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微粉砕機として広く愛用されセラミックス、研磨材、顔料、ガラス、フリット等の各種産業を

主体にファインセラミックス業界にも広く使用されています。

最近ではシリカ・クウォーツの粉砕が多く、太陽電池製造関連、半導体等の機能性素材

製造関連に使用されております。

ミルの大きさ等は顧客の要望に応じて設計製作いたしております。

Chukoh Seiki Ball Mills are well known pulverising machines and are widely used in the 
ceramics/fine-ceramics, cosmetics, glass, as well as in frit industries. Of late, the pulverisation 
of silica-quartz and other minerals, suitable for manufacturing photovoltaic solar cells and 
materials for use in semi-conductors, is getting more. To achieve high efficiency, many 
Chukoh Seiki ball mills are designed and manufactured according to the specif ic 
requirements of the customer.

バッチボールミル Batch Ball Mill 

中工式ボールミル

湿式 Wet Type

Chukoh Seiki Ball Mill

●  Fine pulverisation is achieved by loading raw material, media balls and water, or other specific  liquids into the grinding chamber of 
    the mill and through rotation of the mill. The pulverisation speed is faster than in Dry Type Mills and is suitable for micron-sized
    pulverisation. However,  operation of the ball mill for excessive hours may cause the lining and the media balls to wear out. 
    Particles from the "wear-out" then mix into the material that is to be milled and result in contamination.
●  Custom built ball mills have a large, effective grinding area for pulverisation and are suitable for milling minerals and chemicals.
    Excellent pulverisation and dispersion makes it possible to use a wide variety of materials. The closed type operation ensures that
    the quality of the product remains stable throughout the entire process, as the mixing rate is not changed  during the process.
●  The use of alumina bricks for the lining and for the media balls, decrease the "wearing out" contamination.

Batch Ball Mill （Wet Type）

粉砕原料と粉砕媒体（玉石・ボール）と水や他の液体を一緒にミルに投入し、ミルを回転させて粉砕します。乾式より粉砕速度が

早く微粉砕に向いていますが、長時間粉砕し過ぎると内張りやボールの摩耗により不純物の混入が多くなることがあります。

ボールミルは粉砕の有効面積が非常に大きく微粉砕機として使用され、各種鉱物、化学薬品等の粉砕に適しています。粉砕力、

分散力に優れ、粉砕原料の粉砕前粒径の許容範囲が広く、密閉型であるため、粉砕分散中に配合比率の変動もなく安定した製品が

得られます。アルミナ磁器を使用すると摩耗成分の混入を少なくすることができます。

バッチボールミル （湿式）

中工精機は “本物の物造り” を1925年以来の社是としています。

正確な技術  迅速な行動  誠実な心  で実現します。

お客様には、満足していただき喜んでいただくことを第一の目的として、

創造性を磨き、開発の技術  品質の向上を常に追求し、納期を守り、

真心のこもった製品を造ります。

技術の向上  環境を重視した物造りを通じて社会に貢献することを目指します。

よい人間関係を築き、自由な雰囲気の働きがいのある会社を目指します。

経営理念

Since the founding of the company in 1925, the company's policy has always been,

'to manufacture machinery to the highest standards' and we have continued to meet 

these standards with our sincere dedication to accuracy, excellence and integrity.

●  Our first priority is that our customers are satisfied and pleased with our products. 

    We strive to maintain an on-going process of creativity, product development and 

    quality enhancement, to manufacture reliable machines, suitable for each specific 

    purpose and maintain delivery schedules.
●  We try to contribute to society by making our products and the technologies we 

    employ, environmentally friendly.
●  We create a pleasant environment, where our employees are motivated to work, 

    have excellent cooperation and the freedom to communicate and develop.

Management Policy

0201
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Dry type pulverization is taken when wet pulverization cannot be taken  or not recommended due to the character of raw material.
Only raw material and medium balls are put into the mill. This has less wear-out contamination into the raw material out of medium 
balls and liner than wet-type. 
Ball Mill has a large effective grinding area for pulverization and is suitable for Minerals and Chemicals works. Excellent pulverization 
and dispersion power makes it possible to have wide range of material size before mill, and for its closed type operation can have 
stable products without change of mixing rate during its operation. Use of Alumina-brick for its lining and medium balls material can 
decrease wear-out contamination.

Batch Ball Mill （Dry Type）

粉砕原料が湿式粉砕に適さない場合や湿式にできない場合に使用されます。 

粉砕原料と粉砕媒体（ボール）のみをミル内に投入します。

特徴は湿式よりもライナーおよび粉砕媒体からの不純物の混入が少なくなります。

ボールミルは粉砕の有効面積が非常に大きく微粉砕機として使用され、窯業、化学工場をはじめ広くご使用いただいています。

粉砕力、分散力に優れ、粉砕原料の粉砕前粒径の許容範囲が広く、密閉型であるため、粉砕分散中に配合比率の変動もなく安定

した製品が得られます。アルミナ磁器を使用すると摩耗成分の混入を更に少なくすることができます。

バッチボールミル （乾式）

バッチボールミル Batch Ball Mill 

乾式 Dry Type

BALL MILL (for both Wet and Dry Type)
Measurements of each section (Unit : mm)

DとLは内貼前の寸法です。Note: D and L are sizes before lining. 

(Above is wet type ball mill, and mill must be filled more than 80%.)

＊上記表の数値は参考数値ですので、実際とは異なる場合があります。お客様で十分にご確認下さい。

＊Above is reference, may differ  in the actual case. Please check and confirm for yourself.

湿式・乾式共

湿式・ミル充填量は80％以上の場合 アルミナ磁器玉石の標準仕込量( Alumina ceramic ball normal charge amount)

BALL MILL (for both Wet and Dry Type)  (Unit : Litres)
Capacity : With Linings Installed

ボールミル寸法
単位：ミリメートル

ボールミル内貼後の内容積
単位：リットル

Capacity: after inner lining

湿式・乾式共

Model Number Recommended mill speed (r.p.m.)
品番

アルミナレンガ ゴム 天然石

推奨ミル回転速度（r.p.m.）
Power required
所要馬力

BM-200

BM-300

BM-400

BM-600

BM-1000

BM-2000

BM-3000

BM-4000

BM-6000

BM-10000

BM-12000

29  to  40

27  to  38

26  to  34

25  to  35

22  to  25

20  to  22

18  to  21

14  to  19

13  to  18

12  to  18

10  to  16

1.5kw

2.2kw

2.2kw

3.7kw

5.5kw

7.5kw

15.0kw

18.5kw

22.0kw

30.0kw

45.0kw

BM-15

BM-50

BM-100

BM-200

BM-300

BM-600

BM-1000

BM-2000

BM-3000

6.75

22.5

45

90

135

270

450

900

1,350.00

13

43.4

28.9

57.8

86.8

173.3

288.8

577.5

866.3

ー

ー

57.8

115.5

173.3

346.5

577.5

1,155.00

1,732.50

13

43.4

86.7

173.3

259.9

519.8

866.3

1,732.50

2,598.80

kgkgkgLiter

合計Φ50Φ30ミル内容積の45%

玉石の種類とその仕込量玉石の見掛容量内容積ボールミル

品番
Liter

約 15

約 50

約 100

約 200

約 300

約　600

約 1000

約 2000

約 3000

A C

B G

L

D

H
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1.

2.

3.

Raw material feed,  ①Sealing up of lid-②Mill rotation-③Change to discharge 
lid-④Discharge of product （by driving air into the mill）,  raw material re-feed, 
these movements from ① to ④ can be done automatically and continuously.
 That saves a lot of work and time a usual batch type of ball mill is unavoidable.

Shell can be swung like a seesaw while rotating at the same time, that makes more 
effective and even pulverization and mixing.

As there is little stuck of unpulverized raw material between inlet mouth and the 
lid, which improves product quality and yield rate.  

DESCRIPTION

1.

2.

3.

原料の投入、①蓋の密閉-②粉砕運転-③排出蓋に切り替え-④製品の
自動排出（自動エア－打ち込み）-原料の再投入、①から④のサイクル
が自動的に行われます。したがってバッチ式にかかる時間と労力が
セーブできます。

揺動運転が可能で粉砕の均質化、効率的な粉砕・混合が可能です。

蓋と投入口の間に未粉砕の原料が詰まらないため、製品の品質・歩留
まりの向上を図れます。

特徴

全自動式ボールミル
（500L湿式）

Fully automatic Ball Mill (Wet Type)

ジョークラッシャー・ロールクラッシャー・ボールミルを使ったプラント例
Material Flow Illustration
Grinding raw material of large size to fine pulverization using Jaw/Roll crushers and a Ball Mill operating in closed circuits. 

機能性素材製造プラント フロー
（セラミックス・半導体封止材・プラズマディスプレイ・太陽電池 他）

中工精機では、各種素材に応じたプラントを、ご提案させていただきます。
Chukoh Seiki Plan and Design according to your handling material.

Functional Material Production Typical Flow Chart
(Ceramics, Semiconductor, Plasma Display, Solar Cell, etc)

Water Jacket Type Mill is very effective for prevention from denaturation of raw material character due to the high temperature caused 
by long hour mill grinding, water or cooling medium is circulated around the mill jacket to keep temperature down.
Ball Mill has a large effective grinding area for pulverization and is suitable for Minerals and Chemicals works. Excellent pulverization 
and dispersion power makes it possible to have wide range of material size before mill, and for its closed type operation can have 
stable products without change of mixing rate during its operation. Use of Alumina-brick for its lining and medium balls material can 
decrease wear-out contamination. 

Batch Ball Mill （Water Jacket Type）

熱変性のある粉砕原料を長時間粉砕する場合、内容物の温度上昇を防ぐために、ミル本体を冷却水及び熱媒体を用いて冷却

する方法です。       

ボールミルは粉砕の有効面積が非常に大きく微粉砕機として使用され、各種鉱物化学薬品等の粉砕に適しています。粉砕力、

分散力に優れ、粉砕原料の粉砕前粒径の許容範囲が広く、密閉型であるため、粉砕分散中に配合比率の変動もなく安定した製品が

得られます。アルミナ磁器を使用すると摩耗成分の混入を少なくすることができます。

バッチボールミル （水冷式ウォータージャケットタイプ）

バッチボールミル Batch Ball Mill 

ウォータージャケットタイプ Water Jacket Type
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In a continuous production flow tube ball mills have been employed, while batch ball mills have to stop mills when feeding/discharging 
material. These mills allow for in-feed of raw materials from one side and discharge of pulverized materials from the other side without 
any interruption of the entire production flow. Chukoh Seiki designs tube ball mills which efficiently operate in production conditions 
where a continuous flow of material is essential. 
The mills are designed to handle ceramics, minerals and chemicals, these days recycling materials are also handled. Upon request, 
Chukoh Seiki designs all auxiliary systems such as, screw feeders or discharge/filtration devices at the end of the mill.
Depending on the raw material which needs to be pulverized, the mills are lined with alumina bricks, natural stones, polymer (rubber) 
or manganese.

Tube Ball Mill 

バッチ式ボールミルは一生産ごとにミルを止めて製品を排出する必要がありますが、ミルを稼働したまま原材料を一方から

入れて他方から排出しますので、人の労力も省かれ動力にも無駄がなく効率的な連続式の微粉砕機としてセラミック原料を

初め、鉱物化学製品、薬品等に広く使用されています。原料投入のスクリューフィーダー、排出装置、分級などは用途に合わせた

装置が必要となり設計製作をいたしております。なお、内張り材にはアルミナレンガ・天然石・ゴム・マンガンなどを張る

ことができます。

最近では地球環境が問題となっており、リサイクルの分野でも粉砕の主要マシンとして活躍しています。

チューブボールミル

チューブボールミル(連続式ボールミル）  Tube Ball Mill （continuous flow）

ストレートタイプ   Straight Type

TUBE BALL MILL (Straight Type)
Measurements of each section (Unit : mm)

TUBE BALL MILL (Straight Type)

Note: 
1) Figures are Approximate.
2) D and L are before applying Inner Linings.       DとLは内貼前の寸法です。 
3) Above Sizes may change when improvements are required.

＊注意：上記の数値等はあくまでも参考値で実際の数値とは異なることがあります。

＊Note: All above figures are approximate, just for reference.      

チューブボールミル寸法
単位：ミリメートル

Model Number

TM 900   × 1200

TM 1350   × 1800

TM 1500   × 2400

TM 2100   × 3000

TM 2400   × 3200

TM 2400   × 4200

A

1500

2000

2050

2540

2840

2840

B

2800

3250

3120

4500

4800

4800

C

3100

3700

4050

5580

5780

6780

D

900

1350

1500

2100

2400

2400

G

2660

2890

3380

4980

5180

6180

H

2000

2450

2450

3260

3560

3560

L

1200

1800

2400

3000

3200

4200

TUBE BALL MILL (Straight Type)
Capacity : With Linings Installed

(Unit : Litres)

Note: Above Figures are approximate values.
 Above Model Number indicates TM 900 X 1200, for example, 900 Diameter and 1200 length in mm.

チューブボールミル内貼後の内容積
単位：リットル

Model Number

TM 900   × 1200

TM 1350   × 1800

TM 1500   × 2400

TM 2100   × 3000

TM 2400   × 3200

TM 2400   × 4200

Alumina

601

2,203

3,594

9,219

12,997

17,000

Rubber

552

2,207

3,538

9,106

12,873

16,900

Natural Stone
アルミナレンガ ゴム 天然石

Not Available

1,951

2,273

6,665

9,781

13,800

A C

B G

L

D

H
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Conical Tube Mill is also same continuous operation type as Tube Ball Mill.
Tube Ball Mill has straight side shell, but Conical Tube Mill is tapered both at input and discharge points.
Shell is built in three sections. At the input point, there is a sharp angled section that allows a fast flow of material into the mill. At the 
discharge point, there is a shallower angled conical section that allows a smoother discharge from the mill. 
The difference in these angles also cause a difference in the centrifugal force exerted on the bigger and smaller balls, making the 
machine highly efficient during operation. There are also economical savings in energy and the linings of these type of Mills wear out 
at a much slower rate. 

- Built to the highest quality and efficiency standards.
- Designed for continuous flow through operation to save labour in the process. 
- Suitable for either wet or dry pulverization, (Powder or Slurry output).
- This mill can be designed to handle various types of materials, Ceramics, Minerals and Chemicals.
- It offers enhanced grinding capability as it minimizes reverse distribution of the  material. 
- Mill can be lined with stone, rubber, alumina ceramic bricks (wet and dry types), and manganese.

Conical Tube Mill

チューブボールミルと同じ連続式の微粉砕機ですが、チューブボールミルの側板がストレートに対して前後がテーパー形状

（先細り）になっています。

シェルの部分を三つに分け、入口部分は急な形状に出口部分は緩やかな形状にして、遠心力の違いにより玉石の分布と粉砕物の

分布を大粒なものから小粒なものになるように逆の分布を減らして粉砕効率を高めたものです。効率が高まることで省力化と

なり、内張り材の摩耗も減ることになります。

コニカルチューブミル

コニカルチューブミル Conical Tube Mill

テーパー形状 Tapered Shape

Conical Tube  MILL
Measurements of each section (Unit : mm)

Note: 
1) Figures are Approximate.
2) D and L are before applying Inner Linings.　　DとLは内貼前の寸法です。 
3) Above Sizes may change when improvements are required.

注意：上記の数値等はあくまでも参考値で実際の数値とは異なることがあります。

コニカルチューブミル寸法
単位：ミリメートル

Model Number
CM 865   × 2000
CM 1200   × 2100
CM 1680   × 4200
CM 1820   × 4850
CM 1820   × 6060
CM 2100   × 4300
CM 2400   × 4900

A
500
450
600
600
600
700
700

B
500
450
900
900
900

1000
1200

C
1000
1200
2700
3350
4560
2600
3000

D
865

1200
1680
1820
1820
2100
2400

G
3150
3250
5300
6610
7460
7300
7434

H
1620
1800
2860
2900
2520
3630
4600

I
2560
2900
3320
3700
4940
3840
4570

J
1000
1200
1800
1700
1250
2300
3110

L
2000
2100
4200
4850
6060
4300
4900

Conical Tube  MILL
Capacity : With Linings Installed

 (Unit : Litres)

Note: Above Figures are approximate and may change when improvements are made.

コニカルチューブミル内貼後の内容積

テーパー部のアルミナライニング

単位：リットル

CM 865   × 2000
CM 1200   × 2100
CM 1680   × 4200
CM 1820   × 4850
CM 1820   × 6060
CM 2100   × 4300
CM 2400   × 4900

Alumina

600
1,400
6,200
8,800

11,600
9,700

14,700

Rubber

600
1,400
6,100
8,700

11,400
9,600

14,600

Natural Stone
アルミナレンガ ゴム 天然石

400
1,000
4,400
6,500
8,600
7,400

11,500

Model Number
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ご注意： セラミックの歯板は硬く摩耗に強いですが、鉄等砕けにくい異物の混入は歯板を破損させることがありますのでお避け下さい。 また水分があると歯板の摩耗を早めます。

N o t e : Although ceramic plate is hard and wear-resistant, moisture content and substances such as iron etc which are difficult to be crushed must be avoided into raw material that 
 causes plate breakage.

本機は動歯の動きがダブルトグル式に似てシングルトグ

ルのような円運動のすべり動作がなく、前後の動きのみ

でセラミック歯の消耗が少なくてすみます。軸受部分を

すべて密封構造にして油が床に漏れるのを防いでいます。

一度焼成等を施した中硬度以下の原料を更に砕いたり

ほぐしたりするのに使われます。

ジョークラッシャー（コンパクトタイプ ）

Jaw Crusher （Compact Type）
In this machine the movement of ceramic plate is similar to the 
movement of Double toggle (joint) that decreases to wear out 
of ceramic plates by the only back and forth movements of 
swing plate, while usual single toggle has up and down 
movements also which make plate slide and worn out.

The bearing part is all sealed to prevent dropping of oil leakage to the floor.
This compact type is suitable for re-crushing or re-breaking into small pieces once fired materials and the like which is not so hard.

ジョークラッシャー Jaw Crusher

コンパクトタイプ Compact Type

Designed as a coarse crushing machine equipped with two toothed rigid ceramic plates. One is a fixed plate and the other swings 
against it in a crushing motion. When the material is fed between these plates, it is crushed by a strong compressive force. Product 
purity can be maintained  at high levels because the wear-resistant plates have a Morse hardness of 9. This also ensures high-end 
product purity.

Jaw Crusher （Standard Type）

ジョークラッシャー Jaw Crusher

スタンダードタイプ Standard Type

Size Unit : mm (Approximate values)

Above sizes may change when improvements are required.

＊原料等種々の条件により異なります。

＊Above capacity may change according to input material and other condition.

Jaw Crusher (Standard Type)
概算寸法 単位：ミリメートル

Model No.

C 1

C 2

C 3

C 1

C 2

C 3

175×100

200×125

250×150

80
□
×160

100
□
×180

120
□
×200

0.5 t

0.8 t

1.5 t

0.8 t

1.2 t

2 t

1 t

2 t

3 t

2.2～3.7

3.7～5.5

5.5～7.54.5 t

D

730

730

800

H

1100

1100

1155

L

1600

1600

2015

M

554

560

600

W

700

800

900

Model 

型 番

inlet size
(m/m)

給鉱口寸法

input material
size (max)

供給最大寸法

capacity (t/h)

破砕能力

discharge (m/m)

30 (m/m)20 (m/m)15 (m/m)10 (m/m)

排出寸法 kW

動 力

D

L W

H

M

：

固定歯と動歯の間に原料を落とし込み強力な圧縮作用に

よって原料を破砕する粗砕機です。アルミナセラミックの場

合のモース硬度は9で耐摩耗性に富んでいるため原料への

不純物の混入が少なく製品の純度がたもてます。

ジョークラッシャー（スタンダードタイプ ）

Alumina ceramic plates

歯の材質にはセラミック、鉄、マンガン等があります。
There are alumina ceramic, iron, manganese etc. 
for plate materials.

動歯と固定歯
Swing plate & fixed plate

アルミナセラミックプレート
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This Roll Crusher is an intermediate crushing machine equipped with two high alumina ceramic rolls that rotate towards each other. It 
crushes material fed between the rolls with a strong compressive force. Product purity can be maintained at high levels because the 
wear-resistant rolls have a Morse hardness of 9. Despite its small construction, it offers high performance due to its high-speed operation.
Models are standard-type, compact-type, 2 axes-Type. Also single-stage and double -stage machines are available. In double-stage 
there is a type which has Jaw Crusher (mentioned in former page) at top and Roll Crusher at bottom.
2 axes-type has two motors (one motor connected to one roll), which can have wide production sizes with adjustable gap between 
rolls. Safety cover is not required since there is no gear part or belts to cover.

Roll Crusher

ロールクラッシャーは回転する2つの高アルミナロールの間隙に供給原料を噛みこみ強力な圧縮作用によって原料を破砕する

中間粉砕機です。耐摩耗性に富んでいるため原料への不純物の混入が少なく、また高速回転で粉砕しますので非常に小型で

高能率を発揮します。機種はスタンダードタイプ、コンパクトタイプ、2軸タイプとあります。また一段式と二段式があり、

前ページのジョークラッシャーを上段に、下段にこのロールクラッシャーを据えた二段式もあります。

上の写真の2軸タイプは1本のロールごとに動力のモーターを取り付けたタイプで、間隙の調節幅を大きくとることができ、

それによって幅広い製品サイズを取ることができます。またギア部・ベルト回転部がないので安全カバーが不要です。

ロールクラッシャー

ご注意： セラミックロールは硬く摩耗には強いですが、水分と鉄等の砕けにくい異物の混入はロールを破損させることがありますのでお避け下さい。

N o t e : Although ceramic roll is hard and wear-resistant, moisture content and substances such as iron etc. Which are difficult to be crushed must be avoided into raw material that
 causes roll breakage.

Raw Material Input 25  m/m

5  t

10 m/m

5  m/m

8  m/m
以下（under）

25  m/m

4  t

8  m/m

4  m/m

6.5  m/m
以下（under）

20 m/m

3 t

6 m/m

3 m/m

5  m/m
以下（under）

20 m/m

2 t

5  m/m

2 m/m

3.5  m/m
以下（under）

18  m/m

1.5  t

4  m/m

1 m/m

2.5  m/m
以下（under）

18  m/m

0.8  t

4  m/m

0.5  m/m

1 m/m
以下（under）

投入原料寸法

Roller Gap
ロールのスキ間

Top
上段

Bottom
下段

Crushed Size
粉砕後寸法

Output Capacity (Tons/Hour)
粉砕能力（トン／時）

＊上記データは長石（モース硬度6、比重2.5）の場合で粉砕する材料により異なります。

＊Above data is in case of feldspar. It varies depending on the material to be crushed.

Sizes may change when improvements are required.

Alumina Ceramic Rolls 235φx300L

コンパクトタイプ2段式
Compact-Type double-stage

スタンダードタイプ2段式
Standard-Type  double-stage

2軸タイプ 1段式
2 axes Type single-stage

ロールクラッシャー Roll Crusher

アルミナセラミックロール
Alumina Ceramic Wave Shaped Roll
アルミナセラミック波歯ロール
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本機はフィルタープレス用として粘土溶液、その他各種の泥漿体廃液等を送液して

フィルターに送り込み、圧力により濾過し、凝固するのを目的とします。圧力は

15気圧程度まで使用でき、品物により圧力等の調整が自由にできます。その他

化学薬品等あらゆる濃度の高い液体を遠距離に送る等にも適し、普通ポンプと

異なり、異物の混入を防ぎ高能率でピストン部分に溶液が入らないように設計され

摩耗も少なく長年の使用に耐えられます。

改良を重ね摩耗個所はボールベアリングを使用して簡単に取替のできるように

製作されています。公害防止にも工場廃液処理として活躍しています。

中工式メンブランポンプ

This membrane pump is used to feed clayey water, slurry and many other kinds of 
liquid wastes to a filter press. Coagulations are obtained after such liquids are filtered 
under high pressure. The pump pressures can be raised to about 15 atm, and adjusted 
as desired depending on the liquid to be handled. It is also suitable for feeding 
high-density containing chemicals and other substances over a long distances. Unlike 
ordinary pumps, it has the piston section kept away from foreign matter. This ensures 
high durability and a long useful life for the pump. Ball bearings are extensively 
employed in the parts which are subject to abrasion, making it easy to replace or 
service. The pump has come into popular usage for pollution control and where 
effluent from plants are treated.

Membrane Pump

The filter press compresses liquid soils for ceramic base, clayey water  and slurry for various chemical products. It rapidly squeezes out 
excess water. Equipped with a specially designed membrane pump, it quickly produces cakes containing about 30% water that are 
easy to handle. With its excellent capability of treating liquid wastes, it has widely been accepted for pollution control purposes.
The squeeze plate is reliably clamped by operating a valve that is connected to a separate hydraulic pump. This system is designed to 
increase squeezing force, reduce cycle time and enhance efficiency.

Filter Press Hydraulic Type

本機は主として陶磁器素地用調合坏土蛭目土、木節土（クレー）等その他種々化学製品の泥漿液を圧搾して過剰水分を急速に

除去するのに用います。上記のメンブランポンプにより送圧すると固形状（ケーキ）になり水分含有30％程度に締め上がり

取扱が容易になります。

また最近各種公害による汚水処理用にも適し広く使用されています。なお、油圧式は別の油ポンプによりバルブ操作で締め

板を容易に締め上げ省力化と時間短縮になります。

フィルタープレス油圧式

メンブランポンプ Membrane Pump

フィルタープレス Filter Press

This machine is constructed in two parts, the outer rotating cylinder or pan and the inclosed twin rotating heavy rollers. The rollers are 
supported by a rigid arm that produces the downward compression force. The rotation of the pan causes the rollers to rotate at a 
different speed and this results in the pulverization and mixing of the materials to be crushed. The pan also has scrapers that direct the 
material into the path of the rollers during processing and also discharge the material effectively once the scuppers are opened.

Wet Pan

車輪状の重いローラーとパン（円形のコンテナー）から構成されています。回転するパンの中の粉砕原料がローラーに踏まれる

ことにより粉砕される機械です。

ローラーも粉砕原料との摩擦により回転します。ローラーに踏まれた粉砕原料にはローラーの自重による圧縮、せんだん力や

粉砕原料どうしがこすれあう摩擦力が働きます。またローラーの内側と外側とでは対比速度が異なるため踏まれた粉砕原料には

ねじれ作用も働きます。粉砕作用と同時に混合作用もあるので混練用として用いられることもあります。モノカキ（スクレー

パー）は粉砕原料を掻き寄せて流れをつくり、細かくなった原料を製品として排出します。

ウェットパン

ウェットパン　 Wet Pan
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For removal of wet and small iron contents and weak magnetic substances

窯業界では今まで、原料中に混入している鉄分の除去のため、各種のフェロフィルターが使用されて来ました。しかしいずれの

フィルターも磁極の構造その他に多くの問題があり特に洗浄効果が悪く目詰まりが頻発し、そのたびに人手によって水洗いで

取り除いていました。このフィルターを設置することによって生産性向上と製品の安定性の確保が可能となりました。

マグネティックフィルター

脱鉄機 Magnetic Filter

湿式 Wet Type

Removal of small iron contents and weak magnetic substances in ceramic raw materials. (Clay, Porcelain clay, Kaolin, Zircon 
and other materials.) 
1) Continuous and automatic operation decreases labor and increases productivity. 
2) 28,000 High Gauss removes contamination effectively.
3) With simple structure can be maintained easily. 

窯業原料及び製品中の微量な鉄分、弱磁性物の除去（例：粘土・陶土・カオリン・ジルコン 等）
1）連続自動運転による人件費の削減と生産性の向上。
2）28,000ガウスの高磁力により、弱磁性物の除去効果が大きい。
3）構造が簡単なので保守点検が容易である。

Applications

F e a t u r e s

用 途
特 徴

:

:

：
:

In the ceramic industry, a variety of ferro- filters are currently used to remove iron filing inclusions from the material.
Unfortunately, such filters often pose problems with the magnetic pole and other location. In particular, loading frequently occurs due 
to poor washing procedures causing iron contaminations.
Productivity is lost because the magnetic pole has to be washed by hand each time the filter has been used.
We have developed a filter that can be operated continuously without intervention of an operator. It is the result of several years of 
research that has met this industry standard. 
This filter is designed for efficiency and quality control at all times.

Magnetic Filter

処理能力（例）（WSF-280-6）
　産物名 ： 陶土
　処理料 ： 1.5～2.0t/hr（乾量換等）
　濃　度 ： 30％～70％

標準付属品
1. コンプレッサー ： 日立製SP-5T4F型

　　　　圧力スイッチ式 0.2kW3φ220V60Hz

　　　　圧力 5kg/㎠　重量 30kg

2. エアーフィルター ： 中京電機製 1137-3CE型

3. 圧縮空気用ホース ： 接続金具付ナイロンホース3m

概算重量 ： 900kg

○●

○●

○●

Processing Capacity (Example)
   Product : Porcelain  clay
   Processing quantity : 1.5～2.0t/hr (in dry)
   Density : 30%～70%

Standard Accessories
1. Compressor : Mfd, by HITACHI,model SP-5T4F,

        Pressure : switch type, 0.2kW,3φ,220V,60Hz

        Pressure :  5kg/㎠

        Weight : 30kg

2. Air Filter : Mfd, by CHUKYO DENKI, model 1137-3CE

3. Air Hose For Compressor : Nylon hose 3m with connecting metal fittings.

Approximate Weight : 900kg

○●

○●

○●

構造および作用　STRUCTURE AND OPERATION Cycle of Magnetic Filter

This is a Magnetic filter specially equipped with a magnetic pole.
This machine automatically and sequentially performs following cycles:  
electromagnet excitation-raw material feeding-magnetic separation-clean up 
of remaining material-clean up of magnetic substances.
(a) Raw material is supplied by feed pump thru ① in the left  illustration to the 
MAGNETIC POLE. Magnetic substances are attracted by the MAGNETIC POLE.  
Good material is discharged  after passing thru the MAGNETIC POLE from ② 
as product.
(b) Remaining raw material in the MAGNETIC POLE and pipe is  washed by 
CLEANING WATER flushed up from ③ and drained from ④ to return to the 
raw material hopper. (Magnetic Pole is still excited)
(c) The Magnetic Pole is degaussed, and the magnetic substances being 
attracted to the MAGNETIC POLE are cleaned up by  the water from ③ to be 
ejected as waist water thru ⑤.

WSF-280 - 5

WSF-280 - 6

形式

1900

1900

A

1300

1400

B

1300

1300

C

700

900

概算重量（kg）

4.6

7.0

励磁電力（冷時kW）

1.5

2.0

処理能力t/h（乾量）

 (1T=10,000G)
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プラント内搬送用　大型コンベアの設計・製作を行います
Design & Manufacturing: Large Conveyors for various plants

工場内主要設備の新設
New Machines and Equipments

Rubber, Chain etc.
Pulp paper, iron ore, recycling materials etc.
(can be designed and manufactured according 
to your plant)

Type of conveyor
Use

:
:

ゴム、チェイン等
製紙用パルプの搬送、鉄鉱石の搬送、リサ
イクル原料の搬送等（用途に合わせて設
計・製作いたします）

コンベアの種類
用 途

：
：Picture shows 30 meter long rubber belt conveyor

製作例 ： 全長 約30m ゴムベルト コンベア

OM製ターニング&ドリル

OM-made Turning & Drill

最大加工Φ2500mm×H2000mm,
最大ドリル径80mm

工場内主要機械と設備 Ⅰ
Main machines and equipments

Large round parts machining area

大型丸物加工エリア
10t×10twタイプ・5t・2.8t クレーン 各1基
クレーン下10m
手前よりOMターニング16N,
18/40簡易NC付, 20/40NC各1基

A棟西　 Bldg. A-West

組み立てエリア (32m×14m)

A棟西　 Bldg. A-West

A棟東　 Bldg. A-East

30tクレーン 1基

A棟東　 Bldg. A-East

OM製ターニング20/40NC付　最大加工
φ4000mm×H1600mm

Assembly area

30t Crane x 1

OM-made Turning 20/40 w/NC

A棟東　 Bldg. A-East
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B棟　 Bldg. B

工場内主要機械と設備 Ⅱ
Main machines and equipments

CNC Horizontal Boring Milling Machine

テーブル形ＣＮＣ横中ぐりフライス盤
中ぐり φ110mm

B棟　 Bldg. B

Shaping / welding area 5tx 5t crane x 1
under crane 6m
2.8t  x 2 (32m x14m)

製缶溶接エリア 5t×5tクレーン 1基
クレーン下6m
2.8t 2基　(32m×14m) 

C棟　 Bldg. C

Spray paint area

塗装エリア 2.8t クレーン 1基
（33m×11m)

D棟　 Bldg. D

Double column 5 ctr.  Machining center x 1
Double column Machining center x 1
12.5t crane x 2,  (30mx10m)

5面加工門形マシニングセンター・
門形マシニングセンター 各1基
MCRA5C25×50 MCV-AⅡ20×40
12.5t クレーン 2基 クレーン下7m, (30m×10m)

岐阜県土岐郡稲津村にて稲津鉄工所を創立
地方産業の窯業機械製作を主業とする。

航空機部品製作を主業とする。

岐阜県土岐郡土岐町に移転し、中工精機合資
会社を設立。
各務ケ原航空所の協力工場として航空機部品
を製作する。（当時工員 300名）

中工精機株式会社に組織変更する。

終戦により主業である窯業機械に専念する。

日本特殊陶業株式会社と技術提携し、協力工
場として連携をはかり、窯業一般化学用諸機械
の新製品開発の研究に努める。

新事務所、工場を増設

組立工場の増設

新工場・事務所　竣工

ISO 9001：2000　認証

門型5面マシニングセンター導入

D棟の増設（300㎡）

門型マシニングセンター導入

エコアクション21認証取得

海外展示会上海展に初参加

OM製ターニング＆ドリルの導入

1925

1939

1942

1943

1945

1949

1970

1979

1999

2003

2005

2006

2008

2010

2011

2016

大正 14年 4月

昭和 14年 8月

昭和 17年 12月

昭和 18年 2月

昭和 20年 10月

昭和 24年 8月

昭和 45年 7月

昭和 54年 4月

平成 11年 2月

平成 15年 11月

平成 17年 1月

平成 18年 8月

平成 20年 1月

平成 22年 9月

平成 23年 11月

平成 28年 12月

Established Inazu Steel Factory at Inazu-mura, 
Toki-gun, Gifu-ken, and supplied machines to the 
local ceramic industry.  
Aircraft parts are produced primarily.
Moved to Toki-cho, Toki-gun and incorporated
Chukoh-Seik i  L imited Par tnership Co. .   As  a  
cooperate fac tor y to K agamigahara-Aircraf t  
produced aircraft parts. (employed 300 factory 
workers)
Re-organized to CHUKOH SEIKI CO., LTD. ( a joint 
stock company).  
With the end of World War 2 returns and dedicates to 
production of machines to ceramic industry.
Technical cooperation with NGK Spark Plug co., ltd. 
and  in collaboration with them as a cooperate 
company, makes efforts to research and develop 
new products for the ceramic, chemical and general 
industry.
New office was built and factory was expanded.
Enlargement at Assembly shop
Completion of New factory and New office buildings
ISO Certificate 9001:2000 awarded
Installation of Double column 5-face machining center 
Construction of Building D (300m2)
Installation of Double column machining center
Eco-Action 21 certificate acquisition
First attendance at Shanghai International Exhibition
OM-made Turning & Drill Installation 

A p r .  

A u g .
D e c .

F e b .

O c t .  

A u g .

J u l .
A p r .
F e b .
N o v .
J a n .
A u g .
J a n .
S e p .
N o v .
D e c .

1925

1939
1942

1943

1945

1949

1970
1979
1999
2003
2005
2006
2008
2010
2011
2016

中工精機株式会社

大正14年4月

昭和17年12月

2，800万円

代表取締役　工藤好功

セラミック原料精製機械  汚水処理機械装置

リサイクル粉砕機等設計製作

産業用機械の金属部品製造

岐阜県瑞浪市日吉町5177－7

岐阜県瑞浪市日吉町5177－7

14,707㎡

十六銀行瑞浪支店　三菱東京UFJ銀行多治見支店

東濃信用金庫瑞浪支店

社 名

創 業

設 立

資 本 金

代 表 者

事 業 内 容

事 務 所

工 場

工 場 面 積

取 引 銀 行

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

Chukoh Seiki Co., Ltd. 
April, 1925
December, 1942
28 Million Yen
Yoshikatsu Kudo
Machines for fine ceramic materials, Waste water 
t r e a t m e n t  m a c h i n e s  &  p l a n t s ,  D e s i g n  &  
manufacturing of recycle-crushing machines, 
Machining of metal parts for various industrial 
machines.
5177-7  Hiyoshi-cho, Mizunami-shi, Gifu-ken, 
Japan
14,707m2

Juroku Bank Mizunami Branch,
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Tajimi Branch
Tono Shinkin Bank Mizunami Branch

Name
Established
Incorporated
Capital
President
Manufacturing

Location

Factory Size
Main Banks

：
：
：
：
：
：

：

：
：

会社概要 COMPANY PROFILE

沿革 HISTORY

〒509-6251　岐阜県瑞浪市日吉町5177-7

TEL 0572-69-1025  FAX 0572-69-1027

URL : http://www.chukoh-seiki.com/

E-mail : ballmill@chukoh-seiki.com

5177-7 HIYOSHI-CHO, MIZUNAMI-SHI, GIFU-KEN,
JAPAN   〒509 - 6251
TEL : + 81- 572- 691025      FAX : + 81-572-691027
URL : http://www.chukoh-seiki.com/
E-mail : ballmill@chukoh-seiki.com

中工精機株式会社 CONTACT DETAILS
CHUKOH SEIKI CO., LTD.
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