測定ピンを取り付ける 
 ことができます

• 必要に応じて、荷重計測ピンを使用して吊上げ力を制限する 
 こともできます。

• 電子カウンターは、荷上げ時と最後の2mでビープ音が鳴った 
 時に自動的に減速するか、システム制御システムで停止しま 
 す。あるいはフックがフックスイッチに触れると自動的に停 
 止します。

• エンジン内蔵スカイラインクレーンは、搬器なしでも提供可 
 能です

• 搬器は２本のスカイラインも使用可能です（デュアルトラッ 
 ク）

• カーブ搬器も使用できます

• MSK2DTの荷重バランスと搬器角度はモニターされ、また制限 
 されています。不適切な角度や荷重バランスの荷は運ぶこと 
 ができないようになっています。

Drive
 MSK 2 MSK 2 DT

Motor type Deutz 4 cyl Deutz 4  cyl

Power 74 PS / 54 kW 122 PS / 90 kW

Hydraulic system Rexroth/Poclain Rexroth/Poclain

Lifting force
 MSK 2 MSK 2 DT

Direct up to 4 t 2 x 4 t

2-Fold up to 8 t 2 x 8 t 
  (max. 12 t)

4-Fold with trailer up to 16 t 

Lifting speed when: 

Drum full 2.2 m/s 2.2 m/s

Drum empty 1.5 m/s 1.5 m/s

Motorised skyline crane main dimensions
 MSK 2 MSK 2 DT

Length 2’935 mm 3’585 mm

Width 673 mm 950 mm

Height dep. on carriage dep. on carriage

Drum ø 470 mm 470 mm

Total weight approx. 1’200 kg* approx. 1’900 kg*

*depending on carriage

Technical data
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MSK2DT

MSK2DTのホイストドラムは同時に、または独立して動かす
ことができます。圧力パイプなどの荷は傾斜に合わせるこ
とができます。

さらにたとえば、岩石をつめた大型容器などを簡単に傾け
て、素早く容器を空にすることができます。
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遠隔農場、高山小屋、クラブハウス、休日の
家、建設現場、雪崩警備員、植林、探検隊、監
視所、果樹園、ぶどう畑および他の同様の物へ
の物資輸送に特に適しています。

非常に簡単に操作できます！
上り坂や下り坂の場合は、エンジンを始動して
ギアを入れるだけです。搬器は自分自身で反対
側のステーションに移動し、索上の調整可能な

バッファーストップで自動的に停止し、エンジンをオフにしてブレ
ーキを作動させます。旅客輸送は厳重に禁止されています。

任意の数の支持器を通過できます。さらに、絶えず変化する地形、
すなわち上り坂や下り坂に設置することができます。単線索道は、
従来のウィンチ索道とは異なり、重力に依存しません！

付属のクランプでスカイラインを直接引張ることにより、単線索道
は非常に迅速かつ簡単に設置できます。

MES 200/400/500単線索道
輸送問題の解決策
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 MES 200 MES 400 MES 500HY/2

Load capacity  200 kg 400 kg 500 kg

Unladen weight  approx. 263 kg 575 kg 455 kg

Main cable  ø 11 mm 6x19 ø 16 mm 6x31 ø 20 mm

Driving speed  0.7 m/s 0.7 m/s 0.7 m/s

Petrol motor  9.5 kW/13 HP 13 kW/18 HP 9.5kW/13 HP

 3’600 U/min 3’600 U/min 3’600 U/min

Max. slope  100% 100% horizontal only

Loading deck dimensions  Ixwxh (cm) 135x75x75 200x86x100 200x86x100

Technical data

MES 200/400のメリット

• 使いやすい

• 低い運用コスト

• すぐに組み立てられる

• 1本のスカイライン

• Nメインラインはありません 

• 自走式

• 水平方向や勾配の変化でも走行

• 中間ステーションの自動停止は、MESでオン 

 にすることができます

Wyssen循環式索道は、MES 200やMES 400では力不
足な索道のために特別に設計されたものです。 変
化に富む地形においても、より大きな積載量とよ
り長い距離を、より少ないサポートで扱うことが
できます。

特長：
• 単線索道のように完全自動運転

• ボタンを押すだけで、積み込みまたは荷下ろし  
 盤台から発送します

• 搬器は自分自身で反対側の盤台に行きます

• 搬器は反対側の盤台で自動的に停止します 

• いつでも手動操作に切り替えることができます

• 連続運転は電気式およびガソリン/ディーゼル両  
 方のバージョンが利用可能

• 複数の中間盤台が可能

• 曲線も可能

• より長い距離も支持器なしで扱うことができま  
 す

• より高い積載量が可能です

• より速いスピードが可能です

循環式索道  

MES 500HY / 2は人工林用のWyssenの輸送方法です。
搬器は中間支持器上を移動し、最大9°の角度を持つカーブ用サドル
型中間支持器とサドル型中間支持器（中間ステーション用）を利用
可能です。

標準の積み込み場所に加えて、MES 500（図参照）には、緩衝停止装
置に着いたときに自動的に荷外しするブリッジもあります。構造部
材についているスイッチをセットすることで、空荷返送を自動的に
始めることができ、また、開始点の緩衝停止装置でのみ停止させる
こともできます。

MES 500HY / 2の利点
• 油圧ギアボックス

• 2つの従動ローラー

• 2つの自動スプリング式ブレーキ

• 任意の位置で、手動または自動で開始と停 
 止が可能です
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当社は、すべてのサポートを提供することが
でき、在庫には最大10トンの積載量（最大20
トンまでカスタマイズ可能）の索道の資材、
組立材料をサポートすることができます。

さまざまなサイズで利用可能です：サドル型
中間支持器、シャックル、メインラインプー
リー滑車、サポートバランス、ターミナルタ
ワーサドルおよび滑車、サポートサドル、索
保持器、サポート資材、および適切なサドル
ストラップ

Wyssen中間支持器は、世界中で数年間にわたり使用されています。
この支持器は、非常に高い強度と同時に、軽量という点で優れてい
ます。

サドル型中間支持器の組み立ておよび引き上げを容易にする特別な
シャックルも利用可能です。 メインラインプーリーはオプションで
Wyssenサドル型中間支持器上に組み立てることもできます。

さらに、当社には、索角度とサドルへの圧力が2つの中間支持器に
分散されるように、30°を超える大きな索の角度（最大荷重下）で
使用できるさまざまなサイズのサポート装置があります。これによ
り、安全性が向上し、支持器上を滑らかに通過でき、高速でシステ
ムを動かすことができます。

支持器具
必要な器具がすべてそろっています

Type for carriage cable-ø * Weight Cable deflection max. pressure

Intermediate support saddle 2.5 t HY-2, HY-4, Slackpuller, Universal, LW 2.5 t 16 - 32 mm 23 kg 30° 6 t  

Intermediate support saddle 5 t HY-7, MSK 2, MSK 3, LW 5 t, HY-4, Slackpuller, Universal 32 - 44 mm 80 kg 30° (20° HY-4, SP, Universal) 12 t

Intermediate support saddle 10 t LW 10 t on request 284 kg 30° on request

Terminal tower roller 2.5 t HY-2, HY-4, Slackpuller, Universal, 2.5 t 24 mm 24 kg 60° 15 t

Terminal tower roller 5 t HY-7, MSK 2, MSK 3, HY-4, Slackpuller, Universal, LW 5 t 34 mm 47 kg 60° 25 t

Terminal tower roller 10 t HY-7, MSK 2, MSK 3, LW 10 t 48 mm 100 kg 60° 50 t

Terminal tower saddle 2.5 t HY-2, HY-4, Slackpuller, Universal, LW 2.5 t max. 28 mm 8 kg 60° 15 t

Terminal tower saddle 5 t HY-7, MSK 2, MSK 3, HY-4 Slackpuller, Universal, LW 5 t max. 32 mm 20 kg 60° 22 t

Terminal tower saddle 10 t HY-7, MSK 2, MSK 3, LW 10 t max. 48 mm 36 kg 60° 65 t

Support balance for saddle 2.5 t HY-2, HY-4, Slackpuller, Universal, LW 2.5 t - 78 kg - 12 t 

Support balance for saddle 5 t HY-7, MSK 2, MSK 3, HY-4, Slackpuller, Universal, LW 5 t - 291 kg - 32 t 

Support balance for saddle 10 t LW 10 t - 294 kg - 32 t

Technical data
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土場での安全性を高めるために、自動ブレーキ
付きの新しい索保持器を開発しました。 索保
持器は、メインラインをスカイラインの近くに
しっかりと高く保持して、木材が土場まで安全
に運ばれるようにします。したがって、メイン
ラインが木材やエクスカベータ、プロセッサの
グリッパに引っ掛かる危険性を排除できます。 
索保持器には、硬化プーリー、ボールベアリン
グ、メインラインプーリーに荷重がかかってい
ない場合のずれを防ぐ自動ブレーキが装備され
ています。 索保持器は、特に、移動式タワーヤ
ーダの安全性を高めるために推奨されます。

索保持器は、移動式や横断式など、さまざまな
バージョンがあります。

ブレーキ付き索保持器 ターミナルタワーには、異なるサイズのターミナルタワーサドルと
ブロックがあります。ターミナルタワーブロックは、スカイライン
の張力がターミナルタワーの側面にある場合に使用されます。そう
でなければ、ターミナルタワーサドルを使用できます。さらに、ス
カイラインは、ターミナルタワーローラーにクランプすることがで
き、スカイラインの移動および磨耗を防止することができます。

Wyssen DQT格子サポートは、さまざまな長さでシングルまたは三角
形の単独またはA形サポートとして利用できます。お客様は、必要な
長さと強さで、サポートを完成させることができます

様々な長さと直径のサドルストラップがあります。

* other cable ø are possible on request
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これは、輸送用索道のスカイラインを緊張さ
せるために使用されます。緊張装置には5つの
異なるサイズがあり、8トンから48トンの間の
張力と、12から60ミリメートルの間の索径に
対応した装置です。これは、空中索道の鋼索
のほとんどのタイプに使用できます。

締め付けは、精巧なボルト止めなしに、ウェ
ッジ効果によって自動的に行われます。スカ

イラインの高い張力は、8つの滑車およびタックルシステムによっ
て、低い張力で緊張索を締めるだけで達成されます。シーブはボー
ルベアリングを装着し、永久潤滑が可能です。クランプは、異なる
索径で使用でき、いつでも交換できます。

緊張装置タイプAは、特にアンカークランプとして中間点を持つ索道
に使用され、いくつかのタイプの索道に同じ緊張装置を使用できま
す。

自動緊張装置
索を緊張させる迅速かつ安全な方法

Type Block system (n-fold) Permitted load FT  Permitted load  (F
A
 + F

B
) Tensioning cable -ø Skyline cable-ø Weight Bolt cap type / Nm 

8 t 4 80 kN / 8 t 20 kN / 2 t 11 mm 12 - 20 mm * 61 kg M12x35-8.8 / 71 Nm

12 t 8 120 kN / 12 t 15 kN / 1.5 t 11 mm 16 - 32 mm * 107 kg M12x70-8.8 / 71 Nm

22 t 8 220 kN / 22 t 27.5 kN / 2.75 t 16 mm 20 - 44 mm * 199 kg M16x80-8.8 / 170 Nm

32 t 8 320 kN / 32 t 40 kN / 4 t 16 mm 20 - 44 mm * 208 kg M16x80-8.8 / 170 Nm

48 t 8 480 kN / 48 t 60 kN / 6 t 22 mm 40 - 60 mm * 625 kg M18x50-12.9 / 410 Nm **

*   The clamp sizes are available in 2 mm intervals, for odd-numbered cable diameters the next largest clamp diameter must be used respectively
**  Allen screw 

Technical data
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自動緊張装置に適した様々なタイプの張力測定
装置を提供できます。

測定ピンや計測用シャックルと同様、電子計測
部とディスプレイ部はWyssen社で製造していま
す。10mの内蔵ケーブルは遠方から値を読み取る
ことができ、危険地帯の外で張力を観測するこ
とができます。

荷重測定ピン仕様Wyssen電子張力測定装置
• スカイラインクランプないの荷重測定ピンに 
 よる電子計測

• スカイラインの有効張力が表示されます（計 
 算の必要はありません）

• 遠方での計測用10mケーブル

• 危険地帯の外から数値を読み取ることができ 
 ます

• 12/22/32tまでの計測が可能

計測用シャックル仕様Wyssen電子張力測定装置
• 7/8°の計測用シャックルによる電子計測 

• 最大6.5tまでの張力計測

• 12/22/32tのWyssen自動スカイラインクランプ 
 の張力測定に適しています

• 広い汎用性

• 遠方での計測用10mケーブル

• 従来の1.5V AM3/AA型バッテリが使えます

• すべてのスペアの在庫があります

PIAB張力測定装置
• アナログ式（バッテリ不要）

• 張力のかかっている索を測定

• 停止時にのみ測定を行うことができます

• 1/2/3/5tの計測ができます

また、緊張装置用の様々なタイプの張力測定装置と適切なロックア
ンカープレートを提供することもできます。

張力測定装置
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高品質のWyssenスナッチブロックは、索道の
建設と運転のために特別に開発されました
が、今日、すべてのタイプの巻上および地引
き作業に使用されています。

当社のすべてのスナッチブロックは、安全係
数5で計算されています。鋼製モデルは、高負
荷の高速走行索に最適です。 アルミニウム/
プラスチックモデルは、軽量であるため組立
作業に最適です。

永久潤滑されたボールベアリングと高強度材料は、長寿命を保証し
ます。 プーリーには脱索保護装置も装備されているため、脱索や索
の損傷は不可能です。 スナッチブロックは吊り下げた状態で開くこ
とができ、索を簡単に挿入することができます。 様々なモデルが幅
広く利用可能であり、例えば、 索を通すときにスリーブまたは索接
続部を引き出すことができます。 すべてのプーリーで個々のスペア
が使用できます。

スナッチブロック

Article no. Pulley diameter Material plate / pulley Max. traction on the bold Max. cable pull at 180° Cable-ø up to max. Weight

34.700 100 mm Steel / steel  3’200 kg 1’600 kg ø 11 mm 2.7 kg

34.700A 100 mm Alu / plastic  3’200 kg 1’600 kg ø 11 mm 1.2 kg

34.500B 140 mm Steel / steel  3’200 kg 1’600 kg ø 10 mm 4.5 kg

34.600B 180 mm Steel / steel  4’000 kg 2’000 kg ø 11 mm 8.0 kg

34.600BH 180 mm Steel / hardened steel  4’000 kg 2’000 kg ø 11 mm 8.0 kg

34.100A 240 mm Alu / steel  5’000 kg 2’500 kg ø 12 mm 8.5 kg

34.100B 240 mm Steel / steel  5’000 kg 2’500 kg ø 12 mm 12 kg

34.100-500 500 mm Steel / steel  4’000 kg 2’000 kg ø 12 mm 38 kg

34.1000 240 mm, wide Steel / steel  5’000 kg 2’500 kg ø 24 mm 21 kg

34.200B 320 mm Steel / steel  10’000 kg 5’000 kg ø 16 mm 31 kg

34.200BH 320 mm Steel / hardened steel 10’000 kg 5’000 kg ø 16 mm 31 kg

34.2000 320 mm, wide Steel / steel  10’000 kg 5’000 kg ø 16 mm 45 kg

34.300B 400 mm Steel / steel  20’000 kg 10’000 kg ø 24 mm 59 kg

34.3000B 400 mm, wide Steel / steel  20’000 kg 10’000 kg ø 24 mm 94 kg

34.800 600 mm Steel / steel  20’000 kg 10’000 kg ø 18 mm 100 kg

Technical data
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アルミニウム-プラスチック製の架線用スナッチ
ブロックは軽量かつ丈夫で林業における地引集
材用に作られました。このスナッチブロックは
トラクタやウィンチなどによる地引集材に主に
使用され、二種類のサイズがあり、それぞれ最
大9tもしくは最大16tまで対応する仕様です。

利点
• 最小重量で最高効率

• 側板やボルトは飛行機用高張力アルミニウム 
 製、ローラーはプラスチック

• 人間工学に基づいたキャリアハンドル

• 吊り下げ・固定用中空軸

• 側板はナット固定

• ねじ止め

• スリングやストラップを受け入れられる特別 
 仕様の広さ

• 大きいブロック径（索径の10倍以上）

• 安全係数2.5

• すべてのスペアの在庫有り

後部ウィンチのための特別な架
線用スナッチブロック

Technical data
Cable snatch block  9 t  16 t.

max. cable tension at 180° 9 t 
16 t

max. bolt tension 18 t 32 t

max. cable diameter 14 mm 16 mm

weight 6.5 kg 11 kg

roller diameter 180 mm 240 mm
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この冊子の内容に法的拘束力はありません。仕様は予告なくを変更することが
あります。すべての技術情報は参照用です。絵や図は必ずしも機械と装置のオ
リジナル版ではありません。Wyssen Seilbahnen AGによって提供されたいか
なる情報に基づいて製品を扱うことによって結果的に起こった損害（利益の
損失、ビジネスでの損失に限らず、すべての種類の損失）について、Wyssen 
Seilbahnen AGはいかなる種類の責任も負いません。

所有者/ユーザーは、仕様国の法律に準拠し、製品使用の適合性を判断する義
務があります。
お客様には、当社の一般契約条件および配送条件が適用されます。この条件は
ウェブサイトで確認できます。

Wyssen Seilbahnen AG
CH-3713 Reichenbach i.K.
Schwitzerland
phone: +41 (0) 33 676 76 76
fax:  +41 (0) 33 676 76 77
E-mail: info@wyssen.com
www.wyssenseilbahnen.com

Austria:
Wyssen Austria GmbH
Reimmichlgasse 5
AT-6020 Innsbruck
phone: +43 664 882 290 15
E-mail: austria@wyssen.com
www.wyssenseilbahnen.com 


