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FT Associates

弊社活動状況 (取扱製品・サービス)

   

ナノ微細化  ・ 各種粉粒処理

 活動状況・取扱製品・サービス

■ 乾式ジェットミル 微粉砕装置
■ バイブレーション(振動)ミル 粉砕装置
■ グラインディングミル 粉砕装置
■ 湿式キャビテーションミル ナノ分散装置
■ 湿式ウルトラソニック ナノ微粒化装置
■ 湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置
■ 湿式(液体)サイクロン 微細分級装置
■ マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置
■ バイブロ・シフター 振動ふるい分級装置
■ エアー・クラシファイアー 微細分級装置
■ アイソレーター・グローブボックス封じ込め装置
■ バイブレーション・ドライヤー 振動乾燥機
■ 実験・サンプル調整・受託作業
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分級・ふるいわけ
FT 
Associates 

ナノ微細化(微粉砕/破砕/分散/解砕/乳化/分級）・各種粉粒体処理 関連 主要機器･システム

 活動状況・取扱製品・サービス

特徴 機能 ページ
コンパクトな設計で、発熱、異物混入を抑え、各種
粉粒体を微粉砕します。 高圧・高温型、密封型実
験機も準備致しました。

微粉砕
解砕

J01-09

粉砕媒体を挿入した粉砕筒を高速円振動させること
により、短時間で、中粉砕から微粉砕まで幅の広い
粉砕を、行います。

微粉砕
破砕
解砕

V01-12

微粉砕から粗粉砕まで多用な御要求に対応した各種
粉砕機を提案。 各種原料・用途に最適な粉砕機材
をご紹介いたします。

粉砕
破砕
解砕

G01-11

セラミックス・金属・有機性材料等、新機能性・先
端材料の分散に御活用頂けます。   超微量処理、
高粘度、沈降性材料にも対応可能です。  

分散
乳化
解砕

C01-10

強力超音波により、微粒化・ナノ分散・乳化・再凝
集防止・破砕・反応促進・洗浄・脱気等、化学・食
品・電子材料等への、適用が可能です。

微粒化
分散
乳化

U01-07

スラリーからの固形分の分級・分離・濃縮に活用下
さい。   低エネルギーコストで、運用可能です .。

分級
分離
濃縮

H01-08

装置・システム
乾式ジェットミル微粉砕システム
(Jet Mill Ultra Fine Grinding 
System) 

バイブレーション(振動)ミル 粉砕装置
(Vibration Mill Grinding System)

グラインディングミル粉砕装置
(Grinding Mill Pulverization 
System) 

湿式キャビテーションミル ナノ分散装置
(Cavitation Mill Nano Dispersing 
System) 

ウルトラソニック ナノ微粒化装置
(Ultrasonic Processor Nano 
Forming System) 

対象
ミクロン

サブミクロン

ミクロン

ミリ

ナノ
サブミクロン

ナノ
サブミクロン

ミクロン

サブミクロン
ミクロン

ミリ

湿式(液体)サイクロン微細分級装置
（Hydrocyclone Classification 
System）

各種粉粒体ナノ微細化・分散に、大きな効果を得る
ことが、出来ます。 前処理用混合装置、各種材
質・寸法のビーズも御提案致します。

ナノ
サブミクロン

ミクロン

微粉砕
解砕
分散

微粒化

湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置
(Beads Mill Nano Grinding & 
Dispersing System

B01-14

02



株式会社エフ・ティ・アソシエイツ (ＦＴＡ）           

2015/9/21

電話 : 04-2997-8070･8071･8072 Fax : 04-2997-8079  E-mail : sales@ftajapan.com

分級・ふるいわけ
FT 
Associates 

ナノ微細化(微粉砕/破砕/分散/解砕/乳化/分級）・各種粉粒体処理 関連 主要機器･システム  

 活動状況・取扱製品・サービス

特徴 機能 ページ

ミクロンまでの微粉分級用の 高精度ふるいとし
て御活用頂けます。 マイクロシーブスクリーン
もお試し下さい。

分級
ふるいわけ

M01-06

水平・垂直・傾斜の三次元運動を応用し、高性能
のふるい分けを実現します。 湿式、乾式、粒子
形状・サイズを問いません。

分級
ふるいわけ

S01-07

強制渦中の粒子を遠心力と流体抗力の差によって
分級を行う超微粉風力分級機です。 サブ・ミク
ロン領域までの分級を可能にしました。

分級 A01-04

高高活性医薬原薬・中間体、バイオ原料・細胞障
害性薬（サイトトキシックドラッグ）等の製品品
質管理、 及び、ハザード管理に最適な環境を
御提案致します。

封じ込め I01-07

各種粉粒体の試験・受託加工・サンプル製造の、
御要求に対応致します。 御検討中の、材料、加
工内容等、御連絡下さい

微粉砕
解砕
分散

微粒化
ふるいわけ

P01-02

装置・システム

マイクロ・クラシファイアー微細分級装置
(Micro Classifier Classificataion 
System)

バイブロ・シフター振動ふるい分級装置
(Vibration Sifter Classification System)

エアー・クラシファイアー 微細分級装置
(Micro Powder Air Classifier)

高性能アイソレーター・グローブボックス
(High Grade Isolator & Glove Box) 

対象

ミクロン

ミクロン
ミリ

サブミクロン
ミクロン

ナノ
サブミクロン

ナノ
サブミクロン

ミクロン

実験・サンプル調製・受託作業
(Fine Powder Vibration Dryer) 

高活性医薬原薬・中間体、バイオ原料・細胞障害
性薬（サイトトキシックドラッグ）等の製品品質
管理、 及び、ハザード管理に最適な環境を御提
案致します。

サブミクロン
ミクロン

ミリ

乾燥 バイブロ・ドライヤー 振動乾燥機
(Fine Powder Vibration Dryer) 

D01-10
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A01

Micro Powder Air Classifier
エアー・クラシファイアー 微細分級装置

サブミクロン領域までの分級を可能にしました。  
乾式微細分級用空気分級装置です。

エアークラシファイアー 微細分級装置

システム設計・構築 / 販売 / エンジニアリング / 受託加工 
■ナノ微細化(微粉砕/破砕/分散/解砕/乳化/分級）機器･システム  ■ 各種粉粒体処理機器･システム

株式会社 エフ・ティ・アソシエイツ（ＦＴＡ）
 
  358-0012 埼玉県入間市東藤沢１-２３-６ 
  Tel : 04-2997-8070･8071･8072    
  Fax : 04-2997-8079 
  E-mail : sales@ftajapan.com      
  URL : http://www.ftajapan.com 

FT Associates

サブミクロン・ナノ 分級サブミクロン・ナノ 分級
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● 分級点は0.5～50ミクロンと広範囲

● 分級精度（D75/D25）は1.3～1.8と非常にシャープ。

● 分散機構を内蔵。

● 機械の摩耗や、異物の混入が少ない。

● 構造が簡単で清掃及びメンテナンスが容易。

● 分級点の変更は、ロータの回転速度のみで可能。

● 実験用小型機種から工場用大型機種まで同一性能で、スケールアップが簡単。

■ 特徴

トナー、ポリエチレン等の低融点物質、アルミナ、炭化珪素等の硬質
物質、研磨剤、粉末冶金、パウダーコーティング、シリカゲル、石炭、
ガラス、 セメント、タルク、薬、小麦粉、他。

強制渦中の粒子を遠心力と流体抗力の差によって分級を行う超微粉風力
分級機です。

分級の決め手である分散に留意しサブ・ミクロン領域（0.5～50ミクロン）
までの分級を可能にしました。

D75/D25で1.3～1.85μｍと、非常にシャープな分級精度が、得られます。

■ 用途

超微粉（乾式）分級装置  シリカ 分級前 シリカ 分級後

150型

エアークラシファイアー 微細分級装置A02

エアー・クラシファイアー 微細分級装置エアー・クラシファイアー 微細分級装置
Micro Powder Air ClassifierMicro Powder Air Classifier

サブミクロン・ナノ 分級サブミクロン・ナノ 分級
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①  分散・分級作用
      を持つ空気は、
      ローターと
      ローター・リング
      の隙間から高速
     で、分散ゾーンに
      入り ます。

② ローター・リングの原料
      供給口から入った粉体
      は、全周360度の分散
      ゾーンに入り、ここで
      高速気流を受け、
      分散します。

③ 分散ゾーンで粒子は
外報告に働く遠心力と、
内方向に働く空気効力の
差により分級されます。

④ 分級された微粉は
      空気に伴われて、
      ローター中心部の
      微粉排出口を経て
      サイクロンあるいは
      バグフィルターで
      捕集されます。

⑤ 粗粉および凝集粒子は、
      分級ゾーン外側の分散
      ゾーンで再び分散作用
     を受け、粗粉に付着して
     いる微粉が分離されて
     いきます。 

⑥ 粗粉は分散ゾーン
      外側のローター・
      リング内壁に到着し、
      ローター・リングの
      粗粉排出口を経て
      排出されます。

■ 分級機構

エアークラシファイアー 微細分級装置A03

エアー・クラシファイアー 微細分級装置エアー・クラシファイアー 微細分級装置
Micro Powder Air ClassifierMicro Powder Air Classifier

サブミクロン・ナノ 分級サブミクロン・ナノ 分級
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1000 x 1620 x 
1450H

690 x 1250 x 
910H

1230 x 620 x 
1240H

2700 x 1300 x 
2100H本体寸法  [mm] 

--300200粗粉空気輸送用空気量 [Nℓ/min] 

5537155.5ブロア用動力  [kW] 

22/-4000mmH2O15/-4000mmH2O5.5/-4000mmH2O1.8/-4500mmH2O一次空気量  [N㎡/min] 

5.55.51.51.5ローター用動力  [kW] 

500 ～ 3600500 ～ 3600500 ～ 4000500 ～ 7200ローター回転数  [RPM] 

50 ～ 100025 ～ 50010 ～ 1800.5 ～ 10処理量  [kg/Hr]

1.3 ～ 1.81.3 ～ 1.81.3 ～ 1.81.3 ～ 1.8分級精度 D75/D25   [μm] 

0.5 ～ 500.5 ～ 500.5 ～ 500.5 ～ 50分級点 D50   [μm]

600500450300機種

■ 主要機材 仕様

300型

150型

500型分級機本体

（このカタログに記載されている仕様等は、予告なく変更されることがあります。）

エアークラシファイアー 微細分級装置A04

エアー・クラシファイアー 微細分級装置エアー・クラシファイアー 微細分級装置
Micro Powder Air ClassifierMicro Powder Air Classifier

サブミクロン・ナノ 分級サブミクロン・ナノ 分級
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 Beads Mill Nano Dispersing System
湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置 

（アイメックス株式会社） 

各種粉粒体のナノ微粉砕・破砕・解砕・分散用に
大きな効果を得ることが出来る湿式ビーズミル微
粉砕・ナノ分散装置です。  

   湿式ビーズミル ナノ・分散装置

システム設計・構築 / 販売 / エンジニアリング / 受託加工 
■ナノ微細化(微粉砕/破砕/分散/解砕/乳化/分級）機器･システム  ■ 各種粉粒体処理機器･システム

株式会社 エフ・ティ・アソシエイツ（ＦＴＡ）
 
  358-0012 埼玉県入間市東藤沢１-２３-６ 
  Tel : 04-2997-8070･8071･8072    
  Fax : 04-2997-8079 
  E-mail : sales@ftajapan.com      
  URL : http://www.ftajapan.com 

FT Associates

B01

サブミクロン・ナノサブミクロン・ナノ 粉砕・解砕粉砕・解砕 ナノナノ 分散・微粒化分散・微粒化
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■ ビーズミル 粉砕・分散の基礎要素

＊ 粉砕・分散の目的

① 砕料を単純に微粒子化する。    
② 粉砕・分散の過程で現れるメカノケミカル効果を期待する。

＊ 粉砕の性質
・ 種類  無機物、有機物、有機金属化合物など
・ 「粉」と「粒」の境界  粒子の自重と付着力のバランスが
  取れる付着平衝粒径（30～60um）
・ ブランク粒径  大きいものはmax50μm、比重の小さいものは
  max150μm 
・ 凝集する粉砕の形態

① 結晶子の集合体として一次粒子。
② 一次粒子の集合体として結合の強い凝集粒子
   （ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾄ/Aggregate）
   ・ 強いエネルギーが必要 = 高速運転、高比重ビーズを
     使用。 
   ・ メカのケミカル反応には、強く、かつ長時間のエネルギー
     が、必要。
 結合の軟らかい凝集粒子（アグロメレート/Agglomerate）
   ・ 強いエネルギーは不要
     ・ サブミクロン領域以下で凝集する材料は、強い衝撃力に
     より粒子破壊を起こす。

＊ 溶媒

・ 水などの無機化合物、炭化水素、アルコール、エーテル、
  アルデヒド・ケトン酸、誘導体など。
・ 危険物、毒物、劇物で、腐食性、溶解性の強いものが
  あるので注意が必要。

＊ 目標粒子径

・ 粒子分布における平均粒径や最大粒径等の粒径範囲
  について目標設定の必要。
・ 粒度分布測定機は機種、メーカーごとに差異があるので、
  サンプル・スラリーで事前のチェックが必須。

＊ 粉砕室材質、ビーズ

・ 粉砕室とビーズ材質は、処理物に対するコンタミネー
  ションの許容値、あるいは砕料の粉砕強度などから選定。
・ ビーズ径は、砕料の粒子径によって決定。
・ 粒子を破壊できる最小のビーズ径を選定すると、処理
  時間がかかるが、粒子を微細化できる可能あり。

＊ ビーズミル型式選定

・ 分散相の粉体や溶媒の性質、性状（粒度、粘度）、
  混合化、分散系の流動性、目標とする粒子径分布など
  によって、必要なエネルギーや分散粉砕する方法が
  異なり、ビーズミルの機種も、それらの条件を考え選定。

B02    湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置

湿式ビーズミル湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置ナノ粉砕・分散装置
Beads Mill Nano Grinding & Dispersing SystemBeads Mill Nano Grinding & Dispersing System

サブミクロン・ナノサブミクロン・ナノ 粉砕・解砕粉砕・解砕 ナノナノ 分散・微粒化分散・微粒化
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* アルファミル（ALPHA MILL -1L）

 ・ φ0.03mmの微小ビーズ対応連続式ビーズミルです。  
 ・ オリフィス収縮流を利用することにより、高効率処理を可能としました。   
 ・ 従来のミルに比べ、2～3倍の効率アップ(処理時間が1/2～１/3)を実現。
 ・ ビーズを強制的に循環させる事によりメディアパッキング現象を、又異常
   発熱、磨耗の発生も防止。  
 ・ ビーズがベッセル内を均一に循環することで、シャープな粒子径を製造
   いたします。
 ・ 突起物をなくし、磨耗による急激な性能低下を防止致しました。

* バッチ式レディーミル（RMB）

 ・ ビーズミル検討の最適な実験用ビーズミルです。
 ・ 迅速にデータ収集が可能です。
 ・ 部品点数を抑え、分解組立てが極めて容易です。 又、洗浄も簡単にできます。
 ・ 水道水による冷却、１００Ｖの電源による稼動等、手軽に使用できます。
 ・ 初期コスト、及びオペレーションコストも、極めて低額です。
 ・ 最低30mlのスラリーによる実験が可能です。
 ・ 最小ビーズ径制限がありません。
 ・ 多彩なオプションをご利用いただけます。

ビーズ分離容器 ビーズ分離・精密濾過装置
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湿式ビーズミル湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置ナノ粉砕・分散装置
Beads Mill Nano Grinding & Dispersing SystemBeads Mill Nano Grinding & Dispersing System

サブミクロン・ナノサブミクロン・ナノ 粉砕・解砕粉砕・解砕 ナノナノ 分散・微粒化分散・微粒化



株式会社エフ・ティ・アソシエイツ (ＦＴＡ）           

2015/9/21

電話 : 04-2997-8070･8071･8072 Fax : 04-2997-8079  E-mail : sales@ftajapan.com

* 連続式竪型レディーミル（RMV-03）型   

 ・ 少量サンプルで連続式のテストが可能です。
 ・ 安価でコストパフォーマンスが高く、小型・軽量で卓上に設置可能です。
 ・ 部材の洗浄が容易で、あらゆるテストに効果を発揮（生産時のスケールアップに対応）。   
 ・ バッチ式としても利用できます。
 ・ 供給ポンプ、スラリータンクをセット。
 ・ スラリーのプレミキシングがビーズミルモーターと兼用です（撹拌用羽根、
   シャフト付き）。
 ・ ベッセルが簡単に装着でき、スラリーとビーズを分離することでロスを抑えます。
 ・ ビーズミル、供給ポンプの変速が可能で、最適条件の確立が容易です。

35kgMAX3,000r.p.m0.4kW2～10 L/hr0.32 L

概略重量回転数電動機容量処理容量容器容量

50kgMAX3,800r.p.m0.75kW2～10 L/hr0.32 L

概略重量回転数電動機容量処理容量容器容量

・ 0.1mmの小径ビーズが使用でき、少量サンプルによる超微粒子化実験が可能です。
・ 分解・洗浄が容易で組み立ても簡単。
・ 生産機へのスケールアップが可能で、ナノメートル領域の分散・粉砕に最適です。
・ 小径ビーズ（0.1mm）が使用でき、超微粒子化が可能です。    
・ 変速が可能で、最適条件の確立が容易です。    
・ 負荷変動に対応し、一定トルクでの定回転粉砕が可能です。
・ コンピューター接続でモーター負荷状態を記録できます。    
・ 少量のサンプルで連続式のテストが可能、スケールアップも容易です。

* 連続式竪型ナノレディーミル(RMN-03型) 

B04    湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置
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* ウルトラビスコミル（UVM/UVM-2）

・ 高濃度スラリー対します。
・ φ0.2mmまでの小径ビーズが使用できます。微小なビーズが使用で従来不可能と
  されていた超微粒子化に対応できます。
・ ピン付ディスクの採用で、ディスク周速6～12m/Secで高粉砕効果が得られます。
・ 撹拌ディスクが低速のため、機械部品とビーズの磨耗が低減されます。
・ 回転スリットが低速のため、磨耗が少なく、スリット部での発熱が微小です。
・ スリット部の泡立ちが少なく、発泡性の高い処理液にも効果的です。
・ 低周速のため、処理物の温度上昇を抑えることができます。
・ 攪拌ディスクが低速であることから、機械部品とビーズの磨耗が低減されます。
・ 回転スリットが低速であるため、磨耗が少なく、スリット部での発熱が微小です。
・ スリット部の泡立ちが少なく、発泡性の高い処理液にも効果的です。
・ 低周速のため、処理物の温度上昇を抑えられます。            

適用 ： 粉砕、解砕、分散、混合、固液反応などで顔料、染料、各種インキ、カーボン、
               ペイント、紙コーティング材、セラミックス、磁気塗料、電子材料、繊維、
               感光、光触媒、農薬、医薬、食品、など

B05    湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置
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・ 0.45mmまでの小径ビーズが使用できます。
・ ビーズミルのディスク周速は、大きくなるほどビーズに与える力は強力になりますが、
  振動、発熱、部材やビーズの急速磨耗、あるいはカケの不具合などが発生します。
  これを防止するにはディスクの低周速化が必要です。
・ 本機はピン付ディスクの採用により、ディスク周速を 6～12m/Secとしています。
  これによって、ビーズの充填率を高め、高性能、低摩耗、低発熱、低コストを
  実現した、大変使いやすいモデルです。
・ ピン付ディスクの採用により、ディスク周速6～12m/Secで高粉砕効果が得られます。
・ 攪拌ディスクが低速であることから、機械部品とビーズの磨耗が低減されます。
・ 構造がシンプルで保守が容易です。  
・ 汎用性が広く、幅広い処理液に対応できます。  
・ 価格が安価で、ランニングコストも経済的です。

              粉砕、解砕、分散、混合、固液反応などで顔料、染料、各種インキ、カーボン、ペイント、
紙コーティング材、セラミックス、磁気塗料、電子材料、繊維、感光、光触媒、農薬、
医薬、食品、など

4,0002,2001,4003,3506045～5591～545100NVM-100

3,2002,2001,2503,0003530～4566～39560NVM-60

2,4002,2001,2002,7002722～3754～32045NVM-45

1,5002,1001,0502,3001818.5～2240～24030NVM-30

1,0002,0001,0001,9001211～18.530～18020NVM-20

7001,6009501,70067.5～1118～11010NVM-10

5401,5008501,40035.5～7.511～675NVM-5

3001,4007501,1001.33.7～5.56～362NVM-2

HLW

概略重量
kg

概略寸法 mmビーズ最大充填量　
L

電動機容量
kW

処理容量　
L/hr

容器容量　　
L

型番

*  ニュービスコミル（NV・M/NVM-2）

B06    湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置
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・ ミル内滞留時間が短く、高吐出運転が可能。  
・ 軟らかい砕料や、凝集粒子をせん断応力の大きい
  ビーズミル内に長時間滞留させると、処理物は
  粒径がサブミクロン領域で粒子との再凝集が
  顕著になります。  
・ ソフ・ファインビスコミルは、このような再凝集を
  防止する目的で開発されました。  
・ ビーズミル内における表面粉砕の早い段階で
  処理物をビーズミル外の別容器に移して、
  被粉砕物に分散剤を確実に付着させた後に
  再びビーズミル内に供給することで
  スラリーの増粘を抑え、超微粒子化を
  促進させます。  

・ ソフ・ファインビスコミルは比較的軟らかい粒子をサブミクロン粒子、ナノメートル粒子に対応させるビーズミルです。             
・ ソフトでゆるやかな粉砕力で、軟らかい砕料やサブミクロンメートル、ナノメートルで凝集しやすい砕料に
  効果的です。  
・ ミル内滞留時間を短くし、別容器内で被粉砕物に分散剤を確実に付着させる分散剤の効果を十分に発揮できます。  
・ 分散剤の効果が継続できることから、処理時の粘度が低粘度です。  
・ ゆるやかな粉砕能力を長時間持続することから、在来機より砕料を微粒子化します。   
・ 長時間処理では在来機に比べてビーズの仕事量が大きくなることから、無駄ずりが少なく、ビーズによる
  コンタミ量が少なくなります。

190Kg800W×500L×1,140Hmm0.65 LMAX 
2,600r.p.m3.7～5.5 kW6～120 

L/hr0.75 L

概略重量概略寸法ビーズ最大充填量回転数電動機容量処理容量容器容量

SVM-075型

SVM-075型仕様 

* ソフ・ファインビスコミル（SVM S－タイプ)

SVM-015型

B07    湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置
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＊ スクリーンレス式サンドグラインダー（SLG）
低粘度・低発砲性・低沸点溶媒、熱変性のあるスラリーに適しています。

・ 粘度10,000cp程度まで対応できます。
・ 処理液とメディアの分離にスクリーンを使用せず、ベッセル上部を任意の隙間に 
  調整可能なスリット（ギャップセパレーター）で分離できる機種です。            
・ メディアの目詰まりがなく、保守に時間がかかりません。   
・ スリットの隙間が0.25～0.35mmと狭く、機械的に空気の巻き込みが少ない
  ので泡立ちが少なく、発泡性の高い処理液に効果的です。   
・ 処理後の洗浄が容易です。   
・ ベッセルの全域にジャケットが取り付けられているため、冷却効果が
  良好です。  
・ スクリーンタイプのように処理液の乾きによるトラブルがありません。
             
顔料、染料、カーボン、感熱材、電子材料、医薬、農薬、食品、化粧品、
フェライト、塗料、インキ、ほか

・ デュポン社が開発した、処理液の状況が外から見える開放タイプ。
・ ベッセル上部に360度のスクリーンがあり、処理液をスクリーン周囲から流出させる
  機構です。
・ スクリーンが常時露出しているため、外部から処理状態が確認できます。
・ メディアと処理液との分離状況が常時確認できるため、機械の保守が容易です。  
・ 構造が簡単で低価格です。   
・ 粘度3,000cp以下の処理液に対して、安定した運転が可能です。
             
顔料、染料、カーボン、感熱材、電子材料、医薬、農薬、食品、化粧品、
フェライト、塗料、インキ、ほか

＊ 開放型スクリーン式サンドグラインダー（OSG）

B08    湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置
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・ 粘度が高い用材や揮発性のスラリーの場合、開放型はスクリーン部で乾燥による目詰まりを
  起こし、連続作業が困難です。
・ 当該機種は、スクリーン部を外気から完全に遮断することでこの問題を解決、粘度 5,000cp位
  までの処理を実現しました。ブラッシングが容易な半密閉式もあります。
・ スクリーン部を外気と遮断し、処理液の用材蒸発が少なく、作業環境が向上しました。   
・ 密閉型でスクリーン内部に圧力がかかり、粘度5,000cpまでのスラリーの処理が可能です。   
・ ベッセルは180度のスクリーンで、背面は冷却ジャケット付きベッセルのため、 OSGに比べて
  冷却効率にすぐれています。
              
顔料、染料、カーボン、感熱材、電子材料、医薬、農薬、食品、化粧品、フェライト、塗料、
インキ、ほか

＊ 密閉型スクリーン式サンドグラインダー（ESG）

32kgMAX3,800r.p.m0.75kW2～10 L/hr0.32 L

概略重量回転数電動機容量処理容量容器容量            

極小ビーズによる超微粒子化実験を実現。
リップシールを使用する横型で高粘度・発泡性スラリーの処理対応が可能です。また、スリット幅を狭くできるため極小ビーズ
（0.2mm）が
使用でき、少量サンプルによる超微粒子化の実験が可能。 連続したテストができ、生産に移行する際にはスケールアップも可能
です。
              
■ 洗浄が容易で、あらゆるテストに効果を発揮、変速が可能なので、最適条件の確立が容易です。
■ 負荷変動に対応でき一定トルクでの定回転粉砕が可能。  
■ コンピューター接続でモーター負荷状態を記録できます。  
■ 高速回転が可能で、幅広い実験状態の設定ができます。

＊ 連続式横型レディーミル（RMH-03型）

B09    湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置
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・ 少量サンプルで連続式のテストが可能です。
・ 安価でコストパフォーマンスが高く、小型・軽量で卓上に設置可能です。
・ 部材の洗浄が容易で、あらゆるテストに効果を発揮（生産時のスケールアップに対応）。
・ バッチ式としても利用できます。           
・ 供給ポンプ、スラリータンクをセット。    
・ スラリーのプレミキシングがビーズミルモーターと兼用です（撹拌用羽根、シャフト付き）。  
・ ベッセルが簡単に装着でき、スラリーとビーズを分離することでロスを抑えます。    
・ ビーズミル、供給ポンプの変速が可能で、最適条件の確立が容易です。

＊ 連続式竪型レディーミル（RMV-03型）

35kgMAX3,000r.p.m0.4kW2～10 L/hr0.32 L

概略重量回転数電動機容量処理容量容器容量

50kgMAX3,800r.p.m0.75kW2～10 L/hr0.32 L

概略重量回転数電動機容量処理容量容器容量

・ 0.1mmの小径ビーズが使用でき、少量サンプルによる超微粒子化実験が可能です。
・ 分解・洗浄が容易で組み立ても簡単。
・ 生産機へのスケールアップが可能で、ナノメートル領域の分散・粉砕に最適です。
・ 小径ビーズ（0.1mm）が使用でき、超微粒子化が可能です。    
・ 変速が可能で、最適条件の確立が容易です。    
・ 負荷変動に対応し、一定トルクでの定回転粉砕が可能です。
・ コンピューター接続でモーター負荷状態を記録できます。    
・ 少量のサンプルで連続式のテストが可能、スケールアップも容易です。

＊ 連続式竪型ナノレディーミル(RMN-03型)

B10    湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置
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・ 小型機はベッセル全体を簡単に取り外すことができ、中型・大型機では攪拌シャフトが上下に昇降
  できるとともに、ベッセルが転倒式になっているので処理液の全量回収ができ、洗浄も極めて容易です。
・ また、真空装置を設けることによって脱泡、真空分散粉砕ができ、低中粘度液の場合は製品タンクに
  真空移送することも可能です。
・ 極小ビーズが使用できます。    
・ 冷却、加熱源があれば、冷却分散粉砕、加熱分散粉砕が可能です。    
・ 真空装置の設置で脱泡、真空分散粉砕ができます。    
・ 低中粘度液の場合は、製品タンクに真空移送することが可能です。    
・ 運転開始時・終了時の廃液ロスは微量です。    
・ ピン付きディスクの採用により、ディスク周速は 6～12m/secと低速です。そのため、機械部品と
      ビーズの摩耗が低減されます。    
・ 極小ビーズ0.1mmφが使用できます。    
・ 冷却分散粉砕（-10℃）、加熱分散粉砕(150℃)が可能です。 （熱源装置はオプション）
・ 真空脱泡、真空分散粉砕（max50Torr）が可能です。 （真空装置はオプション）
              
顔料、染料、セラミックス、電子材料、磁気塗料、化粧品、感光材、医薬品ほか

＊ バッチ式サンドグラインダー（BSG）

● ビーズミルテスト手順

1. テスト打合せ  ①  来社・依頼   ②  実験内容・手順等の確認 （■ 処理粉体   ■ 溶媒   ■ 処理前粒径 
   ■ 目標粒径   ■ 使用機種選定   ■ 使用ビーズ   ■サンプル方法   ■ 評価方   ■ 測定溶媒の準備   
   ■ シーラント液の準備 （メカシールを使用する機種の場合）    ■ 必要回収容器の手配 （お客様手配・弊社手配） 
   ■ 廃液処理方法 （返送・弊社処理（有料））
2. テスト費用お見積作成・ご提出
3. 実験日程確定
4. 実験素材、サンプル、溶剤等 手配
5. テスト結果報告  ①測定結果報告  ②試験報告書作成ご提出
6. スラリーご返送
7. お客様の評価
8. 事後打合せ

B11    湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置

湿式ビーズミル湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置ナノ粉砕・分散装置
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● ビーズミル 用途例 ： 

生体内酵素 発酵バクテリア 染料 蛍光染料 インクジェット 
トナー 塗料 インキ活性剤  酸化防止剤
シーリング材 たれ防止剤 プラズマディスプレー材料 液晶ディスプレー用材料
二次電池用材料  燃料電池用材料 フェライト 酸化マンガン
酸化コバルト 酸化リチウム チタン酸バリウム アルミナ
ジルコニア 酸化チタン セラミックス 酸化鉄
炭酸カルシウム 水和剤 フロアブル剤 乳化剤 ポリエステル
アクリル 香料 チョコレート 添加剤
健康食品 感光材 液晶ディスプレイ用カラーレジスト
石膏 ガラス シリカ カーボン
鉄鉱石 その他

● ビーズ材質

粉砕機材質とのマッチング ・・・・・ ビーズ材質は、粉砕機の材質に合わせます。
一般的なビーズ材質  （ ）内数値は比重です

ソーダガラス（2.5） 低ソーダガラス（2.5） ソーダレスガラス(2.6) 
高比重ガラス(2.74) 石英(2.2) チタニア(3.9)
窒化ケイ素(3.2)     アルミナ(3.6) ジルコニア(6.0)
スチール(7.85) ステンレス(7.95) 

B12    湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置

湿式ビーズミル湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置ナノ粉砕・分散装置
Beads Mill Nano Grinding & Dispersing SystemBeads Mill Nano Grinding & Dispersing System

サブミクロン・ナノサブミクロン・ナノ 粉砕・解砕粉砕・解砕 ナノナノ 分散・微粒化分散・微粒化
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1.75

0.801.002.00 – 2.80

0.500.802.00 – 2.502.00 – 2.36

0.400.651.60 – 2.001.40 – 2.00

0.800.300.80 – 1.002.00 – 2.801.40 – 2.000.85 – 1.18

0.509.250.60 – 0.801.70 – 2.361.00 – 1.400.71 – 1.00

0.400.200.40 – 0.601.40 – 2.000.85 – 1.180.60 – 085

0.300.100.30 –  0.401.00 – 1.400.71 – 1.000.42 – 0.60

0.202.000.050.20 –  0.300.85 – 1.180.60 – 0.850.30 – 0.42

Hv1750
-

1800

Hv1050
-

1100

Hv1150
- 

1250

モース
7

Hv660モース
6

Hv550硬度
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3.6
(2.24)

6.0
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(2.35)

2.6
(1.62)

2.6
(1.62)

2.5
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(99.9%)

Al2O3
OTHERS

ZrO2
Y2O2
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SiO2

SiO2
CaO
Al2O3
B2O3
MgO

SiO2
Al2O3
B2O3
Na20
K2O
CaO
MgO

SiO2
Al2O3
Na20
K2O
CaO
MgO

成分

2.000.501.25 – 1.602.36 – 3.351.40 – 1.70

1.000.401.00 – 1.252.00 – 2.801.00 – 1.40

0.101.000.030.10 – 0.200.71 – 1.000.42 – 0.600.09 – 0.15粒径
(φ　mm)

ｼﾞﾙｺﾆｱ・
ｼﾘｶ系
ｾﾗﾐｯｸｽ
ﾋﾞｰｽﾞ

無
アルカリ

ガラスビーズ

低
アルカリ
ガラス
ビーズ

2.36 – 3.35

2.00 – 3.35

ガラス
ビーズ

2.00

2.001.50

1.001.25

高純度
ｱﾙﾐﾅ
ﾋﾞｰｽﾞ

ｱﾙﾐﾅ
ﾋﾞｰｽﾞ

ｼﾞﾙｺﾆｱ
ﾋﾞｰｽﾞ

● ビーズの種類
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湿式ビーズミル湿式ビーズミル ナノ粉砕・分散装置ナノ粉砕・分散装置
Beads Mill Nano Grinding & Dispersing SystemBeads Mill Nano Grinding & Dispersing System

サブミクロン・ナノサブミクロン・ナノ 粉砕・解砕粉砕・解砕 ナノナノ 分散・微粒化分散・微粒化
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● ビーズの選択

＊ 砕料の大きさに合わせた選定
   ■ 砕料の大きさに合わせてビーズの粒径を選定します。   
   ■ 砕料が大きいほど粒径の大きいビーズを使い、砕料が微粒子化するほど小径のビーズを使います。

＊ 生産機に合わせた選定
   ■ 生産機を対象としたビーズ径は、機械の機種によって選定する必要があります。

＊ ビーズの比重（粉砕エネルギーの確保）
   ■ ビーズミルによる分散粉砕は、ビーズの遠心力と密接に関係します。   
   ■ ビーズの比重が大きいほど粉砕エネルギーが大きくなるため、硬い砕料や処理時間を短縮する場合は、比重の大きい
     ビーズを使用します。

＊ ビーズ径と粉砕効果
   ■ 湿式媒体撹拌分散粉砕では、ビーズ径と粉砕結果が重要な関係にあり、砕料の特性に合わせた選定が必須です。

＊ ビーズの個数と運動エネルギー
   ■ 単位容積あたりのビーズ個数は、ビーズ径の3乗に逆比例します。  
   ■ 一方、体積（質量）、ディスク回転による遠心力がビーズに与える運動エネルギーは、ビーズ径の 3乗に比例します。   
   ■ ビーズ個数：1.0mmビーズ1個に対して、0.1mmビーズ1,000個   
   ■ ディスク遠心力がビーズに与える運動エネルギー：1.0mmビーズに対して、0.1mmビーズ1/1,000

＊ ビーズのサイズ
   ■ 粉砕を目的とした重質炭酸カルシウムCaCO3は0.5mmビーズがすぐれています。   
   ■ 1次粒子が15nmの酸化チタンTiO2の凝集体は、0.1mmビーズが0.3mmビーズや0.5mmビーズより著しい効果を
              発揮します。

＊ 砕料の強度とビーズ径
   ■ 硬い砕料の粉砕には強いエネルギーを要するため、砕料粒子の大きさに適したビーズを用い、ディスクの周速を
               早めます。
   ■ 逆に、軟らかい砕料やゆるい結合の凝集体の粉砕は、弱いエネルギーを持つビーズとの接触回数を増やすために小さい
     ビーズを用いると効果的です。

＊ 媒体撹拌ミル用粉砕ビーズ
   ■湿式媒体撹拌ミルに用いるビーズの選定要素は、次の6つです。
   ① コスト  ② 粉砕効果  ③ 耐摩耗性  ④ 成分の安定性  ⑤ 機械の構造材料  ⑥ 摩耗粉による生産物への影響
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Cavitation Mill Nano Dispersing System
（アドバンスト・ナノ・テクノロジィ株式会社） 

湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置 

C01

超微量処理、高粘度・高沈降性材料分散にも御活用頂け
ます。  ナノ分散・解砕・乳化用微粒化・分散装置（湿式
ジェットミル・高圧ホモジナイザー）です。

   湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置

システム設計・構築 / 販売 / エンジニアリング / 受託加工 
■ナノ微細化(微粉砕/破砕/分散/解砕/乳化/分級）機器･システム  ■ 各種粉粒体処理機器･システム

株式会社 エフ・ティ・アソシエイツ（ＦＴＡ）
 
  358-0012 埼玉県入間市東藤沢１-２３-６ 
  Tel : 04-2997-8070･8071･8072    
  Fax : 04-2997-8079 
  E-mail : sales@ftajapan.com      
  URL : http://www.ftajapan.com 

FT Associates

ナノナノ 分散・乳化分散・乳化 ナノ解砕ナノ解砕
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① 超高圧ポンプで加圧された
  懸濁液は、Ｄｉｓｋ－１の微細な
      流路を通過する際に、超高速流   
    に変化し、圧力のエネルギーが、
      運動エネルギーとなり急激に
      圧力が低下、溶媒中に
     キャビティーが発生。
② 出口Ａからの超高速流は、
     Ｂで速度が低下し、圧力が
     大気圧近くまで戻り、
   キャビティーが消滅。
③ この時に、高衝撃力が発生し、
     キャビティー近傍にある溶質が
     崩壊。

■ 基本原理

ﾃﾞｨｽｸ構成

キャビテーション衝撃力

■ 装置の効果

「液体＋液体」、若しくは「固体＋液体」の混合流体を、特殊構造の 超高圧ポンプで
加圧、ダイヤモンド・ディスクで構成された微細孔を通過する際に生じる キャビテー
ションの局所的高衝撃力や、様々なエネルギー効果により、ファイン・ナノ粒子を
クリエートします。

■ 沈降・分離を長期間防止する安定した 混合・乳化・分散が可能です。
■ 比表面積の増加、及び粒子表面の活性化に伴い、反応性、吸着性、
     消化吸収速度などを向上させます。
■ シャープな粒度分布は、高価な材料の有効活用や、コスト軽減になり、
     ご要求の超微粒子收率を向上させます。
■ 光透過性、発色性、流動性、熱容量などの粒子設計をナノサイズで
   コントロールできます。

超高圧ポンプ

湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置
Cavitation Cavitation Mill Nano Dispersing SystemMill Nano Dispersing System

ナノナノ 分散・乳化分散・乳化 ナノ解砕ナノ解砕

C02    湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置



株式会社エフ・ティ・アソシエイツ (ＦＴＡ）           

2015/9/21

電話 : 04-2997-8070･8071･8072 Fax : 04-2997-8079  E-mail : sales@ftajapan.com

■ 装置の特徴

＊ 素材の表面形態や結晶構造を損なうことがなく、
     凝集したコロイド集合体の解砕や、残留ひずみの
     ないナノサイズの触媒、電極、コート材などの超微
     粒子を製造することが可能です。
＊ 処理素材の全てが均一に処理されるため、シャープな
     粒度分布が得られます。
＊ メディアミルでは到達が難しいファイン・ナノ粒子を
   連続的に、且、容易に得ることができます。
＊ メディア・フリーのため、後処理が容易で、コンタミネー
     ションに敏感な食品、化粧品、医薬品、電子材料など
     のナノ粒子化に最適です。

■ 装置の用途

＊ システム・オン・フィルム関連素材のナノ分散
＊ ＦＰＤ向けインク及びコート材 （カラーフィルターやスペーサ、
     光散乱フィルムなど）
＊ ＣＭＰスラリーのナノ分散 （シリカ、セリアなど半導体基板研磨用）
＊ 金属やセラミック等無機電子デバイス素材のナノサイズ化 
   （ニッケル、鉄、レアメタル、アルミナ、ジルコニア、チタン酸
    バリウム、カーボン・ブラック、グラファイト、
    カーボン・ナノ・チューブ、リチウム化合物、グラファイト、など）
＊ 有機感光体、光触媒や有機色素のナノ分散
＊ 健康食品、化粧品、医薬品等素材のナノサイズ化及び分散
＊ 細胞破砕による特定の酵素やミネラル分の抽出

湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置
Cavitation Cavitation Mill Nano Dispersing SystemMill Nano Dispersing System

ナノナノ 分散・乳化分散・乳化 ナノ解砕ナノ解砕
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最大処理圧力：２００ＭＰａ
最大処理流量：10L/Hr

最大処理圧力：２００ＭＰａ
最大処理流量：15L/Hr

湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置
Cavitation Cavitation Mill Nano Dispersing SystemMill Nano Dispersing System

ナノナノ 分散・乳化分散・乳化 ナノ解砕ナノ解砕
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最大処理圧力：２００ＭＰａ
最大処理流量：５００L/H

湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置
Cavitation Cavitation Mill Nano Dispersing SystemMill Nano Dispersing System

ナノナノ 分散・乳化分散・乳化 ナノ解砕ナノ解砕
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LSU-2010/P-16

湿式キャビテーションミル  実験・少量生産用 ナノ分散・乳化システム  

■ 濃度や粘度の不可変動に対し設定圧力を保持して処理でき、
  最初から最後まで 同じ圧力で処理が、出来ます。

■ また、圧力設定をタッチパネルからデジタル入力できるため、
   実験条件の再現性に優れ

■ 生産装置クラスのφ１６、ストローク１００ｍｍのプランジャーと
  大口径逆止弁を採用。

■ 吸入スピードをタッチパネルからリアルタイムで調整 できるため、
   高粘度サンプルでも高い
     ポンプ効率で安定した処理が可能。

■ ２００ＭＰａ処理時でも約２.５秒の加圧ストローク時間があり、
   従来の瞬間的に最高圧力処理をする装置と比べ、 処理結果に違いが
   でます。

■ リアルタイムで、処理圧力をタッチパネルにグラフ表示します。更に、常時
     圧力を監視して
     いるため、運転モードではタンクが空になったり、液漏れなどで圧力が低下
     した場合、自動的に装置を停止しアラームで知らせます。

■ 異常時に装置停止、アラーム鳴動で知らせると共に、シーケンサー内の
     異常メッセージを表示し、異常原因を的確に把握できます。

湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置
Cavitation Cavitation Mill Nano Dispersing SystemMill Nano Dispersing System

ナノナノ 分散・乳化分散・乳化 ナノ解砕ナノ解砕
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湿式キャビテーションミル  実験・少量生産用 ナノ分散・乳化システム  
 

オプションとして、加圧式原料タンク（20L）、攪拌装置付き原料タンク（20L)を、準備、
又、デッドボリュームを可能な限り押さえた、微量処理機材も、御検討頂けます。

■ 圧力制御運転、高粘度材料ナノ分散、
   タッチパネル異常履歴メッセージ・
   圧力グラフ表示等も、可能であり、
   作業性も、更に向上致しました。

□ メディア・ミル型等の従来型分散機材とは、
   一味違ったナノ分散が可能であり、
   実験用、少量生産用システムとしても
   最適です。

■ 加圧式原料タンク（20L）、攪拌装置付き原料
   タンク（20L)を、準備致しました。
   各種実験効率が、更に向上いたします。

□ 微量分散、生産用システム等の御要望にも
   対応致して、おります。

■ 又、150MPa 20L/h 処理可能な、小型機も
   準備致しました。

湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置
Cavitation Cavitation Mill Nano Dispersing SystemMill Nano Dispersing System

ナノナノ 分散・乳化分散・乳化 ナノ解砕ナノ解砕
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■ 粉砕の実例

100MPa/3pass 0.32   19.78 リチウムアルミネート
100MPa/3pass 0.43   2.00 γーヘマタイト
100MPa/3pass 0.03   4.50 フタロシアニン銅
150MPa/3pass0.52 0.41  4.47 0.88 ニッケル
100MPa/1pass 0.12 水  大豆レシチン
150MPa/3pass0.24 0.18 水1.51 0.45 炭酸カルシウム
100MPa/3pass 0.46 水 26.80 ジルコニウム
100MPa/2pass 1.78   28.36 焼成ミルクカルシウム
100MPa/5pass 0.08   0.38 磁性流体(MSG-W11)
100MPa/3pass 0.23   19.20 酸化チタン
100MPa/3pass1.32 0.45 水6.70 3.60 酸化亜鉛
150MPa/3pass2.98 1.73  11.80 6.72 コバルト
130Mpa/2pass 0.98 水 25.13 カーボンブラック
130Mpa/3pass0.12 0.08 エタノール2.12 0.34 インジウム
150MPa/1pass3.40 1.98 水5.10 3.41 アルミナゾル

D90(μm)D50(μm)D90(μm)D50(μm)
備  考

処理粒径Solvent 原料粒径
材料名

その他 主な実施例：
シリカ：CPMスラリー（半導体用研磨剤）、コロイダルシリカ     シリコーンオイル：（乳化/化粧品、潤滑油）
医薬品：溶剤による溶解→破砕・水分散→乾燥（顆粒錠）     有機・無機顔料：FPDカラーフィルター用インク、太陽電池
カーボン、リチウム、ニッケル：二次電池用電極素材     酸化亜鉛、酸化チタン：光触媒、光記録素材
チタン酸バリウム：コンデンサー他電子材料            大豆レシチン・大豆粉末：乳化 /栄養剤、流動食、健康食品
酵母菌：破砕（内容物の抽出）

湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置
Cavitation Cavitation Mill Nano Dispersing SystemMill Nano Dispersing System

ナノナノ 分散・乳化分散・乳化 ナノ解砕ナノ解砕
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■　Ｎａｎｏ　Ｍａｋｅｒ　主要装置　仕様

450 140 120 本体概算重量(Kg)

AC 200V /三相電源、制御/動力盤
は非防爆地区自立別置きAC 200V /三相電源 2.5KWAC 200V /三相電源 1.7KW制御/動力盤

仕様により異なります700(W)×700(D)×1300(H)600(W)×700(D)×1300(H)外形寸法(mm)

SUS316/ジルコニア・セラミック/
超硬金属/超高分子ポリエチレン

系耐溶剤樹脂/焼結ダイヤモンド/

単結晶ダイヤモンド

SUS316/ジルコニア・セラ
ミック/超硬金属/超高分

子ポリエチレン系耐溶剤

樹脂/焼結ダイヤモンド/
単結晶ダイヤモンド

SUS316/ジルコニア・セラ
ミック/超硬金属/超高分子

ポリエチレン系耐溶剤樹脂

/焼結ダイヤモンド/単結晶
ダイヤモンド

接液部材質

耐溶剤性樹脂耐溶剤性樹脂耐溶剤性樹脂高圧シール材質

成型Ｕ-シール/特注品成型Ｕ-シール/特注品成型Ｕ-シール/特注品高圧シール形状

15～500 15 10 常用最大処理能力(L/hr)

Max.250 250 200 常用最大処理圧（MPa)

15～20 16 16 常用最大摺動数

ジルコニア/HIP 処理ジルコニア/HIP 処理ジルコニア/HIP 処理プランジャー材質

100 100 100ストローク(mm)

14～100 16 16プランジャー径(mm)

1～3 1 1 プランジャー本数

複動/片ロッド複動/片ロッド複動/片ロッド動作

定量プランジャーポンプ定量プランジャーポンプ定量プランジャーポンプポンプ形式

油圧ユニットサーボ油圧ユニットサーボ油圧ユニット駆動方式

防爆/計装・本質安全設計可能非防爆非防爆防爆/非防爆

PU-2****P***DSU-2515P16LSU-2010P16型　　　　　 式

湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置
Cavitation Cavitation Mill Nano Dispersing SystemMill Nano Dispersing System

ナノナノ 分散・乳化分散・乳化 ナノ解砕ナノ解砕
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2200L/150Mpa小規模生産機電子材料　（セラミックス）

1200L/150Mpa小規模生産機有機材料

1 25L/150MPa　小規模生産機実験用

7 500L/75MPa　生産機ミルクカルシウムの破砕

1 500L/50MPa　生産機化粧品

1 100L/100MPa　生産機化粧品

1 50L/120MPa　生産機化粧品

1 25L/150MPa防爆小規模生産機インクの分散

1 500L/75MPa防爆生産機化粧品・薬品

1 3500L/35M防爆生産機スチレンモノマーの乳化

1 1600L/35M防爆生産機スチレンモノマーの乳化

1 500L/100MPa　生産機CMPスラリー

1 200L/100MPa　生産機CMPスラリー

1 1000L/50MPa防爆生産機ワックスの乳化？

1 300L/100Mpa　生産機シリコンオイルの乳化

1 70L/100MPa防爆生産機カラーフィルター用インク分散

2 36L/100MPa防爆生産機カラーフィルター用インク分散

1 25L/150MPa　小規模生産機実験用

2 500L/200MPa　生産機生産用　健康食品

1 500L/100MPa　生産機生産用

6 200L/100MPa　生産機生産用

1 25L/150MPa防爆小規模生産機実験用

1 25L/150MPa防爆小規模生産機有機顔料の分散合成

1 150L/150MPa　生産機薬品の破砕・水分散

1 25L/150MPa　小規模生産機実験用

1 25L/150MPa　小規模生産機実験用

1 160L/100MPa　生産機実験用

1 30L/120MPa　小規模生産機実験用

数量仕様装置用途

■ 主たる納入機材湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置
Cavitation Cavitation Mill Nano Dispersing SystemMill Nano Dispersing System

ナノナノ 分散・乳化分散・乳化 ナノ解砕ナノ解砕

49その他

14大学・研究機関

35電子・電機

4 健康食品

35 医薬

215 化学

39 化粧品

18 食品

数量納入実績(分野別）

（2015年4月現在）

■ 納入実績総合

C10    湿式キャビテーションミル ナノ分散・乳化装置
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Vribration Dryer
バイブロ・ドライヤー 振動乾燥機

（中央化工機株式会社） 

長年の実績と経験で、培った振動技術を駆使し、
間接加熱で減圧乾燥する振動乾燥機を、御提供致し
ます。

乾燥乾燥

バイブレーション・ドライヤー振動乾燥機D01

システム設計・構築 / 販売 / エンジニアリング / 受託加工 
■ナノ微細化(微粉砕/破砕/分散/解砕/乳化/分級）機器･システム  ■ 各種粉粒体処理機器･システム

株式会社 エフ・ティ・アソシエイツ（ＦＴＡ）
 
  358-0012 埼玉県入間市東藤沢１-２３-６ 
  Tel : 04-2997-8070･8071･8072    
  Fax : 04-2997-8079 
  E-mail : sales@ftajapan.com      
  URL : http://www.ftajapan.com 

FT Associates
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■ 長年の実績と経験で、培った振動技術を駆使し、間接加熱で減圧乾燥する振動乾燥機を、提供致します。
  ボール等のメディアの活用による乾燥と解砕の同時処理、スラリーフィードによる乾燥、蒸発有機溶剤の
  容易な回収等、御活用頂けます。

■ シンプルな構造で、洗浄やサニタリー化に配慮、ＧＭＰにも対応致します。又、乾燥対象粉粒体
  材料の切替が容易です。GMPにも対応

■ 有機、無機、金属。樹脂等、広範な、アプリケーションに対応致します。

  有機物：医薬品、農薬、染料、顔料、食品
  無機物：研磨剤、ガラス、黒鉛、カーボン
  金属粉：純鉄、クロム鋼、銅、亜鉛、コバルト合金、希土類
  樹脂：イオン交換樹脂、フェノール樹脂、アクリル樹脂、ケイ素樹脂、塩ビ系樹脂、ポリエステル
     樹脂、トナー
  セラミックス：アルミナ、炭化ケイ素、ジルコニア、窒化ケイ素、酸化チタン

■ 皆様の御要請にマッチした、各種振動乾燥機を、御検討頂けます。 

  （VU型振動乾燥機、VH型・VHS型振動乾燥機、VUF型振動ろ過乾燥機、振動流動層装置）、

■ その他、ドラムドライヤー、真空ドライヤー等も、提案致しております。
   
  ドラムドライヤー、真空攪拌ドライヤー、真空攪拌ドライヤー攪拌軸引抜型、
  棚式真空ドライヤー、

■ 特徴

乾燥乾燥

D02 バイブロ・ドライヤー振動乾燥機

バイブロ・ドライヤー振動乾燥機バイブロ・ドライヤー振動乾燥機
Vibration DryerVibration Dryer
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 振動乾燥機 
 Vibration Dryer ナノ粒子の乾燥、低温から高温までの乾燥、スラリーからペーストまでの幅広い材料の乾燥など、
 さまざまな条件や応用範囲に対応可能です。

 ・ 自動化に最適で、異物が入りにくく、優れた洗浄性を有した機材です。 
   缶体の磨耗も少なく、GMP対応が、 可能です。
 ・ 振動により粉粒体を流動化、間接加熱で乾燥で乾燥する独自の振動乾燥機で、乾燥処理内容により、
   ２種類の基本モデルを提案しています。
     VU型 ： 処理材料の種類が多く、乾燥の進行による物性、仕込量などが大きく変動する等、
          バッチ式小中規模処理に適しています。
     VH型 ： 仕込量が乾燥機本体容量の60～80％で安定した流動がみられ、含液率の低い中大量処理に
          適しています。
 ・ 多様なラインナップを、御検討頂けます。   
     振動乾燥機 バッチ式 VU型     
             振動乾燥機 バッチ式 VH型    
             振動乾燥機 連続式 VHC型
     振動乾燥機 スラリーフィード VHS型    
             振動蒸発機 VE型     
             振動流動分散機
 ・ 下記のアプリケーションに、適しています。
    有機物：医薬品、農薬、染料、顔料、食品など各種有機工業薬品       
      金属粉：純鉄・クロム鋼・銅・亜鉛・コバルト合金・希土類金属など
      セラミック：アルミナ・炭化ケイ素・ジルコニア・窒化ケイ素・
                              酸化チタンなど各種セラミックス

■ 主要モデル

乾燥乾燥

D03 バイブロ・ドライヤー振動乾燥機

バイブロ・ドライヤー振動乾燥機バイブロ・ドライヤー振動乾燥機
Vibration DryerVibration Dryer
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振動乾燥機 VU型 
  
＊主な特徴

・ バッチ式縦型の乾燥機です。
・ 本体内部の被乾燥物は、円周方向に旋回しながら半径方向に上下流動します。
・ 乾燥処理の変動や乾燥材料の物性に対して対応範囲が広範です。
・ 振動だけで粉粒体を流動化させ、間接加熱で減圧乾燥します。
・ 多彩なアプリケーションに応用できます。
・ 乾燥と解砕の同時処理が可能です。
・ スラリーフィードによる乾燥、蒸発ができます。
・ 有機溶剤の回収が容易です。
・ 洗浄やサニタリー化が容易で乾燥材料の切替が容易です。
・ GMPにも対応可能です。

＊仕様

 型式：VU-30～195型
 仕込量：5～1000L 
 モーター出力：0.13×2～3.7×2kW 
 接粉部材質：ステンレス・ハステロイ・チタンなど
 振幅：MAX3mm 
 振動数：19.4～24.2Hz
               

■ 主要モデル

乾燥乾燥

D04 バイブロ・ドライヤー振動乾燥機

バイブロ・ドライヤー振動乾燥機バイブロ・ドライヤー振動乾燥機
Vibration DryerVibration Dryer
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振動乾燥機（試験研究用） まめかんVH型  
＊主な特徴

・ 少量の試験研究用の卓上タイプの振動乾燥機です。
・ 仕込量100～125ccです。
・ 接粉部材質はステンレス・ハステイロ・チタンなどです。
・ 振動だけで粉粒体を流動化させ、間接加熱で減圧乾燥します。
・ 多彩なアプリケーションに応用できます。
・ 乾燥と解砕の同時処理が可能です。
・ スラリーフィードによる乾燥、蒸発ができます。
・ 有機溶剤の回収が容易です。

＊仕様

 型式：まめかんVH型
 仕込量：100～125cc 
 接粉部材質：ステンレス・ハステロイ・チタンなど
 振幅：0.8mm 
 振動数：48.8Hz                    
                

■ 主要モデル

乾燥乾燥

D05 バイブロ・ドライヤー振動乾燥機

バイブロ・ドライヤー振動乾燥機バイブロ・ドライヤー振動乾燥機
Vibration DryerVibration Dryer
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振動ろ過乾燥機 VUF型 
＊主な特徴

・ スラリー状の原料を加圧または真空による脱液ろ過、乾燥までを１台で行うことが可能です。     
 （従来の方法では、液分の多いスラリー原料では遠心分離機やフィルタープレス等で、脱液工程を行い
  別の乾燥機で乾燥を行う必要が有りました。）
・ スラリーからペーストまでの幅広い材料の乾燥が、可能です。
・ 内部の凹凸がなく、開口部が大きくシンプルな構造で洗浄しやすい構造 で、GMP対応も可能です。
・ 攪拌羽根や回転するものがないので、異物侵入を防ぐことができます。
・ 低温から高温までの乾燥が可能です。
・ ろ過とバグフィルターが一体化した設計です。
・ 乾燥時間の短縮が可能です。
・ 密閉構造で外部への汚染の心配が、ありません。
・ 摺動部が無いのでコンタミ混入が皆無です。
・ さまざまな材質での製作可能
・ 軸シールが無いので優れたシール性を有しています。

                

■ 主要モデル

＊仕様  

 設計圧力 ：本体 -0.1 ～ 0.2MPa        
 ジャケット 0.5MPa  
 ろ過面積 ：0.07ｍ2  
 ろ過方法 ：吸引、加圧  
 標準仕込量：15L（全容量）  
 モーター ：0.25kW×200V×2台
 全振幅  ：MAX3mm 
 振動数  ：16.2～24.2Hz  

乾燥乾燥

D06 バイブロ・ドライヤー振動乾燥機

バイブロ・ドライヤー振動乾燥機バイブロ・ドライヤー振動乾燥機
Vibration DryerVibration Dryer
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試験研究用小型振動乾燥機 VU-15型

＊主な特徴

・ 容量が小さく、少量の乾燥処理が可能な試験研究用振動乾燥機です。   
・ 応用範囲も広く、ミル用ボールなど媒体の投入によって、乾燥と解砕の同時処理や、スラリー
      フィードによる乾燥、蒸発など従来の乾燥機の概念を越えた使い方ができます。   
・ ジャケットによる間接加熱で、乾燥機本体が密閉構造のため、減圧乾燥、不活性ガスシールが容易です。  
・ 乾燥機本体内部は攪拌羽根や流動床多孔板などが無く極めてシンプルなため、コンタミもなく
     洗浄が容易です。   
・ 乾燥室の交換が可能です。   

＊仕様

 型式：VU-15型
 仕込量：1L 
 接粉部材質：ステンレス・ハステロイ・チタンなど
 振幅：MAX3mm 
 振動数：24.2～29.2HzHz  

■ 主要モデル

乾燥乾燥

D07 バイブロ・ドライヤー振動乾燥機

バイブロ・ドライヤー振動乾燥機バイブロ・ドライヤー振動乾燥機
Vibration DryerVibration Dryer
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■ 乾燥機内部

■ 排出性

■ 乾燥例 （金属シリコン）

原料投入時 乾燥時 製品排出後缶体内部

乾燥乾燥

D08 バイブロ・ドライヤー振動乾燥機

バイブロ・ドライヤー振動乾燥機バイブロ・ドライヤー振動乾燥機
Vibration DryerVibration Dryer
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■ 各種モデル(抜粋)

乾燥乾燥

D09 バイブロ・ドライヤー振動乾燥機

バイブロ・ドライヤー振動乾燥機バイブロ・ドライヤー振動乾燥機
Vibration DryerVibration Dryer

VU型 VH型

減圧乾燥装置

VHC型

VU-15型

まめかんVH型 まめかんVU型
振動流動分散機

溶剤優先除去乾燥機
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■ 各種フロー

乾燥乾燥

D10 バイブロ・ドライヤー振動乾燥機

バイブロ・ドライヤー振動乾燥機バイブロ・ドライヤー振動乾燥機
Vibration DryerVibration Dryer
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   グラインディングミル 粉粒体粉砕装置G01

Grinding Mill Powder Pulverization System
グラインディングミル 粉砕装置 

サブミクロン・ナノ微粉砕・破砕・解砕・分散・混合等粉
粒体処理に、多くの実績を持つグラインディングミル各種
粉粒体粉砕装置です 。

粉砕・粉砕・破砕・破砕・解砕解砕

システム設計・構築 / 販売 / エンジニアリング / 受託加工 
■ナノ微細化(微粉砕/破砕/分散/解砕/乳化/分級）機器･システム  ■ 各種粉粒体処理機器･システム

株式会社 エフ・ティ・アソシエイツ（ＦＴＡ）
 
  358-0012 埼玉県入間市東藤沢１-２３-６ 
  Tel : 04-2997-8070･8071･8072    
  Fax : 04-2997-8079 
  E-mail : sales@ftajapan.com      
  URL : http://www.ftajapan.com 

FT Associates
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グラインディングミル各種粉砕機
DD / DW / Mini / EM / Laboratory Stud Mill Series 

■ 粉砕の機構

 本体上部の原料ホッパーに投入された原料は、フィーダーにより定量的に粉砕機本体に供給。
 本体供給口には原料に含まれる鉄分を吸着する磁石が装着されている。
 導入された原料は風の流れと遠心力により分散され、回転板に装着された粉砕ピース、ドアに取付けら
   れた固定盤、スクリーンにより粉砕され、スクリーンの穴径で規制され所定の粒度になっては排出。
 粉砕粒度は、主として回転する駒のスピードとスクリーン穴径で決定される。

■ 主たる用途

ウコン、ケナフ、干海老、おから、牡蠣殻、鰹節、葉、よもぎ、顔料、焙煎大豆、きな粉、グラニュー糖、クロレラ、
粧品、ケバ茶、コーン、げんのしょうこ、胡椒、スッポン、コーンスターチ、生石灰、 ABS樹脂、硫黄 化合物、イオン
交換樹脂、カーボン、エノシン酸シリカゲル、シリコン、ゼラチン、セラミックス、蕎麦殻、蕎麦 甘皮、大豆、チタン、
陳皮、デーツ、デキストリン、トナー、ニッケル、人参粉、ビート糖、フイッシュミール、フッ 素樹脂、フライアッ
シュ、プロポリス、線香,フリーズドライ食品、ホウ酸、ポテトパウダー、麦の葉、メントー ル、ユリア樹脂、ワック
ス、塩、塩ビ、塩化カリウム、化粧品原料、海草、海苔、貝の化石、活性炭、漢方薬、魚骨、鯉の 餌、湯葉、工業石鹸、
触媒、酸化セリウム、酸化鉄、辛子粉、水酸化アルミ、水酸化マグネシウム、水溶性ファイバ ー、水溶性添加剤、乾燥
生姜、煎玄米、脱脂大豆、猪苓、澱粉、唐辛子、乳糖、熱硬化性樹脂、粉体塗料、米、飽和ポリエステル、卵殻、緑茶、
蜆貝殻、豌豆、染料、洗剤、塗料、砂糖、澱粉、小麦粉、タルク、骨、香料、乾燥果実、乾 燥野菜等、化学品、化粧品、
食品、健康食品、香辛料、無機質、樹脂、

グラインシングミルグラインシングミル 粉砕装置粉砕装置
Grinding Mill Powder Pulverization SystemGrinding Mill Powder Pulverization System

粉砕・粉砕・破砕・破砕・解砕解砕

   グラインディングミル 粉粒体粉砕装置G02
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DD series 粉砕機

固定ディスク

スクリーン

粉砕ﾋﾟｰｽ(メディア）

回転ﾃﾞｨｽｸ

DD シリーズ

 構造簡略化で約３０％のコストダウンに成功
 回転板はモーターに直結でベルト駆動に比較し、伝導ロスが少なく、
     ２０％以上の能力アップ
 モーター直結であり、ベルト調整などのメンテナンス不要
 モーター直結であり、コンパクトな設置が可能
 粉砕ﾋﾟｰｽに特殊鋳鋼を採用、耐久性に優れています。
 粉砕ﾋﾟｰｽの配列に考慮、発生騒音を抑えました。
 粉砕ピースの配列に考慮、発生風量が減少しました。
 粉砕ﾋﾟｰｽの形状改善により高速回転での微粉砕を可能としました。
 同一機のモーター交換でにより、能力ＵＰが出来ます。（別表参照）
 回転数変更はインバーターで容易に対応出来ます。

80

100

80

20

42

100

48

200

100

100

325

16

MESH

0.3366675クロレラ

0.45098150焙煎大豆

1.26279150活性炭

0.489645カーボンファイバー

2.038921000ABS 樹脂

Φ ｍｍKg / h%μm

スクリーン孔径処理量粒径 （通過）適用

1.049082355シリカゲル

0.3799150シリカ系セラミック

1020100850シリコン樹脂

0.810785300玄米

0.413076180粉末塗料

1.0

0.4

24097180消石灰

5786150緑茶

粉砕例

グラインシングミルグラインシングミル 粉砕装置粉砕装置
Grinding Mill Powder Pulverization SystemGrinding Mill Powder Pulverization System

粉砕・粉砕・破砕・破砕・解砕解砕

   グラインディングミル 粉粒体粉砕装置G03
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900
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G

300DD-3-11

300DD-2-11

200DD-2.7.5

150DD-2-5.5

100DD-2-3.7

能力比型式

800DD-3-30

600DD-3-22

400DD-3-15

DD series 粉砕機

・型式

A, F : 排気布高外形寸法 ・ 能力比

グラインシングミルグラインシングミル 粉砕装置粉砕装置
Grinding Mill Powder Pulverization SystemGrinding Mill Powder Pulverization System

粉砕・粉砕・破砕・破砕・解砕解砕

   グラインディングミル 粉粒体粉砕装置G04
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＜標準粉砕ピース式＞
＊せん断力と衝撃力
＊ピースは超硬鋳物で交換簡単
＊万能タイプ

＜ピン式＞
＊数多いピンによる衝撃力
＊ノースクリーンで粉
＊付着性物質も粉砕
＊発熱少ない

＜プレート式＞
＊粉の少ない粉砕
＊粗目の粉砕用
＊発熱少ない

＜衝撃板＞
スクリーン枠に装着
微粉砕・繊維質の粉砕に有効です

・ メディア、スクリーン、付属品
DD series  粉砕機

＜スクリーンとスクリーン枠＞

＜装着方法＞
スクリーンはビスで枠に挟み込み
本体に装着は工具無しで出来ます
交換は簡単に出来ます

＜スクリーンの穴径＞
＊丸穴   φ0.3～φ50mm   
 (φ1mm以下は補強付)
＊トラッピ-ズ 0.2mm～5.0mm 

＜スクリューフィーダー＞

    
アジテーター付のスプリングタイプ

動性の悪い原料/ブリッジし易い原料
嵩の高い原料に適します

グラインシングミルグラインシングミル 粉砕装置粉砕装置
Grinding Mill Powder Pulverization SystemGrinding Mill Powder Pulverization System

粉砕粉砕 解砕解砕 破砕破砕

   グラインディングミル 粉粒体粉砕装置G05
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DD-2-3.7 
ペール缶捕集型セット
キャスター付き架台、
操作盤、排気布

DD-3-30 
サークルフーダー供給・
空気輸送排出方式

DD-3-30 
サークルフーダー供給・
空気輸送排出方式

DD series 粉砕機

DW series 粉砕機

*  大量粉砕用機材
*  ＤＤ-3型2台 を双胴にｾｯﾄした、ツインパック型
* モーターは、 22kW x 2 台 ないし、30kW x 2 台
* モーター直結で高能率
*  コンパクトで低価格
* メンテナンス非常に簡単です。

グラインシングミルグラインシングミル 粉砕装置粉砕装置
Grinding Mill Powder Pulverization SystemGrinding Mill Powder Pulverization System

粉砕粉砕 解砕解砕 破砕破砕

   グラインディングミル 粉粒体粉砕装置G06
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■ 両面回転型
EM Series 粉砕機

ｴｱｼｰﾙ

本体側ﾓｰﾀｰ

原料

ドア側ﾓｰﾀｰ

ｴｱｼｰﾙ

粉砕品 EM-2

固定ﾋﾟﾝﾃﾞｨｽｸ

回転ﾋﾟﾝﾃﾞｨｽｸ

■ 片側回転型
粉砕機本体上部に設置された投入口より定量供給され
た原料は、回転する本体側粉砕板の中央より粉砕部に
導入されます。

導入された原料は、相対方向高速回転する
本体側・ドアー側ディスクに取り付けられた
３４６本のピンとピンにより衝撃力を受け、
粉砕され,下部の口より排出されます。

ピンの多さと、高速回転により、スクリーを使用
せずに粒度制御が行われます。

ピン先端と回転板のクリアランスも微少に保持されて
おり、微粉砕が可能になっています。

衝撃力は回転するピンの周速により決定されます。

この粉砕機（ＥＭ－Ａ）の場合、回転板を相対的に回転する事により、両粉砕板の周速を合わせた速度による衝撃を得ることが
出来

微粉砕を可能にしました。

回転するピンには遠心力が働き付着しにくい為、全てのピンが回転するこの粉砕機では、付着性や凝集性の有る原料も粉砕がで
きます。

回転板にはモーターが直結されていますので、伝導部品によるエネギー ロスが無く経済的な運転が実現します。
  
インバーターにより粒度調整の為のﾃﾞｨｽｸ回転数変更も簡単に出来ます。

軸シールにはエアーシールを採用しています。

グラインシングミルグラインシングミル 粉砕装置粉砕装置
Grinding Mill Powder Pulverization SystemGrinding Mill Powder Pulverization System

粉砕粉砕 解砕解砕 破砕破砕

   グラインディングミル 粉粒体粉砕装置G07
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388775200大豆

13399.632500ガラス粉末

1554150100樹脂ビーズ

389735440セラミック粉末

Kg / h%μmMESH

処理量粒径  (通過）品目

419435440緑泥岩

9799.535440カーボンファイバー

19582150100樹脂

8096150100キシリトール

Kg / h%μmMESH

処理量粒径  (通過）品目

粉砕データ                                             EM-1A (Motor : 3.7 kW x 2 台)

 粉砕データ                                                EM-2 (Motor : 5.5 kW x 1台)

EM Series  粉砕機
■ 両面回転型

■ 片側回転型

・ 各種ﾋﾟﾝ

鉄（SCM) ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ ｾﾗﾐｯｸｽ

超硬特殊材 表面溝付形状

グラインシングミルグラインシングミル 粉砕装置粉砕装置
Grinding Mill Powder Pulverization SystemGrinding Mill Powder Pulverization System

粉砕粉砕 解砕解砕 破砕破砕

   グラインディングミル 粉粒体粉砕装置G08
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EM-1A

EM Series  粉砕機
■ 両面回転型

EM-1AW (両面回転ワイドボディ型

・ 仕様

回転数： ドア側－最高 12,000 rpm （可変速）
      本体側－最高 10,000 rpm （可変速）
所要動力： ドア側－3.7kw + インバーター
               本体側－3.7kw + インバーター
ピン本数： ドア側168本 本体側178本
発生風量：2.4 ～ 3.4 m3/min 材質：
SUS304/SCS13
ピン材質は、SUS・超鋼・セラミックス

グラインシングミルグラインシングミル 粉砕装置粉砕装置
Grinding Mill Powder Pulverization SystemGrinding Mill Powder Pulverization System

粉砕粉砕 解砕解砕 破砕破砕

   グラインディングミル 粉粒体粉砕装置G09
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EM-2

EM Series  粉砕機
■ 片側回転型

EM-2 ｽｸﾘｭｰﾌｨｰﾀﾞｰ付き

* 回転数 : 最大 11,000 rpm
* 動力 : 3.7kW OR 5.5kW (ｲﾝﾊﾞｰﾀｰにより変速)
* ﾃﾞｨｽｸ径 : φ250mm
* ﾋﾟﾝ本数 : 308 PCS
* 発生風量 : 6 m3/ min 
* 重量 : 約 220kg

・ 仕様

グラインシングミルグラインシングミル 粉砕装置粉砕装置
Grinding Mill Powder Pulverization SystemGrinding Mill Powder Pulverization System

粉砕粉砕 解砕解砕 破砕破砕

   グラインディングミル 粉粒体粉砕装置G10
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Laboratory Stud Mill series

Mini series 粉砕機

小型生産、実験用 

スクリーン

回転ﾃﾞｨｽｸ

粉砕ﾋﾟｰｽ(メディア)

動力：0.4kw  200V
変速方法：インバーター
回転板径：φ134mm
最高回転数：11,700 rpm
粉砕ピース数：2本
本体材質：SS
発生風量：3ｍ3/min
本体重量：約25kg
回収ペール缶：4リットル ステンレス製

・ 仕様

超小型両ディスク回転型 実験用 粉砕機

* 回転数 : 5,000 ～22,000 rpm
* ﾓｰﾀｰ : 380W x 200V x 単相 2台 ｽﾗｲﾀﾞｯｸ変速
* 排気布: φ110 X H500
* 材質 : 本体 = SCS13  /  ﾃﾞｨｽｸ =  ALUMINUM   /   ﾋﾟﾝ = SUS304  
* 最小平均粒径 : 20 μm
* 本体サイズ : 760 (W) x 290 (H) x 315 (D) mm
* 処理量 : 2～5kg / h

・ 仕様

グラインシングミルグラインシングミル 粉砕装置粉砕装置
Grinding Mill Powder Pulverization SystemGrinding Mill Powder Pulverization System

粉砕粉砕 解砕解砕 破砕破砕

   グラインディングミル 粉粒体粉砕装置G11
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（村田工業株式会社） 

Hydrocyclone Classification System
湿式サイクロン 微細分級・分離・濃縮装置

低エネルギーコストで、大量処理が可能な湿式サイク
ロン分級・分離・濃縮装置です。  スラリーリサイ
クルシステムも御提案いたします。

システム設計・構築 / 販売 / エンジニアリング / 受託加工 
■ナノ微細化(微粉砕/破砕/分散/解砕/乳化/分級）機器･システム  ■ 各種粉粒体処理機器･システム

株式会社 エフ・ティ・アソシエイツ（ＦＴＡ）
 
  358-0012 埼玉県入間市東藤沢１-２３-６ 
  Tel : 04-2997-8070･8071･8072    
  Fax : 04-2997-8079 
  E-mail : sales@ftajapan.com      
  URL : http://www.ftajapan.com 

FT Associates

サブミクロン・ミクロンサブミクロン・ミクロン 分級・分離・濃縮分級・分離・濃縮

H01 湿式サイクロン 微細分級・分離・濃縮装置
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特徴
■ 液体中に懸濁する固体と液体を重力の代わりに遠心力を
      利用して、分離を促進します。
■ コンパクトなサイズで、効果が期待できます。
■ 構造が単純で処理能力が大きく、据付面積も非常に
      コンパクトです。

原理

■ 遠心力により粒子は周壁部へいくほど比重､粒子径の
      大きいもの､中心に向かうほど比重､ 粒子径の小さい
      ものに衛星状に配列されます｡
■ 周壁部にはサイクロンのテーパーに沿い下降流が発生しており ､この流れにのって比重､
   粒子径の大きいものはボトムノズルへ導かれ排出 されます｡
■ 一方中心部は逆に上昇流が発生しており比重､粒子径の小さいものはこの流れにのり
   トップノズルへ排出されます｡

■ トップ液を製品とし､より細かい微粒を取出したい場合
   （フローA）
■ ボトム液を製品とし､微粒除去を目的としたい場合
   （フローA）
■ ピークとなる粒度を変えず粗粒と微粒を同時に
   除去したい場合（フローB）
■ 90通り（TR-10型）のノズルの組み合わせとミドル液を
   循環､取出しする事により様々なアプリケーションに
   対応します｡

アプリケーション例

H02

湿式湿式((液体）サイクロン微細分級・分離・濃縮装置液体）サイクロン微細分級・分離・濃縮装置
Hydrocyclone Classification SystemHydrocyclone Classification System

サブミクロン・ミクロンサブミクロン・ミクロン 分級・分離・濃縮分級・分離・濃縮

湿式サイクロン 微細分級・分離・濃縮装置



株式会社エフ・ティ・アソシエイツ (ＦＴＡ）           

2015/9/21

電話 : 04-2997-8070･8071･8072 Fax : 04-2997-8079  E-mail : sales@ftajapan.com

3液分級

微粒と粗粒の他に原液粒度に近い中間流をミドルノズルより取りだします ｡
ミドル液を原液タンクへ戻し､再度分級させる事により高い分級精度と歩留まりを可能にしてお
ります｡

分級精度が厳しく求められる場合、微粒の除去､捕集を目的とする場合、粗粒の回収率を高く求
めたい場合等の、微粒の分離・分級に最適です。

■ 高性能な分離・分級性能、任意の分級点の設定
   サイクロン各ノズル口径を替えることにより、分級性能を任意に調整可能です。

■ 低エネルギーコスト
   ポンプの動力のみ操作、遠心分離機の 1/2 から 1/3 のエネルギーコストで分級
   可能です。

■ 運転性・密封性・対磨耗性
   騒音・振動がなく、悪臭、粉塵、液漏れ等の密閉性が優れているため、安心して使用
   頂けます。 又、サイクロン材質は、セラミックスを使用しており、耐摩耗性も優れて
   います。

■ シンプルな運転操作・保守管理
   バルブによる圧力操作のみで、遠隔・無人運転も可能です。 又、小型軽量で、
   コンパクトに設置可能です。

分級方式（３液分級と２液分級）   

ミミミミ

H03

湿式湿式((液体）サイクロン微細分級・分離・濃縮装置液体）サイクロン微細分級・分離・濃縮装置
Hydrocyclone Classification SystemHydrocyclone Classification System

サブミクロン・ミクロンサブミクロン・ミクロン 分級・分離・濃縮分級・分離・濃縮

湿式サイクロン 微細分級・分離・濃縮装置
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2液分級

長年の経験と実績に基き、各種粉粒体の分級に最適なサイクロン径・角度・入口、出口口径等
を改良、多種多用な用途に提案いたしております。

中粒､粗粒の分離・分級・濃縮、処理流量が多く必要な場合、粒径範囲が広く粗粒と微粒を大
分けしたい場合等の分離・分級に最適です。

■ 高処理量
   小型機材でも、高処理量が得られます。 特に製造ラインに使用する場合、処理量が
   大きく、高い収率が期待できます。

■ 幅広い分級範囲
   3μｍ ～ 150μｍまでの幅広い分級が可能です。

■ 低エネルギーコスト
   動力費が小さく、エネルギーコストが安価です。

■ 運転性・密封性・対磨耗性
   騒音・振動がなく、悪臭、粉塵、液漏れ等の密閉性が優れているため、安心して使用
   頂けます。 又、サイクロン材質は、セラミックスを使用しており、耐摩耗性も優れて
   います。

■ シンプルな運転操作・保守管理
   バルブによる圧力操作のみで、遠隔・無人運転も可能です。 又、小型軽量で、
   コンパクトに設置可能です。

分級方式（３液分級と２液分級）   

H04

湿式湿式((液体）サイクロン微細分級・分離・濃縮装置液体）サイクロン微細分級・分離・濃縮装置
Hydrocyclone Classification SystemHydrocyclone Classification System

サブミクロン・ミクロンサブミクロン・ミクロン 分級・分離・濃縮分級・分離・濃縮

湿式サイクロン 微細分級・分離・濃縮装置
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TR10-5型本体
TR5-5型本体

タンク内部 （ 研磨仕上）

３液分級型スーパークロン 

0.5～20

0.1～5

分離分級
精度

（µm）

無機物・

有機物の
微粉分級

10.0　

（入口圧5kg/ｃ
m2）

TR-10

・各種セラミック原料、ガラス､シリカ､の0.1μm～20μm分級

・化学薬品、無機顔料、特殊塗料原料、陶磁器上薬の

　分級精製

・研磨材（FO,GC,C,WA､酸化セリウム等）リサイクル ・ 分級

・金属粉（鉄､銅､アルミ､ニッケル､チタン等）、アミノ酸結晶分級

・貴金属（金､銀） 回収　　　

・コーンスターチ､グルテン 分離

・馬鈴薯澱粉 濃縮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

無機物・
有機物の
超微粉
分級

3.0
（入口圧5kg/ｃ

m2）
TR-5

3液分級

主な用途単体流量
（L/min）形式

H05

湿式湿式((液体）サイクロン微細分級・分離・濃縮装置液体）サイクロン微細分級・分離・濃縮装置
Hydrocyclone Classification SystemHydrocyclone Classification System

サブミクロン・ミクロンサブミクロン・ミクロン 分級・分離・濃縮分級・分離・濃縮

湿式サイクロン 微細分級・分離・濃縮装置
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無機物・有機物の
中粒粉の分級

12.0
（入口圧5kg/ｃm2）

3～20T-10

無機物・有機物の

中粒粉の分級

90.0

（入口圧3.6kg/ｃm2）
10～20T-802液分級

・研磨材(アルミナ等）の分級・

　リサイクル

・アルミ酸結晶、炭酸カルシウム, 

　シリカ､セラミック、金属粉

　（酸化鉄）の分級

・製鉄ダストの分級(鉄と亜鉛の分離)

・パルプの除塵

・工作機械クーラント液の濾過

・土砂、石膏、高炉ダストの分級

無機物・金属等の

中粒粉・粗粒粉の分級

50.0

（入口圧2.5kg/ｃm2）
5～50SC-100

無機物・金属等の

粗粒粉の分級

無機物・有機物の微粉･中粒

粉の分級

主な用途

70.0

（入口圧2.5kg/ｃm2）
10～150SC-150

3.5

（入口圧5kg/ｃm2）
1～10T-5

単体流量
（L/min）

分離分級

精度

（µm）

形式

T10-5型本体 SC-100型 SC-150型

２液分級型スーパークロン

T80型本体

H06

湿式湿式((液体）サイクロン微細分級・分離・濃縮装置液体）サイクロン微細分級・分離・濃縮装置
Hydrocyclone Classification SystemHydrocyclone Classification System

サブミクロン・ミクロンサブミクロン・ミクロン 分級・分離・濃縮分級・分離・濃縮

湿式サイクロン 微細分級・分離・濃縮装置
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●回収スラリー   ●新砥粒 ●廃棄スラリー
AZ#1500回収テスト
●研磨廃液        

スラリーリサイクルシステム

研磨廃液より高精度に
リサイクル可能な研磨材を取出します。

H07

湿式湿式((液体）サイクロン微細分級・分離・濃縮装置液体）サイクロン微細分級・分離・濃縮装置
Hydrocyclone Classification SystemHydrocyclone Classification System

サブミクロン・ミクロンサブミクロン・ミクロン 分級・分離・濃縮分級・分離・濃縮

湿式サイクロン 微細分級・分離・濃縮装置
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TR10-10型サイクロン

T10-5 型サイクロン ＴR10-30型サイクロンセット

湿式サイクロン分級装置
ラボシステム

Model TR5-5型
湿式サイクロン分級装置

H08

湿式湿式((液体）サイクロン微細分級・分離・濃縮装置液体）サイクロン微細分級・分離・濃縮装置
Hydrocyclone Classification SystemHydrocyclone Classification System

サブミクロン・ミクロンサブミクロン・ミクロン 分級・分離・濃縮分級・分離・濃縮

湿式サイクロン 微細分級・分離・濃縮装置
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高性能アイソレーター・グローブボックスI01

Micromacinazione SA / DKSH

高性能アイソレーター・グローブボックス 
High Grade Isolator / Glove Box

自社工場での原薬受託粉砕で培われた長年の経験に
より、OEL<50ng の高性能封じ込め技術を可能とした
Micromacinazione SA のアイソレーターです。

システム設計・構築 / 販売 / エンジニアリング / 受託加工 
■ナノ微細化(微粉砕/破砕/分散/解砕/乳化/分級）機器･システム  ■ 各種粉粒体処理機器･システム

株式会社 エフ・ティ・アソシエイツ（ＦＴＡ）
 
  358-0012 埼玉県入間市東藤沢１-２３-６ 
  Tel : 04-2997-8070･8071･8072    
  Fax : 04-2997-8079 
  E-mail : sales@ftajapan.com      
  URL : http://www.ftajapan.com 

FT Associates

ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 封じ込め・密閉封じ込め・密閉
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高活性 医薬原薬・中間体、バイオ原料・細胞障害性薬
（サイトトキシックドラッグ） 等の製品品質管理、及び、
ハザード管理に最適な環境を御提案致します。

40年以上にわたり、世界の医薬品メーカーへの原薬受託
生産サービスで培ったノウハウに基づき、 cGMP対応の、
無菌、封じ込め技術を御提供いたします。

高活性原薬、抗がん剤、ホルモン剤、サイトトキシック、
化粧品材料、機能性材料、食品他、ミクロマチナチオー
ネ社のアイソレータは、粉砕ジェットミル用だけでなく、
反応、調剤など、あらゆるシーンで使用可能な多目的ア
イソレータを開発。
お客様のあらゆるニーズを取り込んだカスタマイズが可
能なので、どのような場所でも最適なアイソレータをご
提案いたします。

OEL（許容暴露基準 Occupational Exposure Limits)
 ,50ng (SMEPAC)という高精度の、アイソレーターを
はじめとして、初期費用を抑え、簡易に使用可能な、
OLE 1～10μｇ レベルのフレキシブル・タイプ、 小型
リジット・タイプ(OEL<1μg）, ラボ用他目的タイプ
(OEL<50ｎg）等々、各種モデルを御提案申し上げます。

ジェットミル等の粉砕機器用、リアクター等各種反応
槽・装置用、調剤用、特殊用途用等への使用等、皆様の
既設実験・製造機器・システム運用状況に応じたカスタ
マナイズにも対応いたしております。

封じ込めレベル

■ 基本情報

高性能アイソレーター・グローブボックス高性能アイソレーター・グローブボックス
High Grade Isolator High Grade Isolator ・・Glove BoGlove Boｘｘ

ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 封じ込め・密閉封じ込め・密閉

I02 高性能アイソレーター・グローブボックス
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■ 各種モデル

ラボ用多目的タイプ 
OEL < 50ng

小型リジットタイプ 
OEL < 1ng

フレキシブル タイプ 
OEL  1～10 ng

大型リジットタイプ 
OEL < 200ng

高性能アイソレーター・グローブボックス高性能アイソレーター・グローブボックス
High Grade Isolator High Grade Isolator ・・Glove BoGlove Boｘｘ

I03 高性能アイソレーター・グローブボックス

ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 封じ込め・密閉封じ込め・密閉
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御要請から、具体的なアイソレーター導入まで

① プロセス分析

  ＊目的・用途・製品特性等の明確化・確認
    製品特性、内部作業性、取扱い量、飛散の程度、有害性、
    暴露の度合い、封じ込め
  ＊設定・選定・設計
    封じ込めレベル、プロセス機器選定、出入口、内部装置選定
    設計 

② モックアップ 

    事前確認、内部装備の位置確認、要修正点確認

③ 組立

  ＊実機組立、ユーザ立会いによる FAT (Factory Acceptance 
         Test) 実施 (*1)。

④ 出荷及び設置

  ＊メーカー工場 (Micromacinazione SA in Switzerland）
   （必要に応じ）出荷前、分解・梱包
  ＊ ユーザー設置場所 
           搬入・開梱・組立・最終設置

⑤ 最終試験

  ＊顧客オペレータ－による SAT (Site Acceptance Test) 実施 (*2)
  ＊アイソレーター テスト

■ 導入基本的プロセス

*1  FAT : 
 ・ 全体確認
 ・ 要求仕様（URS) 認証
 ・ 重要部品のキャリブレーション認証
 ・ 電気配線、コンポーネント部品レイアウト
   認証
 ・ P&DI 認証
 ・ オペレーション・シーケンス認証
＊2 SAT :
 ・ 全体確認
 ・ 提出書類 認証
 ・ 構成パラメータ認証
 ・ 緊急アラーム動作認証(アラームテスト）
 ・ 排液テスト、及び認証
 ・ エア交換認証
 ・ リークテスト認証
 ・ トレーニング実施、及び認証

高性能アイソレーター・グローブボックス高性能アイソレーター・グローブボックス
High Grade Isolator High Grade Isolator ・・Glove BoGlove Boｘｘ

I04 高性能アイソレーター・グローブボックス

ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 封じ込め・密閉封じ込め・密閉
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高性能アイソレーター・グローブボックス高性能アイソレーター・グローブボックス
High Grade Isolator High Grade Isolator ・・Glove BoGlove Boｘｘ

I05 高性能アイソレーター・グローブボックス

ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 封じ込め・密閉封じ込め・密閉
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医薬原料等の分野における長年の受託生産サービスにおけるノウハウを活かした、微細粉末の飛散防止、外気から隔離等の
技術に基づき、各種グローブボックスを、提案致しております。 

 
 

■ グローブボックス （乾式ジェットミル対応）

各種紛体機器用小型
グローブボックスについても、対応致します。

 
 

MC300 グローブボックス型  
 

MC50 グローブボックス型  
 

MC200 グローブボックス型  
  MC200 グローブボックス型  

 

高性能アイソレーター・グローブボックス高性能アイソレーター・グローブボックス
High Grade Isolator High Grade Isolator ・・Glove BoGlove Boｘｘ

I06 高性能アイソレーター・グローブボックス

ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 封じ込め・密閉封じ込め・密閉
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■ Micromacinazione SA 社主要取引先
スイス ミクロ・マチナチオーネ社
は、微細化装置の製造・販売だけで
なく、Swissmedic、 FDA、厚生労
働省による定期検査に合格した ｃ
ＧＭＰにも対応した、微細粉粒体製
造の受託業務、乾式ジェットミル、
イソレーター等の製造販売を行って
ります。

高性能アイソレーター・グローブボックス高性能アイソレーター・グローブボックス
High Grade Isolator High Grade Isolator ・・Glove BoGlove Boｘｘ

I07 高性能アイソレーター・グローブボックス

ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 封じ込め・密閉封じ込め・密閉



株式会社エフ・ティ・アソシエイツ (ＦＴＡ）           

2015/9/21

電話 : 04-2997-8070･8071･8072 Fax : 04-2997-8079  E-mail : sales@ftajapan.com

   乾式ジェットミル 微細粉砕装置J01

Jet Mill Ultra Fine Grinding System
乾式ジェットミル 微細粉砕装置 

各種密封型、ＧＭＰ対応型も準備致しました。 サブミク
ロン・ナノ微粉砕・解砕・破砕用乾式ジェットミル微粉砕
システムです。

ミクロ・マチナチオーネ / DKSH

システム設計・構築 / 販売 / エンジニアリング / 受託加工 
■ナノ微細化(微粉砕/破砕/分散/解砕/乳化/分級）機器･システム  ■ 各種粉粒体処理機器･システム

株式会社 エフ・ティ・アソシエイツ（ＦＴＡ）
 
  358-0012 埼玉県入間市東藤沢１-２３-６ 
  Tel : 04-2997-8070･8071･8072    
  Fax : 04-2997-8079 
  E-mail : sales@ftajapan.com      
  URL : http://www.ftajapan.com 

FT Associates

ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 粉砕粉砕
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スイス ミクロ・マチナチオーネ社の経験と、ノウハ
ウに基づく、医薬原体・ファイン
ケミカル・食品材料等の高品質粉粒体粉砕要求にも対
応可能な、システムを提案
致します。 

ミクロ・マチナチオーネ社の長年の、医薬品分野を含
む受託加工業務により、取得・
実証した経験にもとづく、異物混入防止、分解・組
立・洗浄性、微細粉末の飛散
防止、外気から隔離等、各種配慮を実現・実施した乾
式ジェットミル微粉砕システムです。

 

乾式ジェットミル
粉砕システム 「ナノグラインディングシステム」  

  ■ 同社は、微細化装置の製造・販売だけでなく、Ｓｗｉｓｓ
   medic、 FDA、厚生労働省による定期検査に合格した 
   ｃＧＭＰにも対応した、微細粉粒体製造の受託業務を
   行っております。

□ この経験と、ノウハウに基づき、構造はシンプル、コンパクト
   な設計で、安全性が高く、分解・洗浄も極めて容易で、
   医薬原体、食品、ﾌｧｲﾝセラミックス、磁性材料等、
   高品質が要求される、材料の粉砕に各種機材を提案
   いたしております。

■ 又、防爆仕様、オイルフリー型モーターも含め、高い精度を
   持つ、定量供給機も提供致します。

□ 中大型生産機と同様の、サブミクロン・ナノ微粉砕結果を、
   得ることができ、将来の生産ラインへの移行を想定した
   実験・開発が可能です。

■ 不活性ガスパージ条件、機密性が必要な材料の微粉砕、
   微粉飛散防止等の対応用として、各種グローブボックスも、
   提案致しております。

乾式ジェットミル乾式ジェットミル    微細粉砕装置微細粉砕装置
Jet Mill Ultra Fine Grinding SystemJet Mill Ultra Fine Grinding System

ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 粉砕粉砕

   乾式ジェットミル 微細粉砕装置J02
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コンプレッサー
Compressor

① 原料を定量供給機よりジェットミルに供給。
② コンプレッサー等より供給される高圧
  エア・ガスを、レシーバータンク、及び
  ミル側エアタンク 経由、 粉砕室に導入。
③ ジェットミルに導入された高圧エア・ガス
  により、原料は微粉砕され、粉砕室より
  排出されるエア・ガスと、ともに、
  バグフィルターに移動、捕集される。

■ サイクロン（ジェットミル / バグ
  フィルター間）により、粉砕品を分級する
  システムも可能。

■ 粉砕工程を、繰返し実施する循環システム
  構築も可能。
 

■ 基本構造

乾式ジェットミル
Jet Mill

定量供給機
Feeder

バグフィルター
Bag Filter材料供給

Material to be processed

排気
Discharged 
Air

高圧エアー・ガス供給
High Pressurized Air or Gas

サイクロン
Cyclone

乾式ジェットミル
Jet Mill

定量供給機
Feeder バグフィルター

Bag Filter

材料供給
Material to be processed

高圧エアー・ガス
High Pressurized 
Air

排気
Discharged Air

乾式ジェットミル乾式ジェットミル    微細粉砕装置微細粉砕装置
Jet Mill Ultra Fine Grinding SystemJet Mill Ultra Fine Grinding System

ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 粉砕粉砕

   乾式ジェットミル 微細粉砕装置J03
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 ノズルから高圧で噴出され、超高速に加速されたエアー・
    ガスに巻き込まれ、粉砕室に導入された粉粒体は、粒子

間衝突・磨砕により、サブミクロンレベルの微粒子にまで
    微細化されます。

 ジュールトムソン効果（気体自由膨張時の温度降下効果）
により材料の温度上昇抑制温度上昇が少ないため、融点の
低い物質の粉砕に適しています。

 粉砕室内に高速気流の同心円状の渦を保つことができる
       設計構造を、採用しており、従来の機材に比べ、より高圧

の高圧ジェット気流旋回渦流の形成を可能としたしており、
       よりシャープな粒径分布の製品が得られます。
  
 粉砕材料の壁面への衝突が少ないため、ミル内部の磨耗・

圧着が起こりにくい構造です。

 材料の偏心が小さいため、より高濃度（高処理量）での粉
体の微粉砕が可能です。

 粒子間衝突･磨砕の依存度が高く、より微細粉砕が得られま
す。

                           

ジェットミル粉砕室■ 乾式ジェットミル微粉砕

乾式ジェットミル乾式ジェットミル    微細粉砕装置微細粉砕装置
Jet Mill Ultra Fine Grinding SystemJet Mill Ultra Fine Grinding System

ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 粉砕粉砕

   乾式ジェットミル 微細粉砕装置J04
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各種グローブボックス

各種 定量供給機

世界最小 ジェットミル

高圧の圧縮エア・ガスを用いることで、高速気流を発生させ、粉砕室内に高速気の同心円状
の渦を保つことができるようにした設計構造です。

円周上に均等分割した位置に配置された粉砕ノズルから、導入される 高圧エア・ガスによる
粉砕力により、原料粉粒体は、粒子間衝突･磨砕により、粉砕・微細化されます。

併せてエア・ガス吹き込み量を調整することにより、最適な粉砕圧力を実現、希望処理粒度
を実現します。

材料の偏心が小さいため、より高濃度（高処理量）での粉砕が可能です。 

壁面への衝突が少ないため、材料の圧着、粉砕室の摩耗が少なく、コンタミを抑制できます。 
又、発熱を抑制し、材料への熱影響がほとんどありません。 

豊富な経験とノウハウにより、最適な粉砕条件を提案致します。

ＧＭＰ対応も視野にいれた設計・構造は、シンプルで安全性が高く、 分解・洗浄性も極めて
優れており、医薬品、食品、ﾌｧｲﾝケミカル等、高品質を要求される粉砕材料の、処理も可能
です。

■ 乾式ジェットミルの特徴

乾式ジェットミル乾式ジェットミル    微細粉砕装置微細粉砕装置
Jet Mill Ultra Fine Grinding SystemJet Mill Ultra Fine Grinding System

ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 粉砕粉砕

   乾式ジェットミル 微細粉砕装置J05
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MC300 上部回収型 
 

MC300
 

MC44 R&D型 
 

乾式ジェットミル乾式ジェットミル    微細粉砕装置微細粉砕装置
Jet Mill Ultra Fine Grinding SystemJet Mill Ultra Fine Grinding System

ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 粉砕粉砕

   乾式ジェットミル 微細粉砕装置J06

MC20 ラボ用
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■ 乾式ジェットミル微粉砕システムの特徴

  高圧の圧縮エア・ガスを使用可能としたジェットミルを用いた 気流式微粉砕機です。

  粉砕メディアを用いずに、流体の持つ運動エネルギーを利用粉砕を行ないます。

  コンタミを排除した超微粒子の生成が可能であり、新しい構造材料への道を開きます。最適な渦流、高圧空気・ガス
   でも安定した連続粉砕が可能です。  

  窒素ガス・パージ条件、気密性が必要な材料粉砕、サブミクロン、ナノ微粉砕・解砕に最適です。

乾式ジェットミル乾式ジェットミル    微細粉砕装置微細粉砕装置
Jet Mill Ultra Fine Grinding SystemJet Mill Ultra Fine Grinding System

ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 粉砕粉砕

   乾式ジェットミル 微細粉砕装置J07
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核酸プロテインペプチド

結晶セルロース

アミノ酸

食品添加物

銀粉

電池材料

二酸化鉛

酸化チタン

フェライト混合物

酸化鉄

酸化アルミ

ニッケル

イブプロフェン

アセトアミノフェン

セラミックス

アルミナ

カーボン

硝酸ストロンチウム
無機物

シルク

ラクトース

医薬原料

セラミック

顔料

炭酸カルシウム

コバルト

ガラス

その他

活性炭

フェライト

ｼﾞﾙｺﾆｱ

アパタイト

各種合金

コバルト

シリカ

有機顔料

磁性材料

金属酸化物

金属化合物

各種食品

材料名

COPPER ALUMINUM

COBALT ALLOY

FUEL BATTERY CELL MATERIAL

ACETAMINOPHEN IBUPROFEN

乾式ジェットミル乾式ジェットミル    微細粉砕装置微細粉砕装置
Jet Mill Ultra Fine Grinding SystemJet Mill Ultra Fine Grinding System

ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 粉砕粉砕

   乾式ジェットミル 微細粉砕装置J08
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医薬原料等の分野における長年の受託生産サービスにおけるノウハウを活かした、 微細粉末の飛散防止、外気から隔離等の
技術に基づき、各種グローブボックスを、提案致しております。 

乾式ジェットミル
各種グローブボックス (アイソレーション）  

MC300 グローブボックス型  
 

MC50 グローブボックス型  
 

MC200 グローブボックス型  
 

MC200 グローブボックス型  
 

乾式ジェットミル乾式ジェットミル    微細粉砕装置微細粉砕装置
Jet Mill Ultra Fine Grinding SystemJet Mill Ultra Fine Grinding System

ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 粉砕粉砕

   乾式ジェットミル 微細粉砕装置J09



株式会社エフ・ティ・アソシエイツ (ＦＴＡ）           

2015/9/21

電話 : 04-2997-8070･8071･8072 Fax : 04-2997-8079  E-mail : sales@ftajapan.com

M01

Ｍicro Classifier Classification System

マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置

５ミクロンまでの分級・ふるいわけを可能としました。  
微細粉粒体ふるいわけ装置です。

マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置

システム設計・構築 / 販売 / エンジニアリング / 受託加工 
■ナノ微細化(微粉砕/破砕/分散/解砕/乳化/分級）機器･システム  ■ 各種粉粒体処理機器･システム

株式会社 エフ・ティ・アソシエイツ（ＦＴＡ）
 
  358-0012 埼玉県入間市東藤沢１-２３-６ 
  Tel : 04-2997-8070･8071･8072    
  Fax : 04-2997-8079 
  E-mail : sales@ftajapan.com      
  URL : http://www.ftajapan.com 

FT Associates

ミクロンミクロン 分級・ふるいわけ分級・ふるいわけ
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「超高耐久性・超高アスペクト比」技術の応用に
より、５ミクロンまでの微粉分級・ふるいわけを
可能とした従来品より優れた特徴を有する
超高耐久性を持つスクリーンを活用した、
微細粉体用分級装置です。

微粉粒体分級用の高精度ふるいとして開発・
品質管理・製造現場などの多くの部門で活用
頂けます。

最小粒子径 ： 5 μｍ
分級精度 ： フィルター穴径 ± 0.5 μm
分級速度 ： 30 ～ 50 L/h (スラリーベース）
分級スクリーン種類 ： 5、10、15 μm  他

（粒子形状、粒度分布、溶媒、粘度等の条件により、
データは変化致します。）

■ マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置

マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置
Micro Classifier Classification SystemMicro Classifier Classification System ミクロンミクロン 分級・ふるいわけ分級・ふるいわけ

FMC-075-1W型

M02 マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置



株式会社エフ・ティ・アソシエイツ　　（ＦＴＡ）　　　　　　　      　

2015/9/21

電話 : 04-2997-8070･8071･8072　Fax : 04-2997-8079 　E-mail : sales@ftajapan.com

■　エレクトロ・フォーミング（電鋳）スクリーン

　　　高開孔率・高精度・高アスペクト比・ﾃｰﾊﾟｰ形成加工

 高アスペクト比（１０=φ5μｍに対し、厚さ50μｍ）技術の確立により、狭ピッチ構造を実現した
  エレクトロ・フォーミング（電鋳）スクリーンを使用。
 穴径φ5μmのスクリーンも使用可能です。 
 スクリーンはシート内での穴径バラツキがほとんどありません。
 耐久性、精度に加え、高開口率を同時に適えることによって、お客様のご要望にお応え致します。 
 目詰まり低減に配慮したﾃｰﾊﾟｰ形成を可能としたスクリーンで、大きな処理能力が確保できます。

マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置
Micro Classifier Classification SystemMicro Classifier Classification System ミクロンミクロン 分級・ふるいわけ分級・ふるいわけ

M03 マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置
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分級前原料
分級後網上品

分級後網下品

5μｍカット

ダイヤモンド

■ マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置

マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置
Micro Classifier Classification SystemMicro Classifier Classification System ミクロンミクロン 分級・ふるいわけ分級・ふるいわけ

M04 マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置
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分級前原料

分級後網上品

分級後網下品

分級後中間品

１０μｍカット

5μｍカット

樹脂

■ マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置

マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置
Micro Classifier Classification SystemMicro Classifier Classification System ミクロンミクロン 分級・ふるいわけ分級・ふるいわけ

M05 マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置
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・ 高度な電鋳技術を活用した精密分級装置です。
・ 20μｍ以下の粉粒体の乾式分級を可能としま
  した。
・ 分級製品の回収が容易です。
・ φ76, 203mm のスクリーンを採用した
  ラボ・少量制生産装置を提案。
・ φ800mm の大型スクリーンを活用した
  生産装置も提案いたします。

・ 最小粒子径 ： 5 μｍ
・ 分級精度 ： フィルター穴径 ± 0.5 μm
・ 分級速度 ： 30 ～ 50 L/h 
        (スラリーベース）
・ スクリーン種類 ： 5, 10, 15 μm 他
  (粒子形状、粒度分布、溶媒、粘度
  等の条件により、データは変化
  致します。）

マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置

■  湿式 エレクトロ・フォーミング
     スクリーン使用

■ 乾式 エレクトロ・フォーミング
  スクリーン使用

■ 新型マイクロ・クラシファイアー

・ 新規開発中
  近日中に販売開始

マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置
Micro Classifier Classification SystemMicro Classifier Classification System ミクロンミクロン 分級・ふるいわけ分級・ふるいわけ

M06 マイクロ・クラシファイアー 微細分級装置
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   実験・サンプル製造・受託加工P01

実験・サンプル調製・受託加工
Test, Sample Making, Powder Processing

各種粉粒体の粉砕・分散・分級処理実験・サンプル製
造・受託加工に対応致します。

分級分級分散分散粉砕・解砕粉砕・解砕

システム設計・構築 / 販売 / エンジニアリング / 受託加工 
■ナノ微細化(微粉砕/破砕/分散/解砕/乳化/分級）機器･システム  ■ 各種粉粒体処理機器･システム

株式会社 エフ・ティ・アソシエイツ（ＦＴＡ）
 
  358-0012 埼玉県入間市東藤沢１-２３-６ 
  Tel : 04-2997-8070･8071･8072    
  Fax : 04-2997-8079 
  E-mail : sales@ftajapan.com      
  URL : http://www.ftajapan.com 

FT Associates
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粉粒体 受託加工・実験・サンプル製造 

米粉(Rice Powder)                         活性炭(Activated carbon)  
                              炭酸ｶﾙｼｳﾑ(CaCO3)                           ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ(Carbon 
nanotube) 

酸化鉄(FeO, Fe2O3)                          二酸化ケイ素(ｼﾘｶ / SiO2） 
                                塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(NaCl)                                             ｺﾊﾞﾙﾄ
（Cobalt）

 ＊ 各種粉粒体の試験・受託加工・サンプル製造
    御要求に対応致します。
 ＊ ミクロンレベルから、ナノレベルまでの乾式    
    微粉砕・解砕に対応致します。
    （湿式分散・乳化に対応致し ます。）
 ＊ 殺菌工程 ・菌検査 ･金属片除去等の
    御要求にも対応可能です。
 ＊ 少量の処理から多量の粉粒体加工の
    御相談に応じます。
 ＊ 粒度分布データを添えて報告致します。
 ＊ 各種実験に基づき、皆様の粉粒体処理
    機材・システム選定を御支援致します。

実験・受託加工・サンプル調製実験・受託加工・サンプル調製
Test, Process Sertvice, Sample makingTest, Process Sertvice, Sample making

分級分級分散分散粉砕・解砕粉砕・解砕

   実験・サンプル製造・受託加工P02
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U01

分散・破砕・反応促進・乳化・洗浄・脱気等、化学・
食品・電子材料等々、多岐にわたり、様々な用途に
適用可能です。

Ultrasonic Processor Nano Forming System
湿式ウルトラソニック微粒化・ナノ分散装置

Hielscher / 総輸入元 : ＤＫＳＨジャパン株式会社

湿式ウルトラソニック 微粒化・ナノ分散装置

システム設計・構築 / 販売 / エンジニアリング / 受託加工 
■ナノ微細化(微粉砕/破砕/分散/解砕/乳化/分級）機器･システム  ■ 各種粉粒体処理機器･システム

株式会社 エフ・ティ・アソシエイツ（ＦＴＡ）
 
  358-0012 埼玉県入間市東藤沢１-２３-６ 
  Tel : 04-2997-8070･8071･8072    
  Fax : 04-2997-8079 
  E-mail : sales@ftajapan.com      
  URL : http://www.ftajapan.com 

FT Associates

ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 微粒化・分散・乳化微粒化・分散・乳化
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＊ 強力超音波機器専業メーカー、ヒールッシャー社(ドイツ）の、ウルトラソニック・プロセッサー
  を採用した、湿式ウルトラソニック微粒化・ナノ分散装置です。
＊ コンパクトなラボ用装置から、生産用プロセス配管対応用大型装置まで、多岐モデルの提案が
  可能です。
＊ ナノ分散・乳化・ナノ粒子の再凝集防止・破砕・反応促進・洗浄・脱気等、化学・食品・電子
  材料等への、適用が可能です。
＊ 分散・粉砕用のメディアを用いずに、超音波のキャビテーションを利用、コンタミネーション
  (異物混入）を、抑え、効率的にスラリーを分散・乳化・微粒化が可能です。
＊ 分散粒子の形状を整え、再凝集が起こりにくい、クリーンな分散が可能です。
＊ バッチ処理・連続処理、ラボレベルのビーカーバッチ処理から、連続・循環処理、インライン
  連続生産システムまで幅広く対応致します。

                

湿式ウルトラソニック微粒化・ナノ分散装置

UIP2000hd / 
UIP2000

UIP16000 システム

UIP2400S UIP2000hd

UIP100H

ウルトラソニック・プロセッサーウルトラソニック・プロセッサー 微粒化・ナノ分散装置微粒化・ナノ分散装置
Ultrasonic Processor Nano Forming SystemUltrasonic Processor Nano Forming System ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 微粒化・分散・乳化微粒化・分散・乳化

U02 湿式ウルトラソニック 微粒化・ナノ分散装置
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＊ 高効率 ・・・ 内部発熱によるエネルギーロスがなく、高い超音波効率を実現。   【特許取得】
＊ 連続運転 ・・・ ２４時間連続運転も可能です
＊ 空運転可能 ・・・ 液体中ではなく、気中での運転も可能です。  【特許取得】
＊ 高出力 ・・・ １台あたりの出力が大きく、スラリー用の配管を大きくする事が可能です。
＊ 前後の工程との接続が容易 ・・・ 前後のプロセス機器とのインターフェースが取りやすく、
   相乗的・複合的なシステム構築が可能。
＊ 多様なアクセサリー ・・・ 御要求の操作に会った各種機器（超音波発信装置・大量サンプル
   処理用セル等）をお選びいただけます。
＊ 簡単・安全な構造 ・・・ 高圧下での使用は、ありません。 
＊ 広い用途に使用可能 ・・・ 原料固形分の各種粒子サイズに、対応可能です。
＊ 稼働部がありません ・・・ 洗浄が容易です。
＊ 幅広いラインアップを提供 ・・・ 実験レベルから、大量生産まで、各種用途に適用可能です。
＊ ＰＣ コントロールシステム ・・・ 各種データのモニター、出力、操作時間等の管理が、
      可能です。 

UIP4000

キャビテーション放射

UIP4000 プロセッサー

湿式ウルトラソニック微粒化・ナノ分散装置

ウルトラソニック・プロセッサーウルトラソニック・プロセッサー 微粒化・ナノ分散装置微粒化・ナノ分散装置
Ultrasonic Processor Nano Forming SystemUltrasonic Processor Nano Forming System ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 微粒化・分散・乳化微粒化・分散・乳化

U03 湿式ウルトラソニック 微粒化・ナノ分散装置

UIP1000

UIP2000 UIP16000
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適用材料・各種用途 例 ：

インク・顔料・各種酸化物（酸化チタン・酸化スズ・酸化亜鉛・ ITO・酸化アルミ・酸化鉄） 、セラミック全般
各種金属（金・銀・プラチナ・ニッケル・マンガン・コバルト）・シリカ・セシウム・ゼオライト・シリコン・テフロ
ン・カーボンブラック・CNT
コーティング剤全般・研磨剤全般・色素全般

接着剤・有機合成全般・エマルジョン燃料・エマルジョン食品全般・水と油の乳化全般
カーボン焼付剥離・コーティング剤の部分剥離・塗膜強度評価・スポット洗浄・強力洗浄・触媒活性化・各種重合体
化学反応促進
粒子サイズの均一化・成分抽出・
細胞／細菌／バクテリア／ウイルスの破砕・微粒化
各種粉砕機の前後処理

PC コントロール

フローセル

ソノトロード

カスケード ソノトロー
ド

湿式ウルトラソニック微粒化・ナノ分散装置

ウルトラソニック・プロセッサーウルトラソニック・プロセッサー 微粒化・ナノ分散装置微粒化・ナノ分散装置
Ultrasonic Processor Nano Forming SystemUltrasonic Processor Nano Forming System ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 微粒化・分散・乳化微粒化・分散・乳化

U04 湿式ウルトラソニック 微粒化・ナノ分散装置
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湿式ウルトラソニック微粒化・ナノ分散装置   
ラボユニット ・ 少量生産用ユニット

UP200ST 小型生産用ユニット

UP200Ht ラボユニット

＊ 片手で操作可能なハンディ型、スタンド固定型、いずれにも対応致します。
＊ 24時間連続運転も可能です。
＊ メインメニューから、容易に操作ができます。
＊ 電源部と、発信部が分離されており、発電部分を、別置きも可能です。
＊ 分散、乳化、溶解、細胞破砕、脱気、抽気、触媒反応等々、各種用途に、使用出来ます。
＊ タッチパネル、ネットワーク接続等により、ﾃﾞｰﾀ管理にも容易に対応可能です。
＊ 各種発信機、防音ボックス、等々各種御要請に対応致します。
＊ 豊富な経験、実績に基づき、ラボユニット・少量生産用ユニットにより、得られたデータをもとに、
  大型生産機のスケールアップを、御提案申し上げます。

ウルトラソニック・プロセッサーウルトラソニック・プロセッサー 微粒化・ナノ分散装置微粒化・ナノ分散装置
Ultrasonic Processor Nano Forming SystemUltrasonic Processor Nano Forming System ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 微粒化・分散・乳化微粒化・分散・乳化

U05 湿式ウルトラソニック 微粒化・ナノ分散装置
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湿式ウルトラソニック微粒化・ナノ分散装置 
 
各種 生産機  

各種 ラボ機

ブロックソノトロード 及び カスケードソノトロード

ブロックソノトロード 及び カスケードソノトロード

ブロックソノトロード 及び カスケードソノトロード

ブロックソノトロード 及び カスケードソノトロード

ブロックソノトロード

ブロックソノトロード

ブロックソノトロード

ブロックソノトロード

ソノトロード種類 

空冷204000UIP4000

水冷2010000UIP10000

水冷2016000UIP16000

なし201000UIP1000hd

なし20500UIP500hd

なし202000UIP2000hd

なし

なし

コンバータｰ冷却

24

30

周波数（kHz)

250UIP250

30UIP50

工

業

用

出力（Watt) ﾓﾃﾞﾙ

プローブソノトロード      3  –  40 ｍｍφ

プローブソノトロード      1  –  40 ｍｍφ

プローブソノトロード      1  － 40 ｍｍφ

プローブソノトロード      0.5 －10 ｍｍφ

ソノトロード種類 

0. 1 -  1000なし24200UP200S

ラ

ボ

用

0.01 -  250なし30100P100H

0. 1 -  1000なし24200UP200H

なし

コンバータｰ冷
却

24

周波数
（kHz)

5   -   2000400UP400S

サンプル量（ｍｌ）出力
（Watt) 

ﾓﾃﾞﾙ

ウルトラソニック・プロセッサーウルトラソニック・プロセッサー 微粒化・ナノ分散装置微粒化・ナノ分散装置
Ultrasonic Processor Nano Forming SystemUltrasonic Processor Nano Forming System ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 微粒化・分散・乳化微粒化・分散・乳化

U06 湿式ウルトラソニック 微粒化・ナノ分散装置
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湿式ウルトラソニック微粒化・ナノ分散装置  各種モデル  

  3.0
10.0

 3.0
 7.0
14.0
22.0
40.0

1.0 
20
3.0 
7.0 
14.0
40.0 

 0.5
 1.0 
 2.0
 3.0 
 7.0 
10.0

 0.5
 1.0 
 2.0
 3.0 
 7.0 

ｿﾉﾄﾛｰﾄﾞ(発信部）
先端径 (φｍｍ）

UIP1600
0
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ワイヤ・テープクリーニング装置
UIP1000, UIP2000を使用 超音波をシリンダー形状にした
ソノトロードに伝え、シリンダー内に発生させた協力な
キャビテーションにより、400ｋｍ/hのジェットストリー
ムを作り出し、ワイヤの表面を洗浄します。

ウルトラソニック・プロセッサーウルトラソニック・プロセッサー 微粒化・ナノ分散装置微粒化・ナノ分散装置
Ultrasonic Processor Nano Forming SystemUltrasonic Processor Nano Forming System ナノ・サブミクロン・ミクロンナノ・サブミクロン・ミクロン 微粒化・分散・乳化微粒化・分散・乳化

U07 湿式ウルトラソニック 微粒化・ナノ分散装置
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湿式、乾式、粒子形状・サイズを問わず、ミクロン
サイズまでのふるいわけ・分級に対応可能な振動
ふるいです。

Powder & Particles Vibration  Sifter
バイブロ・シフター 分級・ふるいわけ装置

システム設計・構築 / 販売 / エンジニアリング / 受託加工 
■ナノ微細化(微粉砕/破砕/分散/解砕/乳化/分級）機器･システム  ■ 各種粉粒体処理機器･システム

株式会社 エフ・ティ・アソシエイツ（ＦＴＡ）
 
  358-0012 埼玉県入間市東藤沢１-２３-６ 
  Tel : 04-2997-8070･8071･8072    
  Fax : 04-2997-8079 
  E-mail : sales@ftajapan.com      
  URL : http://www.ftajapan.com 

FT Associates

   バイブロ・シフター分級・ふるいわけ装置S01

分級・ふるいわけ分級・ふるいわけ
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＊ 専用モータを本体に内蔵した標準仕様のふるい機です。
＊ 湿式、乾式、粒子の性質や形状・大きさを問わず、あらゆるふるい分け用途に対応します。
＊ ふるい分けは最多で3段式、4種分級まで可能です。
＊ スクリーンの取り付けが用途に応じて選択可能できます。
＊ 本体材質は、ステンレス・鉄・チタンなど用途に応じて選ぶことができます。

＊ 超音波発振器を搭載した振動ふるい機です。
＊ 超音波の振動がミクロン単位の選別を実現
＊ 振動ふるい機のスクリーンに超音波振動を加えることで、篩過能力が大幅に向上
  します。
＊ 100ミクロン以下の微粉体のふるい分けに効果的です。
＊ 共振リングによりスクリーン全面にマイクロ振動波が伝わるので、 タッピング
  ゴムの取り付けが不要です。
＊ ハイクラスのオールステンレス製仕様コンバータ固定式Uタイプと、予備
  スクリーンが多数必要な場合に備え、着脱式URを用意しています。

■ 標準型

■ 超音波発振機付き

■ 多目的タイプ小型超音波ふるい機

＊ ミニウルトラソニック(小型超音波発振器)を搭載した振動ふるい機です。
＊ JIS200mm標準ふるいから直径250mm・300mmは直下排出型ふるい機、
   400mm型は横排出型ふるい機をラインアップしています。
＊ コンパクトな直下排出タイプは、ラボ用に最適です。
＊ ふるい分けの目的に応じて、超音波だけのふるい分けも選択でき、
    幅広いふるい分け用途に対応できます。
＊ オプションで超音波を自動停止するタイマーを取り付けることができます。

   バイブロ・シフター分級・ふるいわけ装置S02

バイブロ・シフターバイブロ・シフター 分級・ふるいわけ装置分級・ふるいわけ装置
Powder & Particle Vibration SifterPowder & Particle Vibration Sifter

分級・ふるいわけ分級・ふるいわけ
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■ 多目的タイプ小型超音波ふるい機

＊ ミニウルトラソニック(小型超音波発振器)を搭載した振動ふるい機です。
＊ JIS200mm標準ふるいから直径250mm・300mmは直下排出型ふるい機、
   400mm型は横排出型ふるい機をラインアップしています。
＊ コンパクトな直下排出タイプは、ラボ用に最適です。
＊ ふるい分けの目的に応じて、超音波だけのふるい分けも選択でき、
    幅広いふるい分け用途に対応できます。
＊ オプションで超音波を自動停止するタイマーを取り付けることができます。

■ 直下排出型

＊ コンパクトスペース設計、シンプルな構造の。
＊ モータを本体外部に取り付けた直下排出型の振動ふるい機です。
＊ シンプルな構造で故障が少なく低騒音です。
＊ 直下排出型は排出効率が高く、設置スペースがコンパクトにできます。
＊ ふるい機本体を取り外すことなくモータの着脱ができます。
＊ 本体の高さが低く、製造ライン等既設機器の間に設置することができます。
                       

含成樹脂 (ベレット、ビーズ、パウダー)、塗料、顔料、染料 (粉末・液体)、医薬品、工業薬品 (顆粒、パウダー)、石け
ん(パウダー、液状)、木粉、硝石(粉末)、マグネシウム(粉末)、ゴム充頃材(粉末)、黒鉛(粉末)、硅硅粉、二酸化マンガン(粉
末)、消化剤(粉末)、石油精製(液状)、肥料(粒状、粉状)、産砂(粒状)、浜砂(粒状)、陶土、粘土(液状)、研磨材、アランダム
(粒状)、セラミック(粉状、液状）、耐火材、フェライト(粉末)、ガラス(粉末)、製粉用小麦、大豆、とうもるこし(粒状、粉
状)、パルプ廃液、金属加工廃液、食品廃液、鉄、銅及び金属類(粉末、粒状)、アルミ箔(片状、液状)、粉未治金原料(粉末)、
石炭、コークス(粒状)、生石灰(粉末、粒状)、硫黄(粉末)、ボウリング充填材(粒状)、骨材(粒状)、廃油(液状)、麟(粉末)、
蛍光物質(粉末)、鋳砂(粒状)、スチールシヨツト(粒状)

適用例

   バイブロ・シフター分級・ふるいわけ装置S03

バイブロ・シフターバイブロ・シフター 分級・ふるいわけ装置分級・ふるいわけ装置
Powder & Particle Vibration SifterPowder & Particle Vibration Sifter

分級・ふるいわけ分級・ふるいわけ
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■ ラボ用超音波振動ふるい機

＊ 電圧 ：95～135V / 195～265Ｖ（単相）切替
＊ 電源周波数 ： 50Ｈz / 60 Hz
＊ 消費電流 ： 最大2Ａ
＊ 出力 ： 100% 時で30～32Ｗ
＊ 超音波周波数 ： 49.5KHz ～51.5KHz
＊ 周波数調整 ： 自動調整
＊ アラーム出力 ： 最大電流 7.5mA流れた時に作動
＊ HFケーブル ： RG-58 ケーブル5.5m
＊ 保護形式 ： DIN VDE 0106Part1 アース端子保護
＊ ヒューズ ： 2 x 2A
＊ 許容周辺温度 ： 最高 40℃
＊ 許容周辺湿度 ： 最高 80％

■ 処理物に余分な運動を与えない直下排出型です。
■ 付帯設備は不要です。
■ 小スペース設計で、設置が、容易です。
■ シンプルな構造で、故障が少なく、低騒音です。
■ メンテナンスが容易です。
■ 化学・樹脂、窯業、食品、金属・工業等、各種アプリケーションに御使用
  いただけます。

   バイブロ・シフター分級・ふるいわけ装置S04

バイブロ・シフターバイブロ・シフター 分級・ふるいわけ装置分級・ふるいわけ装置
Powder & Particle Vibration SifterPowder & Particle Vibration Sifter

分級・ふるいわけ分級・ふるいわけ
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 ＊ 解砕機構ユニット

 ・ 解砕と選別を効率的に行う専用ユニットです。
 ・ 水分や静電気の影響を受けやすい粉体などを解砕しながらふるいに投入します。
 ・ 羽根の回転による剪断と振動ふるい機の上下振動による圧縮作用で処理物を解砕します。
 ・ 解砕機構回転羽根部分にスクリーンを使用、解砕効果を高めました。
 ・ 解砕とふるいの作業が、一度で行えます。
 ・ 解砕粒度は、自由に調整できます。

 ＊ 回転洗浄ユニット
 ・ 回転する水の力で、スクリーンを確実に洗浄。
 ・ 回転する水の力と振動ふるい機の振動残渣を排出してスクリーン全面を洗浄します。
 ・ 水圧の駆動源で自動的にノズルが回転します。（超音波発振器・ GMPタイプと併用は出来ません。）

 ＊ 専用ホッパー付き供給機  
 ・ 処理物投入の自動運転を可能にした振動ふるい用専用フィーダです。
 ・ ふるい機本体の振動が震動源であり、電源不要です。
 ・ 流量調節は自由に行え、処理物の分散性も向上します。

 ＊ レベルセンサー・ブリッジ防止機能も搭載しています。
 ＊ メンテナンス性・サニタリー性に優れています。

■ 各種オプション

＊ 超音波振動ふるい 【サブミクロンふるいわけ・分級】

  新規機構に基づき、5μm前後までの微細粉粒体の、乾式超音波ふるいわけ・分級を可能と
  しました。  御検討中の微細粉粒体の実験をお受けいたしております。
 
 （注 ：該当粉粒体の物性・形状等により、分級ポイントが大きくなることがあります。）  

   バイブロ・シフター分級・ふるいわけ装置S05

バイブロ・シフターバイブロ・シフター 分級・ふるいわけ装置分級・ふるいわけ装置
Powder & Particle Vibration SifterPowder & Particle Vibration Sifter

分級・ふるいわけ分級・ふるいわけ
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■ 標準型 型式  

■ モーター型式   ■ ふるい面有効面積比較 単位 ｍ2  

   バイブロ・シフター分級・ふるいわけ装置S06

バイブロ・シフターバイブロ・シフター 分級・ふるいわけ装置分級・ふるいわけ装置
Powder & Particle Vibration SifterPowder & Particle Vibration Sifter

分級・ふるいわけ分級・ふるいわけ
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■ ふるい網交換 網目表

   バイブロ・シフター分級・ふるいわけ装置S07

バイブロ・シフターバイブロ・シフター 分級・ふるいわけ装置分級・ふるいわけ装置
Powder & Particle Vibration SifterPowder & Particle Vibration Sifter

分級・ふるいわけ分級・ふるいわけ
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V01

粉砕媒体を挿入した粉砕筒を高速円振動させることに
より、短時間で、中粉砕から微粉砕まで幅の広い粉砕
を、行います。

Vibration Mill Grinding System
バイブレーション（振動）ミル 粉砕装置

中央加工機株式会社

バイブレーション（振動）ミル 粉砕装置

システム設計・構築 / 販売 / エンジニアリング / 受託加工 
■ナノ微細化(微粉砕/破砕/分散/解砕/乳化/分級）機器･システム  ■ 各種粉粒体処理機器･システム

株式会社 エフ・ティ・アソシエイツ（ＦＴＡ）
 
  358-0012 埼玉県入間市東藤沢１-２３-６ 
  Tel : 04-2997-8070･8071･8072    
  Fax : 04-2997-8079 
  E-mail : sales@ftajapan.com      
  URL : http://www.ftajapan.com 

FT Associates

サブミクロン・ミクロン・ミリ 粉砕・破砕・解砕サブミクロン・ミクロン・ミリ 粉砕・破砕・解砕
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■ 特徴

・ 粉砕媒体を挿入した粉砕筒を高速円振動させ中の媒体に大きな粉砕力を与えることにより、粉砕させる機構です。
・ （回転式ボールミルの１０倍～２０倍の）短時間で微粉砕ができ、また、中粉砕から微粉砕まで幅の広い粉砕に
      適用できます。
・ 粉砕、混合分散が同時にできます。
・ 乾式、湿式いずれも可能です。
・ 密閉状態での粉砕画家のです。
・ ＳＳ、ＳＵＳ、アルミナ、ジルコニア、ゴム、ナイロン等、粉砕筒のライニング、メディアの材質を選べます。
・ メカノケミカル効果も得られます。
・ 粉塵の発生がなく、集塵装置等が不要です。
・ ジャケットを取付け冷却、加熱が可能です
・ 不活性ガス封入等のガスパージ条件下の粉砕にも、対応致します。
・ 粉砕筒の交換が容易です。
・ 連続運転にも対応可能です。
・ コンパクトな設計で、据付面積が少なくてすみます。
・ 取扱いが簡単で、メインテナンスも容易です。

■ アプリケーション

・ 金属とその原料：AI粉、鉄粉、ステンレス鋼、WC、銅合金、アモルファス合金、金属クロム、金属マンガン、
      稀土類金属、フェロマンガン
・ 窯業原料：アルミナ、ジルコニア、窒化ケイ素、炭化ケイ素、マグネシアクリンカー、石炭石
・ 電気、磁気材料、研磨材：フェライト、チタン酸バリウム、酸化チタン、二酸化マンガン、セラミック  
・ 充填剤、顔料、塗料：弁柄、炭酸カルシュウム、有機顔料、無機顔料、蛍光剤、グラスファイバー、カーボン
      ブラック  
・ 食品：抹茶、ニンニク粉末、乳糖   ・ 医薬品、化粧品、工業薬品：活性炭、硫黄、漢方生薬、硫安、
      メカノケミカル効果  
・ 建材、エネルギー：特殊セメント、石膏、消石灰  
・ 廃棄物：水砕スラグ、焼却灰、焼却未燃物、活性炭、未燃焼ガレキ等。

バイブレーションバイブレーション((振動振動))ミルミル 粉砕装置粉砕装置
Vibration Mill Grinding Vibration Mill Grinding SystemSystem

サブミクロン・ミクロン・ミリ 粉砕・破砕・解砕サブミクロン・ミクロン・ミリ 粉砕・破砕・解砕

V02 バイブレーション（振動）ミル 粉砕装置
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■ CD型振動ミル

連続式、バッチ式があります。粉砕筒の片側に振動源を置き、反対側にバランサーを、
取付け粉砕筒に特殊な振動を与えることで粉砕媒体の回転方向の動きを向上させ摩砕効果を
発揮させます。   

・ 連続粉砕機としても使用可能です。
・ 振動源は一軸で駆動部はユニット化されているためメンテナンスが容易です
・ 連続式振動ミルです。上下二段の粉砕筒でシリーズに連続で原料を
  微粉砕します。
・ 粉砕筒は受け台（支持板）より着脱が可能で、容易に交換できます。
・ 粉砕筒ライニング ： 鉄、ステンレス、特殊耐摩耗鋼、 各種セラミックス、
            ゴムライニング
  
   

V03 バイブレーション（振動）ミル 粉砕装置

バイブレーションバイブレーション((振動振動))ミルミル 粉砕装置粉砕装置
Vibration Mill Grinding Vibration Mill Grinding SystemSystem

サブミクロン・ミクロン・ミリ 粉砕・破砕・解砕サブミクロン・ミクロン・ミリ 粉砕・破砕・解砕
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■ MB型振動ミル

・ バッチ式振動ミルで粉砕筒中央に偏芯シャフトを保護するためのスペーサー
  パイプが通っており、粉砕筒断面はドーナツ状になっています。
・ 排出時には粉砕筒を反転して下向きに排出します。

・ 粉砕筒ライニング ： 鉄、ステンレス、アルミナ、 ゴムライニング

V04 バイブレーション（振動）ミル 粉砕装置

■ MB1、ＭＢ３型試験研究用振動ミル
   
・ 試験研究の試料作成に最適です。
・ インバーター等による無段変速も可能です。
・ 御要望によりスライド式防音ボックスも提案いたしております。
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■ ＭＢ-0型小型振動ミル

・ 微量の試験研究用試料の微粉砕に最適です。

  ポット寸法 ： φ140mm x 150mm H
  ポット容量 ： 1.0 L x 2 個
  原料挿入量 ： 0.3 Ｌｘ 2個
  振動数   ： 1500 / 1800   50 / 60Hz
  振幅    ： 約4 ～ 5.5ｍｍ ストローク
  電動機   ： 0.2ｋＷ ４Ｐ  単相100V
  本体大きさ ： 560（ｗ）x 580 (L) x 300 ｍｍ (H)
  本体重量  ： 約33 kg

V05 バイブレーション（振動）ミル 粉砕装置
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■ ＦＶ型振動ミル

・ バッチ式振動ミルです。
・ 粉砕筒は単純な筒状で側面カバープレートの排出バルブより排出します。
・ 投入設備、排出設備をフレキシブルチューブで繋ぎ全自動化も可能です。
・ 粉砕筒内部に構造物が無く洗浄が容易で、また、セラミックス等のライニングも容易です。
・ 駆動部はユニット化されているためメンテナンスが容易です。
・ 特殊な使い方として、連続式で大量処理の中粉砕機としても実績があります。

・ 粉砕筒ライニング ： 鉄、ステンレス、特殊耐摩耗鋼、各種セラミック、
             ナイロン、ゴムライニング

V06 バイブレーション（振動）ミル 粉砕装置
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■ ＦＶＲ型振動ミル

・ バッチ式振動ミルです。FV型とMB型を合わせたミルで、粉砕筒内部に
  構造物が無く洗浄が容易です。
・ セラミックス等のライニングも容易かつ排出時には粉砕筒を
  反転して下向きにし短時間で排出します。
・ 駆動部はユニット化されているためメンテナンスが容易です。

V07 バイブレーション（振動）ミル 粉砕装置
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UIP4000

■ 各種 ボール

  高純度アルミナボール、低ウランアルミナボール、ウレタンボール（鉄芯入り）、ジルコニアボール、
  カーボン鋼球、クロム鋼球、ステンレス鋼球、
  樹脂ボール（鉄芯なしボール）

■ 各種ポット・ボール

  MCNポット・ボール、MCNポット・ボール（鉄芯入り）、アルミナ・ポット・ボール、
                            

V08 バイブレーション（振動）ミル 粉砕装置
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V09 バイブレーション（振動）ミル 粉砕装置

■ CD型 振動ミル 粉砕例 ①
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V10 バイブレーション（振動）ミル 粉砕装置

■ CD型 振動ミル 粉砕例 ②
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V11 バイブレーション（振動）ミル 粉砕装置

■ FV型・FVR型・MB型 バッチ式 振動ミル 粉砕例 ①
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V12 バイブレーション（振動）ミル 粉砕装置

■ FV型・FVR型・MB型 バッチ式 振動ミル 粉砕例 ②
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御客様

社名 　 所属
役職

　

住所 　
電話 　

氏名 　 E-MAIL

対象
機材
業務

区分
① 粉砕・破砕・解砕　② 分散・乳化　③ 分級・ふるいわけ・分離・濃縮　④ 封じ込め・密閉　⑤ 乾燥　⑥ その他 　

　

装置
ｼｽﾃﾑ

①乾式ｼﾞｪｯﾄﾐﾙ 微細粉砕装置　　②ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ(振動)ﾐﾙ 粉砕装置　　③ｸﾞﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾐﾙ 粉砕装置　
④湿式ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝﾐﾙ ﾅﾉ分散・乳化装置　　⑤湿式ﾋﾞｰｽﾞﾐﾙ ﾅﾉ粉砕･分散装置　　　
⑥ 湿式ｳﾙﾄﾗｿﾆｯｸ 微粒化・ﾅﾉ分散装置　　⑦ 湿式ｻｲｸﾛﾝ 微細分級・分離・濃縮装置
⑧ ﾊﾞｲﾌﾞﾛ･ｼﾌﾀｰ 振動ふるい　　⑨ ﾏｲｸﾛ・ｸﾗｼﾌｧｲｱｰ 微細分級装置　　⑪ ｴｱｰ･ｸﾗｼﾌｧｲｱｰ 微細分級装置
⑫ 高性能ｱｲｿﾚｰﾀｰ･ｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ　⑬ ﾊﾞｲﾌﾞﾛ･ﾄﾞﾗｲﾔｰ 振動乾燥機 　⑭ 実験・ｻﾝﾌﾟﾙ調製・受託作業

　

業務 ①資料　 ②提案　 ③実験　 ④受託作業 　⑤サンプル調製　 ⑥貸出　⑦その他 　

その他 　

原料

(溶質)

名称 　

物性

有・無
ないし
数値

比重 　 水分 % 　

原料
形状
特性

①粉粒体　②固形体　③縣濁液　④その他 吸湿性 　 凝集性 　

　 研削性 　 付着性 　

粘性 　 危険性 　

粒子形状
①球形 ②不定 ③突起状 ④単一粒子 ⑤凝集体 ⑥不明　 限界温度 　 限界温度 　

　 　

粒径
D50/１次 TOP/2次

溶媒

①水 ②ｴﾀﾉｰﾙ ③IPA ④MEK ⑤ｱｾﾄﾝ
⑥ﾄﾙｴﾝ ⑦ｷｼﾚﾝ ⑧酢酸ｴﾁﾙ ⑨その他　 　

その他

　 　

懸濁液 濃度 wt% 　 粘度 cps 　

添加剤 　

導入希望 要求能力 　 時期 　 分散剤 　

実験
受託
調製

希望仕様
粒度
分級点
湿分等

　 洗浄液 　

ビーズ
ボール

材質 　

粒径μm 　

原料 量 　
検体量
(製品)

　

ｽｸﾘｰﾝ

種類
　

希望日時 　 　
立会い
人数

有・無 　 目開き
　

備考 　


