ケミカルエンヂニヤリング株式会社製品の概要です。

1 ページ
ねっか

長年の実績と技術を誇り、比較的粘度の高い資料や比重差の大きい資料の混練･捏和に適しています。

4 ページ
長年の実績と技術を誇り、粉体+粉体、粉体+液体添加物の混合や加湿粉体の水分調整や乾燥などに適しています。

6 ページ
ケミカルエンヂニヤリング株式会社がパテントを取得した製品です。省力化に優れ、大量生産を行う場合に適しています。

8 ページ
洗浄･清掃を容易に行う事ができます。比較的粘度の低い資料や、粉体+粉体または粉体+液体添加物の混練･混合に適しています。

9 ページ

フランジ型･可搬型問わず各種メーカー製撹拌機に使用することができます。

撹拌機を使用して資料の撹拌を行う場合や撹拌工程を完了した資料の保管などに使用することができます。

ケミカルエンヂニヤリング株式会社は明治 38 年(1905 年)に『中野鉄工所』として創業し、設計･製缶･機械加工
に従事して参りました。昭和 24 年(1949 年)より本格的に混練･混合機器に進出し、昭和 37 年(1962 年)に現在
の『ケミカルエンヂニヤリング株式会社』に改称しました。
日々、混練･混合技術開発に努めた結果、昭和 41 年(1966 年)に NES･KO シリーズ(連続式ニーダー / 連続式ブ
レンダー)の特許を取得するなど、多数の特許･実用新案を取得しました。

ケミカルエンヂニヤリング株式会社の製品は全て受注生産となります。実際に機器をご使用になるユーザー様
のご要望はもちろん、機器の設置スペースや使用環境(防爆地区･消防法適用地区など)に可能な限り対応して設
計･製作を行う為、安全性と操作性に優れ作業効率の向上が期待できる製品となっております。

NES ニーダーの主な用途
NES ニーダーは比較的粘度の高い資料や比重差の
ねっか

大きい資料の混練･捏和※1 に適しています。
※1 捏和…資料を練る事により練る前と違った物を作り出す事を意味する。

◎ 一般製造業
接着剤･粘着剤･塗料･電池･電子部品･成型用粘
土･窯業･製紙･建材･産廃処理･環境関連設備など
◎ 化学薬品
火薬･医薬品(内服薬･湿布薬等)･歯磨き･石鹸･洗
剤･化粧品など
◎ 食品
白玉･餅･ガム･キャラメル･香辛料･調味料など

NES ニーダーの特徴
てんえん

NES ニーダーは独特の形状をしたニーダーブレードで、圧縮･切断･展延※2 を繰り返すことにより、混練･捏和
を行います。また、ジャケット(二重釜)による加熱･冷却や槽内を真空状態にして脱泡や水分調整をしながら混
練･捏和を行うことができます。ニーダーは製造工程の初期段階で使用される事が多いため、ニーダーの能力･
性能が後の製造工程に大きく影響します。
NES ニーダーは全て受注生産となります。ご注文から最短 3 ヶ月程度で納入致します。
※2 展延…広げ伸ばす事

■

ニーダーブレードの回転

NES ニーダーは等速型と不等速型の 2 種類あります。
● 等速型

● 不等速型

Z 型ブレードに多く用いられる方式で、中央集中混

主にΣ型･S 型ブレードに多く用いられる方式で、分

練タイプです。ニーダーブレードをオーバーラップ

散型混練タイプです。資料を槽の中心に集める高速

させ、さらに資料を槽の中心部に集める事で特に圧

ブレードと、資料を槽の壁面に押し付ける低速ブレ

縮による混練･捏和効果が期待できます。

ードを組み合わせる事により資料が槽内で分散して、

高粘度や比重差の大きい資料を短時間で混練･捏和

特に切断･展延による混練･捏和効果が期待できます。

を行う事ができます。

等速型では資料の盛り上がりが大きく混練･捏和に

NES ニーダーの等速型ブレードは独自に設計され槽

時間が掛かる場合に適しています。

内の資料溜り(デッドポイント)の解消に多大な効果

NES ニーダーの不等速型ブレードは不等速専用設計

があります。

の為、多大な分散混練･捏和効果が期待できます。
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■

ニーダーブレードの種類

ニーダーブレードは主に以下の 6 種類になります。用途･目的をお伝え頂ければ弊社で選定致します。
● Z 型ブレード(等速用)

● Σ型ブレード(不等速用)

一般的に最も多く採用されているブレードで資料を

Z 型ブレードに比べ、資料の切断･展延に適しており、

槽の中心部に集め圧縮させることにより、ムラなく

資料を分散させ混練･捏和します。Σ型ブレードは当

均一に混練･捏和が行われます。Z 型ブレードは当社

社独自の設計になっております※3。

独自の設計になっております※3。

● S 型ブレード(不等速用)

● リーフ型ブレード(不等速用)

資料を槽内で大きく往復運動させ、折りたたむこと

資料を大きく動かすことにより混練･捏和を行いま

により混練･捏和を行います。樹脂や繊維の混練･捏

す。

和に適しています。

プラスチックや樹脂の一部の混練･捏和に適してい
ます。

● FT 型ブレード(不等速用)

● FT 型フィッシュテールブレード(不等速用)

Z 型･Σ型ブレードでは共回りをして十分に混練･捏

資料を分散させ弱い混練･捏和を行います。

和できないような高粘度の資料を圧縮(ヘラ練り)･展

火薬類等の混練･捏和に多く採用されています。

延して混練･捏和を行います。

※3

■

OEM 製品(設計･製造･出荷検査を弊社に委託し、他社ブランドとして販売した製品)の一部で採用されている場合があります。

資料の排出方法

● 槽横転･反転式
手動または半自動のウォームギヤ等を用いて槽を横
転または反転させます。
横転･反転角度は約 95◦～180◦まで可能です。
● 槽底部排出式
槽の底部にタンクボールバルブ等を設置し、バルブの
開閉により排出を行います。
バルブは手動開閉･自動開閉からお選びいただけます。
● 特殊スクリューによる押し出し式
ニーダールーダー(三軸式ニーダー)の排出方法です。
特殊スクリューによる押し出しになります。

ニーダールーダー
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■

寸法表
全容量
(単位：L)

仕込み容量
(単位：L)

動力
(単位：kW)

等速型
寸法(単位：mm)
L(巾)
W(奥行き)
H(深さ)

不等速型
寸法(単位：mm)
L(巾)
W(奥行き)
H(深さ)

50(L)

約30(L)

2.2～3.7(kW)

450

370

396

460

420

315

100(L)

約65(L)

3.7～11(kW)

580

460

480

580

500

450

200(L)

約140(L)

5.5～15(kW)

740

590

580

750

620

550

300(L)

約210(L) 7.9～18.5(kW)

860

680

650

850

720

600

750(L)

約500(L)

11～30(kW)

1200

870

850

1200

980

760

1400(L)

約1000(L)

15～55(kW)

1300

1160

1060

1300

1280

980

2000(L)

約1400(L)

22～75(kW)

1500

1330

1150

1500

1380

1120

3000(L)

約2100(L)

37～110(kW)

1700

1550

1200

1700

1560

1210

※ 上記寸法は標準的な寸法です、仕様により変更する場合があります。
※ 上記の容量以外も製作致します。

■

寸法図

■

型式一覧

全 4500L ニーダー

■

小型ニーダー

少量生産や実験に適した全容量 0.7L(700cc)～50L 程度の
小型ニーダーも製作しています。
実験室等でも御使用頂けるよう移動式･省スペース仕様に
なっております。
小型ニーダーはコンパクトですが、性能は NES ニーダー
と同等の性能を持っております。

全 700cc ニーダー(真空仕様)
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NES ブレンダーの主な用途
主に粉体+粉体、粉体+液体添加物の混合や加湿粉体
の水分調整や乾燥などに適しています。
◎ 一般製造業
画材･肥料･建材･産廃処理･環境関連設備など
◎ 化学薬品
医薬品･洗剤･化粧品など
◎ 食品
製麺･ゼラチン･香辛料･粉末調味料･液体調味料の
初期工程など

NES ブレンダーの特徴
NES ブレンダーはらせん状のリボンブレードで混合を行います。また、ジャケット(二重釜)による加熱･冷却
や槽内を真空状態にして脱泡や水分調整をしながら混合を行う事ができます。
比重差の大きい資料を強制的に混合する V 型ブレンダーやダブルコーンブレンダーの製作も致します。
NES ブレンダーは全て受注生産となります。ご注文から最短 3 ヶ月程度で納入致します。

■

リボンブレードの回転および資料の動き

NES ブレンダーはらせん状のリボンブレードを U 字型の槽に組み込む一軸式リボンブレンダーと、他社にはあまり見られ
ない W 字型(双胴型)の槽に組み込む二軸式リボンブレンダー※1 があります。
※1 二軸式リボンブレンダー…OEM 製品(設計･製造･出荷検査を弊社に委託し、他社ブランドとして販売した製品)の一部で採用されている場合があります。

● 一軸式リボンブレンダー

■

● 二軸式リボンブレンダー

一軸式リボンブレードは資料が槽の中心部に集まるよ

二軸式リボンブレンダーでは 2 本のブレードが互いに

うに回転します。

内側に回転しています。2 本のリボンブレードをオーバ

NES ブレンダーは一軸式リボンブレードでも造粒前の

ーラップさせ、資料を槽の中心部に集める事により混

加湿混合を行う事ができます。

合だけでなく弱い混練･捏和も行います。

資料の排出方法

● 槽横転･反転式
手動または半自動のウォームギヤ等を用いて槽を横転
または反転させます。
横転･反転角度は約 95◦～180◦まで可能です。
● 槽底部排出式
槽の底部にタンクボールバルブ等を設置してバルブの
開閉により排出を行います。
バルブは手動開閉･自動開閉からお選びいただけます。
● 特殊スクリューによる押し出し式
ブレンダールーダー(三軸式ブレンダー)の排出方法で
す。特殊スクリューによる押し出しになります。

ブレンダールーダー
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■

寸法表
全容量
(単位：L)

100(L)

仕込み容量
(単位：L)

動力
(単位：kW)

約65(L) 0.75～1.5(kW)

一軸式リボンブレンダー
寸法(単位：mm)
L(巾)
W(奥行き)
H(深さ)

二軸式リボンブレンダー
寸法(単位：mm)
L(巾)
W(奥行き)
H(深さ)

620

380

520

580

460

450

200(L)

約130(L)

1.5～3.7(kW)

760

480

650

740

590

580

300(L)

約195(L)

2.2～3.7(kW)

900

540

750

860

680

665

500(L)

約325(L)

3.7～7.5(kW)

1120

600

840

1000

820

690

700(L)

約455(L)

5.5～11(kW)

1300

680

960

1200

870

850

1000(L)

約650(L)

5.5～15(kW)

1500

800

1020

1250

980

950

3000(L)

約1950(L)

11～30(kW)

2400

1080

1400

1800

1500

1380

※ 上記寸法は標準的な寸法です、仕様により変更する場合があります。
※ 上記の容量以外も製作致します。

■

寸法図

■

型式一覧

一軸式リボンブレンダー

二軸式リボンブレンダー

■

小型ブレンダー

少量生産や実験に適した全容量 0.5L(500cc)～50L 程度の小
型ブレンダーも製作しています。
実験室等でも御使用頂けるよう移動式･省スペース仕様に
なっております。
小型ブレンダーはコンパクトですが、NES ブレンダーと同
等の性能を持っております。

全 2L 一軸式リボンブレンダー
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NES･KO シリーズはケミカルエンヂニヤリング株式会社が研究･開発を行い、パテント(特許)を取得しました。
開発会社ならではの豊富な知識と経験を活かし、信頼性の高い品質と実績を誇る製品となっております。

NES･KO シリーズの主な用途
頻繁に機器の洗浄･清掃する必要がなく大量生産を
行う場合に適しています。
◎ 一般製造業
合成樹脂･製紙･建材･成型用粘土･活性炭加工物･
窯業･鋳造冶金･産廃処理･環境関連設備など
◎ 化学薬品
火薬･洗剤･農薬など
◎ 食品
ガム･調味料など

NES･KO シリーズの特徴
NES･KO シリーズでは投入口より投入された資料が圧縮および捏和を繰り返し、自動的に排出口より排出され
ます。また、ジャケット(二重釜)による加熱･冷却をしながら混練･捏和を行う事ができます。
投入口に資料の供給装置(コンベアー等)を、排出口に混練･捏和された資料を下流装置へ送る装置(コンベアー
等)を装着する事で省力化に多大な効果があります。NES･KO シリーズの下流設備に押出成型機を設置する事
により造粒等も可能となります。
NES･KO シリーズは全て受注生産となります。御注文から最短 3 ヶ月程度で納入致します。

◎ 投入口に資料の供給装置(コンベアー等)を、排出口に混練･捏和された資料を下流装置へ送る装置(コンベアー等)を装着す
る事により省力化が可能となります。
◎ NES･KO シリーズの下流設備に押出成型機を設置する事により造粒等も可能となります。
◎ NES･KO シリーズは原料の種類や目的により、一台一台ブレードの種類やブレードの取り付け角度を変更しています。

6

■

槽の種類と蓋の形状

● 槽の種類
いずれの槽もジャケット付き仕様が可能です。
オープン型…弱捏和用
まゆ型…強捏和用
押え蓋型…強捏和用
● 蓋の形状
上蓋取外し式
比較的小さい NES･KO シリーズや洗浄･清掃の頻度が
少ない場合に適しています。
上蓋開閉式
上蓋が簡単に開閉する為、頻繁に洗浄･清掃を行う場合
に適しています。

■

NES･KO シリーズの仕様
型

式

目安処理能力
(単位：L / h)

■

型式一覧

動力
(単位：kW)

NES･KO-φ75×600

約40(L/h)

1.5～2.2(kW)

NES･KO-φ100×800

約100(L/h)

1.5～3.7(kW)

NES･KO-φ130×1000

約210(L/h)

5.5～7.5(kW)

NES･KO-φ160×1200

約400(L/h)

5.5～11(kW)

NES･KO-φ200×1500

約800(L/h)

7.5～15(kW)

NES･KO-φ240×1800

約1500(L/h)

7.5～22(kW)

NES･KO-φ280×2100

約2400(L/h)

11～22(kW)

NES･KO-φ320×2300

約3500(L/h)

15～30(kW)

NES･KO-φ380×2600

約5000(L/h)

15～37(kW)

NES･KO-φ430×2800

約7500(L/h)

22～45(kW)

NES･KO-φ480×3200 約11000(L/h)

30～55(kW)

NES･KO-φ560×3600 約16500(L/h)

37～75(kW)

※ 目安処理能力はブレードの形状により変わる事があります。
※ 上記の容量以外も製作致します。
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NES 立型混練装置のアンカー+バッフル型はバッフルプレートの取付方法をケミカルエンヂニヤリング株式会
社が研究･開発を行い、実用新案を取得しました。
開発会社ならではの豊富な知識と経験を活かし、信頼性の高い品質と実績を誇る製品となっております。

NES 立型混練装置の主な用途
比較的粘度の低い資料や、粉体+粉体または粉体+液
体添加物の混練･混合に適しています
◎ 一般製造業
樹脂･塗料･電子材料･半導体など
◎ 化学薬品
医薬品･洗剤･化粧品など
◎ 食品
製菓･味噌の混合など

NES 立型混練装置の特徴
NES 立型混練装置は市販の撹拌機では撹拌不可能な資料の混練･混合が可能です。NES ニーダー等の横型混
練･混合機器に比べ軸封が容易で、ブレードを槽から完全に抜く事ができるため、容易に洗浄･清掃が行えます。
NES 立型混練装置はジャケット(二重釜)による加熱･冷却、槽内を真空状態にして脱泡や水分調整をしながら
混練･混合を行う事ができます。
NES 立型混練装置は全て受注生産となります。御注文から最短 3 ヶ月程度で納入致します。

■

NES 立型混練装置の種類

● アンカー+バッフル型

■

● 遊星型

アンカー状のブレードと独自のバッフルプレートを組

ゲート状のブレードが一定周期で独特な軌道を描くよ

み合わせ、資料を槽の中心部に集めて圧縮しながら混練

うに回転して混練･混合を行います。独特な軌道を描く

を行います。撹拌機では撹拌不可能な資料の混練･混合

ことにより資料の共回りを防止し、混合だけではなく弱

を行うことができます。

い混練･捏和も行えます。

排出方法

■

型式一覧

● 槽横転･反転式
手動または半自動のウォームギヤ等を用いて槽を横転
または反転させます。
横転･反転角度は約 95◦～180◦まで可能です。
● 槽底部排出式
槽の底部にタンクボールバルブ等を設置してバルブの
開閉により排出を行います。
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汎用撹拌機取付架台の主な用途
撹拌槽に直接撹拌機の取り付けが困難な場合や 1 台
の撹拌機を複数の撹拌槽で使用する場合などに適し
ています。

汎用撹拌機取付架台の特徴
汎用撹拌機取付架台はフランジ型･可搬型問わず各
種メーカー製撹拌機に使用可能です。汎用撹拌機取
付架台を上下に昇降することにより撹拌シャフトが
完全に撹拌槽から抜くことができるため、洗浄･清掃
や移動のために撹拌機や撹拌シャフトを取り外す必
要がなく、作業の効率化が期待できます。

水平移動架台

汎用撹拌機取付架台は全て受注生産となります。御
注文から最短 40 日程度で納入致します。

■

汎用撹拌機取付架台の昇降方法

■

型式一覧

● ネジ昇降式
ネジを廻す事により昇降します。1000mm を超えるス
トロークが必要な場合に適しています。ネジ昇降式は手
廻し式と電動式の 2 種類のラインナップがあります。
● 油圧昇降式
油圧シリンダーを使用して撹拌機が重たい場合でも
軽々と昇降する事ができます。油圧昇降式は足踏み油圧
式と電動油圧式の 2 種類のラインナップがあります。
● エアーシリンダー昇降式
エアーシリンダーを使用して撹拌機が重たい場合でも
軽々と昇降する事ができます。クリーンルームでの使用
に適しています。
● スプリングバランス昇降式
バネの力を利用して撹拌機が重たい場合でも軽々と昇
降する事ができます。
● 昇降なし
比較的低コストで製作できます。撹拌機の撹拌シャフト
が容易に取り外し可能な場合に適しています。

NES･GMS 型

NES･GMHJ 型

9

撹拌槽･貯蔵槽の主な用途
撹拌槽･貯蔵槽は撹拌機を使用して資料の撹拌を行う
場合や撹拌工程を完了した資料の保管などに使用し
ます。1 台の撹拌機を複数の撹拌槽で使用する場合な
どは汎用撹拌機取付架台を併用すると作業の効率化
が期待できます。
撹拌槽･貯蔵槽の特徴
撹拌槽･貯蔵槽は御使用になる撹拌機の重量に合わ
せて撹拌機取付座を設計するため、フランジ型･可搬
型問わず各種メーカー製撹拌機の取り付けが可能で
す。ジャケット(二重釜)付き撹拌槽は圧力容器構造規
格に準じて設計していますので、安心してお使い頂
けます。消防法や第二種圧力容器等に適合した撹拌
槽･貯蔵槽の製作も致します。撹拌槽･貯蔵槽は全て

900L ジャケット付き撹拌槽

受注生産となります。御注文から最短 30 日程度で納

NES･CJ-900 型

入致します。
■

型式一覧

撹拌槽内部(バフ#400 仕上げ)

ジャケット付き撹拌槽(消防法受験)

ヒーター付き撹拌槽

移動式撹拌槽
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