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あらゆる素材を効率良く微粉砕します。

インペラーミル　IMP-400型

高速回転するインペラーと波形ライナーの相互作用（衝撃せん断）により粉砕する為、多分野の材料を粉砕できます。

、弾性のあるゴム系材料等の超微粉砕が可能です。

くず



2

低温脆化により、粉砕が可能になりました。
概 要
冷凍粉砕技術は工業材料から近年では食品材料に至るまで幅広い分野で使われております。現代の生活に必要不可欠なプラ
スチック、ゴム系の弾性体は、常温下で微粉砕することが極めて難しいとされています。そこで液体窒素を用いて超低温域
－196℃域で粉砕原料を脆化させることにより、粉砕を可能としました。

被破砕物 原料粒度 破砕粒径 処理能力

EAA ペレット D50=100～150μm 100kg/h

EVA ペレット 425μmPass 115.7kg/h

PP ペレット 850μmPass 250kg/h

PA6 ペレット 250μmPass 83.3kg/h

PA11 ペレット 300μmPass 43.5kg/h

PA12 ペレット 212μmPass 40.3kg/h

PVC ペレット D50=75μm 134.4kg/h

PC ペレット 425μmPass 63kg/h

重合脂肪酸系 ペレット D50=250～300μm 60kg/h

生分解性樹脂 ペレット D50=250～270μm 30kg/h

サメ軟骨 φ5㎜Pass D50=25～40μm 200kg/h

蟹殻 10㎜程度フレーク状 212μmPass80% 100kg/h

稲若葉 D50=1.5mm D50=30μm 180kg/h

煎茶 粗茶 125μmPass90% 300kg/h

オリーブリーフ D50=2.5mm D50=30μm 100kg/h

適用例

粉砕原料

浸漬槽供給機

ロータリーバルブ

サイクロン

パルス用圧縮ガス

窒素ガス循環ブロワー

ロータリーバルブ

排気ガス

常温化装置

乾燥空気

篩上粗粉 篩下微粉

粉砕・篩分製品

ロータリーバルブ

バグフィルター

バグフィルター下
微粉

運転時の排気温度
マイナス30～120℃

インペラーミル

液体窒素
－196℃

液体窒素
－196℃

冷凍粉砕設備

冷凍粉砕設備
IMP-400型

冷凍粉砕装置
参考フロー

※被破砕物のグレードによって粉砕性が異なりますので上記データは保証値ではありません。
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破砕造粒整粒機 クイックミル

分解・洗浄が容易、医薬品の粉砕・整粒が可能。
基本原理
本機は垂直回転軸に特殊な形状をした回転刃を取付け高速回転さ
せます。回転刃の剪断力により被処理材料の破砕、造粒及び整粒
を行います。
粉砕室は360°全周解放されたスクリーンにて覆われており、原
料の滞留時間が短いため熱の発生は従来の粉砕機より少なくなり
ます。インバーター駆動により回転数を目的に応じて設定できます。

特 長
● 粉砕・造粒及び整粒ができます。
● 機械操作が簡単で、静かです。
● シンプルな構造の為、分解洗浄が非常に容易です。
● 原料の滞留時間が短いため、大量の処理が可能です。
● 高い歩留りが得られます。
● 回転数の調整はインバーター制御によって行われます。
● コンパクトで据付面積もとりません。
● キャスター付きで移動が簡単です。
● 湿式・乾式両方の処理ができます。
● 原料の物性・製品の粘度に応じて、多様なスクリーン、
　 回転刃を使用できます。

型　式 電動機（kW） スクリーン径（mmφ） 回転刃（枚） 高さ（mm） 幅（mm） 奥行（mm）

QMY-10 1.5 150 8 1400 700 650

QMY-30 2.2 200 8 1500  900  800

QMY-50 3.7 250 8 1298 945 800 

QMY-75 5.5 300 8 1352  1160 870

QMY-100 7.5 350 8 1532  1180  925

仕 様

内部構造QMY-30 （連続回収型）

クイックミル用スクリーン各種：材料の粉砕状況に応じて、形状対応しています。

QMY-30 （標準型）
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新素材の開発に
サブミクロンを追求するプラネタリーミル。

概 要
これまでの転動ボールミルではボールとサンプルの重力による粉砕の為、粉砕に長時間を要しました。
遊星ボールミルは粉砕ポットに自転と公転の組み合わせによる強い遠心力を作用させ、短時間に超微粉砕及び均一分散を可
能にしました。粉砕方式は乾式粉砕・湿式粉砕の両方が可能です。遊星ボールミルは様々な原料の超微粉砕、新素材の研究、
開発に適した超微粉砕機です。

特 長
● 湿式粉砕ではサブミクロンの超微粉砕が可能です。
● 自転・公転を逆方向に行うことで、強力な遠心力をかけ、短時間で高
効率に超微粉砕が可能です。

● 粉砕ポットはSPM-03は3ヶ掛、SPM-04は4ヶ掛となります。
● 回転数はインバーター制御のため、任意の回転数で粉砕が可能です。
● ポット、メディアの材質はAl₂O₃、ZrO₂、Si₃N₄、SS等が選択できます。

遊星ボールミルは公転するテーブル上にポットを乗せ、自転と公転
が逆方向に作用することにより、ポット内のボールに強力な遠心力
が作用します。各ポットに投入された原料は主に圧縮力を受けて短
時間に超微粉砕が行われます。

形式 SPM-03型 SPM-04型

ポット容量 350㎖ 3.0ℓ

ポット数 ３ヶ ４ヶ

公転回転数 MAX 480 rpm 250 rpm

公自転比 1.25 1/2

モーター φ3,200V, 1.5kW 3.7kW

変速方法 インバーター制御 インバーター制御

外形寸法 W695×D465×H490 W1240×D960×H1160

重量 120kg 750kg

仕 様

テ－ブル
回転方向

ポット
回転方向

遠心力

遊星ボールミル

原 理

粉砕例

SPM-03 SPM-04

窒化ケイ素　Si3N4 ジルコニア　ZrO2 ホワイトアランダム　WA#800
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適用例
セラミック類：
アルミナ、ジルコニア、シリカ、チ
タン酸バリウム、窒化ケイ素、研磨
材、硝子、等
金属類：
稀土類金属、フェライト、等
その他：
トナー、樹脂、医薬品、農薬、食品、
無機薬品、等
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kW 150kW

樹脂・ゴムなどの粗粉砕に抜群の性能を発揮します。
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型式 処理量
（kg/Hr）

モーター出力
（kW）

ローター回転数
（rpm）

投入口寸法
（Φ）

重量
（kg）

VM-16K型 90 1.5 1,500/50Hz 250×280 110

VM-22K型 120 3.7 1,000 250×280 230

VM-27K型 200 3.7 750 350×335 300

VM-32K型 300 7.5 750 440×325 450

VM-42K型 400 15 750 450×540 950

VM-50K型 500 30 640 540×550 1,865

VM-60K型 650 45 500 600×600 2,000

VM-75K型 800 55 270 800×900 3,900

VM-100K型 1,000 75 205 1,000×1,100 7,400

HM-20K型 60 3.7 1,500/50Hz 200×280 110

HM-40K型 200 15 710 280×480 950

HM-60K型 400｠ 30 530 380×630 1,730

HM-100K型 600 45 750 350×1,040 2,500

HM-115K型 1,100 75 465 690×1,150 6,000

HM-160K型 2,000 150 357 800×1,600 13,000

仕 様

製造元：オリエント粉砕機（株）
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発生させて蓄熱を抑える構造を持ちます。そのため、樹脂の常温粉砕が可能な
粉砕機です。　

樹脂リサイクル群の粉砕に適しております。

樹脂用中粉砕機 スパイラルミル

品名 原料 粉砕粒径 処理能力
PE 4-5mmペレット 300～700μm 20㎏/h
PP 4-5mmペレット 300～700μm 15㎏/h
PA6 4-5mmペレット 400～800μm 20㎏/h
PA12 4-5mmペレット 400～800μm 20㎏/h

品名 原料 粉砕粒径 処理能力
PVC 4-5mmペレット 50～100μm 30㎏/h
PC 4-5mmペレット 300～600μm 15㎏/h

FRPフレーク 4-5mmペレット 200～500μm 30㎏/h
PET 4-5mmペレット 100～400μm 20㎏/h

実 績
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圧縮によるフレーク化とせん断による微細化。

フレーク化及びリサイクル用途  ロールプレス

原理、構造
相対するプレスロールを内向に回転させ、上部ホッパーより落下
してくる原料を、ロール間の圧力で、連続的に圧縮し、粉体内の
空気を除去、フレーク化することができます。（見掛密度の増大）
また、ロール間の微少隙間を通過する際に作用する圧縮、せん断
力により、熱硬化性樹脂発泡体や、樹脂繊維、皮革、植物等の微
細化にも使用可能です。

適用例
茶かす　ぶどう皮　稲わら　カカオ豆の皮　ケナフ　米　コーヒーかす　かつお節　椰子がら　さとうきび　イグサ　漢方薬草
熱硬化性樹脂発泡体　樹脂繊維　皮革

特 長
● 粉体内の空気を除去し、フレーク化
　 （見掛密度アップ）
● 発塵抑制、流動性、付着性の改善
● 樹脂繊維等のリサイクルに応用可能
● 騒音、振動、発塵が少ない。静的な処理
● 微粉砕の前処理としても有効　

RP-450 内部写真

150型 300型 450型

ロール径×幅 φ150×150ｍｍ φ300×300ｍｍ Φ450×450ｍｍ

回転数 ～30rpm ～20rpm ～15rpm

押力 ～30t ～60t ～90t

モーター 11kＷ 18.5kＷ 30kＷ

仕 様

圧縮

延伸 製品

微粉砕機ロールプレス

インライン
ブロア

原料

原理 内部構造
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できます
できる

中粉砕機 ピンミルDDシリーズ

長年の実績のある粉砕機です。

製造元：槇野産業（株）
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卓上型衝撃式粉砕機。

研究室用小型粉砕機 小型ハンマーミル／石臼式粉砕機 グローミル

概 要
SPミルは主軸にセットされた固定ハンマーが超
高速回転することにより粉砕される衝撃式微粉
砕機です。今までにない新発想による高効率･微
粉砕・低コストを実現しました。
SP-２型は卓上型で大型機並の微粉砕が可能です。
生産機も超高速（周速max150m）で群を抜く
高性能・コストパフォーマンスを誇ります。

概 要
グローミルは上下2枚の砥石による石臼式粉砕機です。砥石の間隙を通過するときに発生す
る衝撃･遠心力･せん断力によって、原料を超微粒子に粉砕します。粒子の大きさは簡単なク
リアランス（砥石間隙）調整で、自在に設定可能です。
特殊構造のセラミック製石臼により接触運転もでき、アンダー･ミクロンの超微粒子まで粉砕
可能にしました。
食品用素材から工業素材まで、あらゆる素材のせん断・磨砕・微粒化・分散・乳化・フィブ
リル化が同時に行える用途範囲の広さがグローミルの特徴です。

材質 オールステンレス（モーター、電装品、パッキン類、ゴム脚等を除く）

電源 単相・交流、100V、50/60Hz

電流 最大14A

消費電力 1,350 W

無負荷回転数 24,000 rpm

回転数変更 スライダー

質量 約15kg

ハンマーサイズ φ100×10W

ハンマー本数 一体型、6本タイプ

SP-2型 内部写真

■ SPミル

■ グローミル

石臼式ならではの多様な対応。高密度の砥石。
｢切れ味｣や ｢処理能力｣が断然違う。

製造元：（同）エヌワイラボ

製造元：（株）グローエンジニアリング

仕 様

GM4-25

適用例
食品 デミグラスソース、コーンスープ、ねりゴマ、お

から、大豆、白玉粉、野菜ペースト、ムース、チー
ズ、バター、マヨネーズ、ピーナツバター、梅、
各種塩

香辛料 豆板醤、生姜ペースト、ニンニクペースト、ソー
ス原料、酒粕、もろみ、味噌

医薬・化粧品 各種薬用クリーム、漢方原料 レイシ
工業原料 活性炭、金属酸化物、水酸化リチウム、ポリイミ

ド、フィルム、カーボン、ガラス、樹脂、水溶性
塗料、ニッケル酸化物、グリースの粉砕・分散

原料
固定グラインダー

回転グラインダー

フラット面

クリアランス：1週=0.1mm
回転グラインダーが上下します

溝

原理



※本カタログ記載の製品は、一般的な粉体材料を対象として設計・製造されており、危険物（毒物、爆発物など）を対象とした仕様とはなっておりません。危険物（毒物、爆発物など）を対象として使用す
ることをご検討の場合は、必要な措置を施した上ご使用下さいますよう、お願い申し上げます。
※また、海外でご使用の場合は、輸出国名、使用する会社名、使用目的などの資料を予めご提出いただく必要がございますので、弊社営業担当にご相談下さい。ご理解、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。
※仕様は予告なく変更する場合がございます。

■本 社 〒151-0051  電話（03）3350-5771
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-34-7 NEX新宿ビル9F FAX（03）3350-5860

■南関東営業所 〒243-0014  電話（046）228-2555
神奈川県厚木市旭町1-27-6 本厚木マイビルディング4F FAX（046）228-2556

■富 山 営 業 所  〒930-0003  電話（076）482-3602
富山県富山市桜町2-4-4 富山センタービル3F FAX（076）482-3603

■名 古 屋 支 店  〒460-0008  電話（052）220-1157
愛知県名古屋市中区栄2-5-13 アイ・エスビル5F FAX（052）220-1150

■大 阪 支 店  〒564-0052  電話（06）6330-1231
大阪府吹田市広芝町10-40 TEK第一ビル4F FAX（06）6330-1235

■日 光 工 場  〒321-2344  電話（0288）26-9000
栃木県日光市猪倉字中原3439-1 FAX（0288）26-9004

■利 根 川 工 場  〒349-1213  電話（0280）62-2791
埼玉県加須市栄497 六軒工業団地内 FAX（0280）62-0870

■荒川計装工場 〒332-0027  電話（048）256-9101
埼玉県川口市緑町9-37 FAX（048）256-9104

■山口宇部寿工場 〒759-0132  電話（0836）62-1157
山口県宇部市山中字甲石700-3 宇部テクノパーク内 FAX（0836）62-6200

■響 灘 工 場  〒808-0022  電話（093）751-5000
福岡県北九州市若松区安瀬66-10 FAX（093）751-4157

■宇 部 支 店  〒755-0052  電話（0836）22-3711
山口県宇部市西本町1-5-9 FAX（0836）22-3714

■九 州 支 店  〒812-0004  電話（092）433-1571
福岡県福岡市博多区榎田2-3-23 FMT榎田ビル FAX（092）433-1572

■岡 山 営 業 所  〒700-0867  電話（086）233-0401
岡山県岡山市北区岡町1-6 FAX（086）235-0860

■四 国 営 業 所  〒760-0005  電話（087）831-7001
香川県高松市宮脇町1-1-23 帝大ビル3F FAX（087）831-7234

■  〒306-0016  電話（0280）32-3111
茨城県古河市古河740 FAX（0280）32-3112

古河開発研究所
北関東営業所
粉体物性センター
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