
※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　東関東営業所 
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-34-7 NEX新宿ビル9F FAX（03）3350-5860　西関東営業所

■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1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
■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

粉体の加工に関し、お困りのことがございましたら何なりとお申し付け下さい。お待ちしております。

※事前にSDSのご提示をお願い致します。

セイシン企業

粉砕／分級／乾燥／造粒／混合／選別



ここに粉のプロフェッショナル
“SEISHIN”の技術がある。

少量のテストから量産まで対応
少量（数g～）のラボ試験から、月産数百tの量産加工まで、対応致します。

工場複数加工によるコスト削減
設備が充実している為、各種加工が一括して行えます。

短納期
熟練した技術者が迅速かつ丁寧に品種切り替えを行います。
当社の受託加工はレスポンスを重視しており、通常2週間あれば加工を開始できます。

専門知識を活かした提案力
長年の受託加工のノウハウと粉粒体機器販売の専門知識を活かした総合的なご提案をさせて頂きます。

特長

1982年（昭和57年）、受託粉体加工の工場として設立。粉砕、分
級、乾燥、混合等、各種の試作から量産まで、高い技術力で幅
広く対応致します。

全自動粉砕ラインによる大量生産や冷凍粉砕など樹脂の加工を
得意としています。
気流式殺菌機やジェットミルによる食品・食品添加物の受託加
工も行います。

西日本の受託粉体加工の中心として、利根川工場と同様に様々
なニーズに対応致します。生産設備の大きさは当社でNo,1です。

最新鋭の食品専用受託加工工場です。高度な加工環境のなかで、
選別・殺菌・粉砕・分級・造粒・乾燥・混合・表面処理・分析
まで一括して行うことができます。食の安全と安心に貢献すべ
く、「ミクロの技術を食品に」を合言葉にかかげ、皆様のお役
に立てる食品専用受託加工に邁進して参ります。

■工場案内

利根川工場
ISO 9001取得

響灘工場
ISO 9001取得 

食品添加物製造許可取得

日光工場
ISO 9001取得

食品添加物製造許可取得
有機JAS取得

山口
宇部寿工場
ISO 9001取得 

食品添加物製造許可取得 
有機JAS取得
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樹脂粉砕

ジェットミル＋
クラッシール

熱可塑性/硬化性樹脂の粉砕もお任せください。
熱可塑性樹脂の粉砕は、常温粉砕の全自動運
転によりコストダウンと大量生産を両立できま
す。また、冷凍粉砕にて微粉砕も可能です。熱
硬化性樹脂は、ジェットミルを使用した微粉砕
（D50≦5μm）に対応致します。

ジェットミルは乾式状態で最も細かく出来る高精度な
粉砕機です。また、圧縮空気を使用することで粉砕時
の発熱等の心配もありません。
クラッシールは気流中で高分散状態でサイズ分け出来
る精度の高い分級機です。粗粉・微粉をカットし、粒
度サイズを揃えることで、製品の性能向上に繋がる事
例も多くあります。
また、機種のラインナップも幅広く所有しているため、
数百gの研究・開発目的の少量試作から数百tの大量生
産まで対応可能です。

■実績
原料 粉砕粒径

PP

PE

エポキシ樹脂

フェノール樹脂

エンプラ系

1 10 100 1000 3000
粒度
（㎛）

凍結粉砕設備 スパイラルミル

試料 目的

電子材料 微粉中の粗粉除去

樹脂粉 解砕・粗粉除去

高効率精密気流分級機
クラッシール

横型ジェット粉砕機
シングルトラック・ジェットミル

原料投入サイズ：0.5㎜以下
粉砕品サイズ：～2μm程度
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スピンエアシーブは異物除去や微粉中の粗粉
カット目的で多く使用頂いています。通常の
篩機に比べて生産能力も高く、微粉域（≧10μ
m）での分級も得意としております。また、分
布幅の非常に狭い粒度調整も可能です。
PITAはレーザー回折式の粒度分布では確認出
来ない、個々の粒子を画像解析することで、
形状の分散または二次凝集などより高品質な
粒度管理が可能です。
お客様の目的に合わせて、加工方法から分析
方法までご提案させて頂き、より付加価値の
高い製造方法を提案致します。

製品の品質管理・測定
当社品質マネージメントシステムに基づく品
質管理により、高品質で安全・安心なサービ
スをご提供します。関連法規を遵守し、品質
マネージメントシステムの有効性を継続的に
改善していきます。原料受入から製品出荷ま
での工程の中で、危険防止につながる特に重
要な工程を連続的、継続的に監視し、製品の
安全性の確保を徹底いたします。
製品管理は当社の測定機器を用いて行い、詳
細な粒度データを提供いたします。作業の見
直し、改善改良を常に行い、衛生、製品の品質
の向上に努めます。

試料 目的

金属粉・研磨粉 粗粉除去による性能向上

シリカ 品質価値向上

電池材料 粗粉異物除去

測定項目

粒度分布（レーザー式、音波篩）／粒子形状／水
分／物性（タップ密度、静かさ密度、安息角） 等

・原料 ・分級後　粗粉（10μmON品）

■ 円相当径散布図

旋回気流式篩分け装置
スピンエアシーブ
目開き：～10μm

粒子形状画像解析装置
PITA-04

スピンエアシーブ＋PITA

3



■受託加工実績例

無機物

セラミックス
金属酸化物

アルミナ、シリカ、マグネシア、酸化セリウム、ジルコニア、酸化チタン、イットリア、チッ化／炭化ケ
イ素、水酸化マグネシウム、水酸化リチウム、炭酸リチウム、ガラス、酸化鉄、チタン酸バリウム、リン
酸鉄リチウム、マンガン酸リチウム、フッ化カルシウム、チッ化アルミ、フェライト　他

金属類
炭素材

各種炭素材料（黒鉛、グラファイト、カーボンブラック、活性炭、ピッチコークス、竹炭）、Si、鉄粉、磁
性材、Ni粉

鉱酸物等 ゼオライト、フライアッシュ、スラグ、セメント、カオリン、タルク、マイカ、石灰石、珪藻土、珪砂

有機物

熱可塑性樹脂 PA、PI、PS、PPS、PC、PE、PP、PET、PES、PMMA、フッ素樹脂、PEEK、PVC、ワックス類

熱硬化性樹脂 エポキシ樹脂、フェノール樹脂

農薬原体
有機化合物 農薬原体各種（殺虫剤、殺菌剤、肥料、防カビ剤、これらの中間体）

バイオマス 石炭、木質ペレット、パルプ、稲わら

食品 大麦若葉、茶葉、食用炭、ウコン、菌茸類、食品添加物

乾式ジェットミルを中心に、機械
式粉砕機、ボールミル等を用い、
平均粒子径で数㎜～数μm迄の
幅広い粒径の粉砕が可能です。
また、湿式ビーズミルを用いるこ
とによって粒子をサブミクロンま
で粉砕致します。
冷凍粉砕・ジェットミルを使用し
弱熱性の材料も対応できます。

粉砕 Pulverization

精密気流分級により、ミクロンオー
ダーの領域で高精度かつ高処理量
の分級を実現。
旋回気流式篩分け装置スピンエア
シーブは、≧10μmの目開きの篩分け
が可能です。
強力型振動篩機は、通常の振動篩と
比較し3～4倍の処理能力があります。
超音波振動篩機で≧20μmの目開き
の篩分けも承ります。

分級 Classification

撹拌転動造粒機（1ℓ～330ℓ）に
て、数百μm～数㎜オーダーの造
粒をラボスケールから対応致し
ます。
乾式圧密造粒機は、バインダー
なしでの造粒・圧密が可能です。
微粉末の流動性改善、充填密度
の向上に役立ちます。
造粒後に整粒することにより、収
率アップが期待できます。

造粒 Granulation

磁力による磁性異物の除去、風力分級/篩分けでサイズによる選別
もお引き受けします。製品の品質向上、リスクの低減に利用下さい。

選別・異物除去 Sorting and Removal

連続気流式乾燥機フラッシュ
ジェットドライヤーは高温・高速
の気流中でケーキ・スラリー状の
含水粉体を瞬間的に分散・乾燥
を行います。
他社乾燥機にない、一次粒子で
製品を回収できることが特徴で
す。
コニカル型減圧乾燥機は減圧しながら乾燥することにより、低温（50
～200℃）でも効率よく乾燥することができます。

乾燥 Drying

撹拌転動造粒機は、分散力の高
い高速型ミキサーとしても使用で
きます。
V型、タンブラー型、リボン型、公
自転型と各種混合設備を所有し
ております。
フィラーのシランカップリング処
理もラボスケールから実施します。
1ℓ～2000ℓまでの混合に対応致
します。

混合 Blend

■加工内容
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