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A:GRAN 65-40

A:GRAN 70-40

 ø B max* max*
 [mm] [mm] [kg/h] [lbs/hr]

 65 400 100 220

 70 400 120 240

貴重な原材料

高品質かつ検査済再ペレット化プロパ
ティ（EN 15343ff）

粉砕とペレット化処理の間の滞留時間
を最小限に 

性能の優れるプラスチック溶融流体の
フィルタリング及びガス除去

革新技術

モジュールデザイン及びプラットフォ
ーム技術 

産業廃棄物や一般家庭ゴミの個別のケ
ースに対応できるソリューションによ
り、最大限の収益性を確保

継続開発でお客様の技術的な差別化が
可能に

アフターサービス

カスタマセンターでの実地材料を使用
した試運転

技術選択から資金調達まで専門能力で
対応できる廃棄物管理コンサルティン
グ

技術的に正確な設備立ち上げ、迅速な
現場サービス、インターネット経由の
リモートメンテナンス 

各地域の交換部品物流センターから交
換部品が迅速供給されるという便利さ

インテリジェントな電力消費

インテリジェントな電力消費とは、最
も省エネ効果があり資源を節約できる
高効率な設計コンセプトを意味します

粉砕発生熱の利用

冷却水閉鎖循環

コントロールユニットによるエネルギ
ー管理

経済的な運用

プラスチックの高い処理能力、省エネ
型運用、容易な操作で運転コストは最
小限に

既存のマテリアル・ロジスティックに
小さい設置面積で統合可能

確実なエンジニアリングと高品質素材
で長い耐用期間を実現

簡単な操作

中央操作パネルにより資材投入からペ
レット化処理等まで全ての装置部品を
制御

簡単な操作

容易なメンテナンス、迅速な材料変更

コンピューターユニットが処理プロセ
スを最適化、処理温度を安定化
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P 文言及び画像はご希望仕様や特別仕様を含めることも可能ですが追加
料金にて納品可能です。

技術的な変更、および誤字脱字は有り得ます。 

* NGR 工場規格に準拠した LDPE 吐出量、材料および材質により異なります。

NGR はこの他にもブロワー、配管、サイクロン等、ペレット搬送装置をくまなく提供しています。

A:GRAN

> ONE-STEP 技術
> かさばるプラスチック廃棄物の処理
> オン / オフボタン 1 つで制御
> DUMP/RUN 運転モード（材料溜め込み運転可能）

万能処理シリーズ
破砕機・フィーダー・押出機コンビネーション ONE-STEP 技術

わずか一工程でシュレッダーの刃が低回転で稼働しな
がら廃プラスチックを粉砕し、粉砕された材料はフィー
ダーにより継続的に押出機に供給されます。

オン / オフボタン 1 つで制御

> 簡単な起動と停止

>  予期せぬライン停止後の再稼動、ホッパーが満たさ
れていて押出機がフルの状態で 2 分以内

> マシン制御によりコンポーネントが穏やかに始動

かさばるプラスチック廃棄物の処理

ホッパーに入るものであれば、かさばる物体であって
も大きさや厚みに関わらず、前破砕なしで処理できま
す。

DUMP/RUN 運転モード（材料溜め込み運転可能）

 
>  材料の充填レベルはホッパー内で常に測定され、そ

れに応じて投入が制御されます

>  ベルトコンベアへの非連続的な積載も可能 ― 残りは
NGR 制御が対応します

A:GRAN の動作原理 

廃プラスチックの粉砕は堅牢なシュレッダーにより材
料をいたわりながら行われます。その際粉砕される材
料は空圧プッシャーによりシュレッダーのローラーに
押し付けられます。

シュレッダー、フィーダーおよび押出機は同一軸上に
あり、単一の駆動装置によって駆動されます。

シュレッダー後、粉砕された材料はフィーダーによっ
て更に押出機に直接供給されます。 材料は押出機内で
均一に溶融温度にまで加熱され、必要に応じてガス抜
きされます。

すべてのコンポーネントは殆ど隙間なく配置されてい
るため、材料の酸化が防止され、粉砕発生熱が最適に
利用されます。

この特許取得済みのシュレッダー・フィーダー・押出
機のコンビネーションは A:GRAN シリーズ全マシンの
優れた特色です。

技術NGR を選ぶ理由
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ペレットペレット化オプション

1. ド―ジング
シュレッダーと押出機投入部間の領域では、工程制御
しながら材料の流れに添加剤を投入できます。

2. ガス抜き
取扱いが簡単なガス抜きベントシステムには 2 つの開
口部があり、水封式真空ポンプによって溶融物のガス
抜きが行われます。

3. メルトフィルター
手動ストレーナーチェンジャーが標準装備されていま
す。2 枚のスクリーンは、手動レバーで交互にプラス
チックの溶融流体から振り出して清掃することができ
ます。プラスチックの溶融流体を自動的にフィルタリ
ングするには、高品質のダブルピストン式メルトフィ
ルターが適しています。それにより工程を止めること
なくストレーナーを交換することができます。汚れの
ひどい材料用にはバックフラッシュ ( 逆洗 ) 機能付き
メルトフィルターをお勧めします。

1. ホットダイペレタイザー (HD)
HD は PA6.6、PET および低粘性 PBT 溶融物以外の熱
可塑性プラスチックすべてに使用されます。非常に耐
久性のあるペレタイジングナイフとナイフ押圧は簡単
かつ迅速に設定できるため、作業員の負担が大幅に軽
減されます。

2. ストランドペレタイザー (SP)
ストランドペレタイザーは低粘性溶融物用に使用され
ます。簡単な取扱いにより、混合性質の優れた、均一
で粉塵のない円柱状のペレットが保証されます。

高品質なペレットはそのサイズも均一であるため、
新製品との配合を均等に行うことができます。NGR
はこのために最終製品の品質維持にも間接的に貢献
しています。
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1
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1. エアーセパレーター
エアーセパレーターは耳ロス ( ブレードトリム ) を生産と
同時に連続的にリサイクルするために使用されます。こ
の「インライン運用」により追加の材料処理が不要になり、
NGR リサイクリングマシンが完全に自動化されます。

2. ロールフィーダー 
ロールフィーダーは、ロール状のフィルムをほどかれた
状態で処理するために使用されます。

3. ベルトコンベアー
ベルトコンベアーは最も一般的な材料搬送装置です。立
ち上げロスから芯を取ったロールスクラップに至るまで
すべてに対応します。金属異物が混入している場合は金
属探知器が警告を発します。

投入 A:GRAN

頑丈な構造と高品質素材、さらに精密な設計により、マシンコン
ポーネントの耐用期間が長くなります。

マシンの可動部分に手が届き易く、メンテナンスの際には材料交
換および消耗部品の脱着を素早く行うことができるため、マシン
の停止時間を最小限にとどめることができます。

強固なデザインかつ低回転で稼働するシュレッダーには空圧駆動
のプッシャーが組み合わされており、かさばるプラスチック品で
あっても、いたわりながら粉砕することができます。

押出機スクリュー 

リサイクリング要件を満たすよう特別に開発さ
れた汎用押出機スクリューにより、溶融物の最
高の均一性を達成し、材料が特に穏やかに処理
されます。 

特別な要件については、有能な NGR 技術者が
オーダーメイドのスクリューデザインを開発し
ます。

制御

投入からペレット化に至るまでマシンコンポー
ネントすべてが、見やすい NGR タッチスクリー
ンを介して自動的に制御されます。

製法は操作パネルで管理するため再生産性が向
上し、マシンパラメーターを簡単に正しく設定
することができます。

1. プリントの多い金属被覆フィルム 
2. 織布、長繊維 
3. 人工芝 
4. 芯の取られたロール状フィルム 
5. 織布、不織布、カーペット 
6. 生分解性フィルム

多様な材料の処理が可能：PA、PC、PPS、ABS、
EVA、生分解性プラスチック、混成物等
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1. ド―ジング
シュレッダーと押出機投入部間の領域では、工程制御
しながら材料の流れに添加剤を投入できます。

2. ガス抜き
取扱いが簡単なガス抜きベントシステムには 2 つの開
口部があり、水封式真空ポンプによって溶融物のガス
抜きが行われます。

3. メルトフィルター
手動ストレーナーチェンジャーが標準装備されていま
す。2 枚のスクリーンは、手動レバーで交互にプラス
チックの溶融流体から振り出して清掃することができ
ます。プラスチックの溶融流体を自動的にフィルタリ
ングするには、高品質のダブルピストン式メルトフィ
ルターが適しています。それにより工程を止めること
なくストレーナーを交換することができます。汚れの
ひどい材料用にはバックフラッシュ ( 逆洗 ) 機能付き
メルトフィルターをお勧めします。

1. ホットダイペレタイザー (HD)
HD は PA6.6、PET および低粘性 PBT 溶融物以外の熱
可塑性プラスチックすべてに使用されます。非常に耐
久性のあるペレタイジングナイフとナイフ押圧は簡単
かつ迅速に設定できるため、作業員の負担が大幅に軽
減されます。

2. ストランドペレタイザー (SP)
ストランドペレタイザーは低粘性溶融物用に使用され
ます。簡単な取扱いにより、混合性質の優れた、均一
で粉塵のない円柱状のペレットが保証されます。

高品質なペレットはそのサイズも均一であるため、
新製品との配合を均等に行うことができます。NGR
はこのために最終製品の品質維持にも間接的に貢献
しています。
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1. エアーセパレーター
エアーセパレーターは耳ロス ( ブレードトリム ) を生産と
同時に連続的にリサイクルするために使用されます。こ
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ベルトコンベアーは最も一般的な材料搬送装置です。立
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Next Generation Recycling Machines, Inc.
セールスおよびカスタマーケアセンター・アメリカ
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Taicang Next Generation Recyclingmachines, Co., Ltd.
セールスおよびカスタマーケアセンター・中国（太倉市)
No.6, Wuxi Road, Taicang Economic Development Zone,
Taicang, Jiangsu 215400, China
電話 +86 (0) 512 536 52-100, Fax -332

A:GRAN 65-40

A:GRAN 70-40

 ø B max* max*
 [mm] [mm] [kg/h] [lbs/hr]

 65 400 100 220

 70 400 120 240

貴重な原材料

高品質かつ検査済再ペレット化プロパ
ティ（EN 15343ff）

粉砕とペレット化処理の間の滞留時間
を最小限に 

性能の優れるプラスチック溶融流体の
フィルタリング及びガス除去

革新技術

モジュールデザイン及びプラットフォ
ーム技術 

産業廃棄物や一般家庭ゴミの個別のケ
ースに対応できるソリューションによ
り、最大限の収益性を確保

継続開発でお客様の技術的な差別化が
可能に

アフターサービス

カスタマセンターでの実地材料を使用
した試運転

技術選択から資金調達まで専門能力で
対応できる廃棄物管理コンサルティン
グ

技術的に正確な設備立ち上げ、迅速な
現場サービス、インターネット経由の
リモートメンテナンス 

各地域の交換部品物流センターから交
換部品が迅速供給されるという便利さ

インテリジェントな電力消費

インテリジェントな電力消費とは、最
も省エネ効果があり資源を節約できる
高効率な設計コンセプトを意味します

粉砕発生熱の利用

冷却水閉鎖循環

コントロールユニットによるエネルギ
ー管理

経済的な運用

プラスチックの高い処理能力、省エネ
型運用、容易な操作で運転コストは最
小限に

既存のマテリアル・ロジスティックに
小さい設置面積で統合可能

確実なエンジニアリングと高品質素材
で長い耐用期間を実現

簡単な操作

中央操作パネルにより資材投入からペ
レット化処理等まで全ての装置部品を
制御

簡単な操作

容易なメンテナンス、迅速な材料変更

コンピューターユニットが処理プロセ
スを最適化、処理温度を安定化

12
 | 
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, J

P 文言及び画像はご希望仕様や特別仕様を含めることも可能ですが追加
料金にて納品可能です。

技術的な変更、および誤字脱字は有り得ます。 

* NGR 工場規格に準拠した LDPE 吐出量、材料および材質により異なります。

NGR はこの他にもブロワー、配管、サイクロン等、ペレット搬送装置をくまなく提供しています。

A:GRAN

> ONE-STEP 技術
> かさばるプラスチック廃棄物の処理
> オン / オフボタン 1 つで制御
> DUMP/RUN 運転モード（材料溜め込み運転可能）

万能処理シリーズ
破砕機・フィーダー・押出機コンビネーション ONE-STEP 技術

わずか一工程でシュレッダーの刃が低回転で稼働しな
がら廃プラスチックを粉砕し、粉砕された材料はフィー
ダーにより継続的に押出機に供給されます。

オン / オフボタン 1 つで制御

> 簡単な起動と停止

>  予期せぬライン停止後の再稼動、ホッパーが満たさ
れていて押出機がフルの状態で 2 分以内

> マシン制御によりコンポーネントが穏やかに始動

かさばるプラスチック廃棄物の処理

ホッパーに入るものであれば、かさばる物体であって
も大きさや厚みに関わらず、前破砕なしで処理できま
す。

DUMP/RUN 運転モード（材料溜め込み運転可能）

 
>  材料の充填レベルはホッパー内で常に測定され、そ

れに応じて投入が制御されます

>  ベルトコンベアへの非連続的な積載も可能 ― 残りは
NGR 制御が対応します

A:GRAN の動作原理 

廃プラスチックの粉砕は堅牢なシュレッダーにより材
料をいたわりながら行われます。その際粉砕される材
料は空圧プッシャーによりシュレッダーのローラーに
押し付けられます。

シュレッダー、フィーダーおよび押出機は同一軸上に
あり、単一の駆動装置によって駆動されます。

シュレッダー後、粉砕された材料はフィーダーによっ
て更に押出機に直接供給されます。 材料は押出機内で
均一に溶融温度にまで加熱され、必要に応じてガス抜
きされます。

すべてのコンポーネントは殆ど隙間なく配置されてい
るため、材料の酸化が防止され、粉砕発生熱が最適に
利用されます。

この特許取得済みのシュレッダー・フィーダー・押出
機のコンビネーションは A:GRAN シリーズ全マシンの
優れた特色です。

技術NGR を選ぶ理由


