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Rapid 80-シリーズ ラピッド社のモジュラー消
音システム

粉砕機業界で最も信頼のおける名称
ラピッド社は粉砕機業界における世界のリーダーです。
プラスチック業界のリサイクルの問題解決に特化して、
工業用粉砕機を発展させ、製造し、市場に提供してき
ました。
  卓上ユニット型から巨大機械までの広範なラインナッ
プは、あなたの粉砕機のニーズに必ずお応えする事が
できます。
  我々の機械は市場で使用される最も強固な構造で、最
も信頼でき、最高品質のものだとみなされていま す。
  我々はあなたのパートナーとして貢献してまいりまし
た。７０年にわたる経験、世界展開、全世界で１０万台
を超える納入実績こそが、あなたに専門知識、熟練者、
情報源を提供することが出来るのです。
  プラスチック粉砕材のリサイクルに関し、期待以上の
ものをラピッド社は提供します。

Rapid Granulator AB

Box 9, Industrivägen 4
SE-330 10 Bredaryd, Sweden
Phone: +46 370 86500
Email: info@rapidgranulator.se

Rapid worldwide: 

USA  info@rapidgranulator.com
Germany info@rapidgranulator.de
France info@rapidgranulator.fr
Italy  info@rapidgranulator.it
China  info@rapidgranulator.cn
Singapore  info@rapidgranulator.asia

きわめて頑丈なRapid 80シリーズは、
極限にタフなアプリケーション用に設
計され、ラピッド社の最大の粉砕機が
含まれます。これらは主に高い処理能
力、別置き或いはインライン用で、予
備カットされていない大容量成形品、
大きな扁平製品、大きなバリの固ま
り、長形パイプや長尺ものの製品分厚
いフィルムの固まりなどの粉砕用に製
造されています。回転刃のV字アングル
セットで強力なシザーカット処理は上
質の再生材を実現します。

ラピッド社のGranu-MATIC™シュレッダ
ーは、すべての種類のポリマー原料の
効果的なリサイクル用に特化して開発
されました。これらのユニークな技術
は長年にわたるラピッドの粉砕機や以
前のシュレッダーの験経から来たもの
です。

最も固い原材料を、スムーズに均一な
形状に粉砕し、クリーンな樹脂を作り
出すのに、このモデルは最適なもので
す。

粉砕機が十分効果
的に稼働しているに
もかかわらず、特にナイフが摩耗して
いる時などは、必ず小さな粉塵や切り
くずが出るものです。再生材をリサイ
クルする場合、小さなプラスチックの
粉は、製品の焼けや劣化を引き起こし
ます。

この問題を解決する為に、ラピッド社
は全てのニーズにかなう、ダストセパ
レートシステムを提供します。

最も効果的な消音方法は、発生源をつ
かんで、それを稼働周辺に拡げない事
です。天井に防音パネルを張るより
も、更にコスト効果のある方法でdB 
(A)を下げることができます。

ラピッド社のMSS (モジュラー消音シス
テム)は、製造工場でのすべての騒音発
生源に対応できます。MSSは10 から 20 
dB (A)の消音が可能です。

シュレッダー 
プラスチック用シュレッダー

粉塵制御の問題解決

  上質な再生材 
一貫してスムーズで簡潔な粉砕動作

は、上質な粉砕材を常時提供しま

す。 

  Constant (一貫した) Cutting (カ

ッティング) Circle(回転), CCC 
一貫したカッティング回転は、摩擦

熱を取り除き、粉塵や微粉を最小限

に抑えます。

  シザーカッティングアクション 
ラピッド社のダブルシザーカット

は、ダストフリーでどんなプラスチ

ック原料でも、クリーンでスムーズ

な省エネ粉砕を提供します。

  最小限のエネルギー消費 
回転刃と回転スピードの構造によ

り、最小限のエネルギー消費を実現

します。

  迅速な刃の交換 
ラピッド社のカッターハウスやロー

ターデザイン、或いは予め調整され

た刃の取り扱いやすさは、刃の取り

替えを素早く簡単にすることが出来

ます。

成功の公式－ 
ラピッド社の核となる特徴

粉砕機業界 

における世界のリーダー

リサイクルプラスチック
材には様々な利点があり
ます。コストや樹脂量の
削減、原料供給管理の向
上、競争力アップ、製造
環境の改善などです。 
これがラピッド社の専門知識
からあなたが受けるメリット
です。我々の多彩な粉砕機
のモデルの中には、必ずあな
たの要求に沿ったものが有
り、見た目にも上質な粉砕
材、効率的なリサイクル、そ
して長時間稼働を提供する事
が出来ます。我々の絶え間な
い製造・開発・顧客サポー
トが、あなたの粉砕材のリ
サイクルを常に最先端のも
のにします。 我々はそれを
GRANULISTICS!と呼びます。

ラピッド粉砕機– 概要
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Rapid 150-シリーズ

Rapid 150-モデルはサイズ、能力そ
してお客様の特別仕様に応じた、幅
広い選択をご提案します。多彩なホ
ッパー形状や投入方法、そして吸

引輸送など多数の構成が可能で
す。オーガタイプとドッキ
ングタイプの両方のモデル
は高さが今までより低くな
り、簡単に型締め装置の
下に納まるようになりま
した。

もしあなたが頑丈或いは
究極に頑丈な粉砕機をご

要望ならRapid 150 Delta-Tech 
とRapid 150 PowerTechの両機種があり

ます。あなたの射出成形機がどのような構
成であれ、成形機横や成形機の下置きモデ
ルをご用意しております。

300- と 400シリーズ 
ラピッド社のオープンハート型設計思想。

ラピッド社はオープンハード型設計思想で、300-, 400-, 500-
と600-シリーズの粉砕機を作り出しています。

ラピッド社はオープンハート型により、機械の心臓部まで簡単
に取り扱うことができ、清掃やメンテナンス時間の短縮し、型
換え時間を短縮することに貢献します。このより短い機器停止
時間は、生産効率を最大限に伸ばし、人件費を最小限に抑えま
す。機械の心臓部を簡単に取扱いできる事は、クリーンな状況
を見た目でも点検でき、色替え樹脂替えの際に異物の混入を防
止します。

Model
Cutterhouse 
opening, mm

Rotor  
diam., mm

Standard 
motor, kW

Max. cap. 
kg/h

RG-Series

RG Mini 1 114 134 N.A. 0,37 1

RG Mini 2 176 134 N.A. 0,37 2

RG 1 172 228 N.A. 0,75 5

RG 2 265 228 N.A. 0,75 10

RG 3 359 228 N.A. 1,5 20

RG 4 453 228 N.A. 1,5 30

RG 4 Twin 453 510 N.A. 2 2,2 50

150-Series

150-07  80 70 150 0.37 7

150-21 210 150 150 2.2 40

150-35 350 150 150 2.2 60

150-42 420 150 150 2.2 70 

200-Series

200-24 240  270 200 4.0 75

200-36 360  270 200 5.5 100

200-48 480  270 200 5.5 150

200-60 600  270 200 5.5 200

300-Series

300-30 300  260 260 5.5 200

300-45 450  260 260 7.5 300

300-60 600  260 260 7.5 500

400-Series

400-45 450  350 350 15 450

400-60 600  350 350 22 600

400-90 900  350 350 22 750

400-120 1200  350 350 22 900

500-Series

500-60 600  450 450 22 600

500-90 900  450 450 30 900

500-120 1200  450 450 37 1200

600-Series

600-90  900  800 600 75 2500

600-120 1200  800 600 90 3000

600-150 1500  800 600 90 4000

500- と 600-シリーズ 
オープンハートパワー

Rapid 500- と 600-シリーズはオープンハート型
の粉砕機設計により、機械のコアとなる部分を簡
単に取り扱うことができ、大変ユーザーに親しみ
やすい機械となりました。掃除やメンテも簡素化

され、更なる融通性のある活用が可能です。

その融通性は５００と６００シリーズでよ
り発揮され、射出成形機、ブロー成形機、
押し出し成形機の仕様に、最高処理能力
4.000 kg/h.で、素早く対応します。

オープンハート型のパワー

最大 900kg/h

最大 1200kg/h

最大 4000kg/h

Rapid 200-シリーズ

全ての新型Rapid 200シリー ズ粉
砕機は、主に射出成形機やブロ
ー成形機から取り出されるプラ
スチックバリを、直接リサイク
ルするのに最適のものです。

ラピッド社の４つの違った選択
肢、例えばカッターハウスの開
口が６００ｍｍ  ２７０mm、
各種ロータータイプ、ローター
スピード、輸送システムなどを
元に、粉砕材の能力、粉砕サイ
ズ、直接リサイクルにおけるベ
ストな粉砕機を選択できます。

Super-Tangentialカッターハウス
は、例えばボトルや容器のよう
な高い処理量が要求される場
合、標準仕様のグリップ方式が
有効です。

ラピッド粉砕機

最大 50kg/h

最大 500kg/h

最大 70kg/h

最大 200kg/h

低速粉砕機 
Rapid RG-シリーズ

Rapid RG-シリーズは特に型締装置の横置き用
に設計され、固くて脆い樹脂のリサイクル向け
の機械です。超低速そしてスクリーン無しの粉
砕は、最高密度で脆い原料でさえ、低騒音と低
粉塵レベルを提供します。

Rapid RG-シリーズは特許である総合的
な金属検知器技術（ IMD）を装備できま
す。IMDはリサイクル材の中に入り込んで
いる金属片が引き起こす、機械の破損の危
険性を明らかに取り除きます。加えてIMD
は、それらの小さな金属片が機械を通っ
て、下流の射出成形機のスクリューや金型
にダメージを与える可能性も最小限に抑え
ます。

Rapid 150-シリーズ

Rapid 150-モデルはサイズ、能力そ
してお客様の特別仕様に応じた、幅
広い選択をご提案します。多彩なホ
ッパー形状や投入方法、そして吸

引輸送など多数の構成が可能で
す。オーガタイプとドッキ
ングタイプの両方のモデル
は高さが今までより低くな
り、簡単に型締め装置の
下に納まるようになりま
した。

もしあなたが頑丈或いは
究極に頑丈な粉砕機をご

要望なら、Rapid  150  Delta-Tech 
とRapid  150  PowerTechの両機種がありま
す。あなたの射出成形機がどのような構成
であれ、成形機横や成形機の下置きモデル
をご用意しております。
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Rapid 80-シリーズ ラピッド社のモジュラー消
音システム

粉砕機業界で最も信頼のおける名称
ラピッド社は粉砕機業界における世界のリーダーです。
プラスチック業界のリサイクルの問題解決に特化して、
工業用粉砕機を発展させ、製造し、市場に提供してき
ました。
  卓上ユニット型から巨大機械までの広範なラインナッ
プは、あなたの粉砕機のニーズに必ずお応えする事が
できます。
  我々の機械は市場で使用される最も強固な構造で、最
も信頼でき、最高品質のものだとみなされていま す。
  我々はあなたのパートナーとして貢献してまいりまし
た。７０年にわたる経験、世界展開、全世界で１０万台
を超える納入実績こそが、あなたに専門知識、熟練者、
情報源を提供することが出来るのです。
  プラスチック粉砕材のリサイクルに関し、期待以上の
ものをラピッド社は提供します。

Rapid Granulator AB

Box 9, Industrivägen 4
SE-330 10 Bredaryd, Sweden
Phone: +46 370 86500
Email: info@rapidgranulator.se

Rapid worldwide: 

USA  info@rapidgranulator.com
Germany info@rapidgranulator.de
France info@rapidgranulator.fr
Italy  info@rapidgranulator.it
China  info@rapidgranulator.cn
Singapore  info@rapidgranulator.asia

きわめて頑丈なRapid 80シリーズは、
極限にタフなアプリケーション用に設
計され、ラピッド社の最大の粉砕機が
含まれます。これらは主に高い処理能
力、別置き或いはインライン用で、予
備カットされていない大容量成形品、
大きな扁平製品、大きなバリの固ま
り、長形パイプや長尺ものの製品分厚
いフィルムの固まりなどの粉砕用に製
造されています。回転刃のV字アングル
セットで強力なシザーカット処理は上
質の再生材を実現します。

ラピッド社のGranu-MATIC™シュレッダ
ーは、すべての種類のポリマー原料の
効果的なリサイクル用に特化して開発
されました。これらのユニークな技術
は長年にわたるラピッドの粉砕機や以
前のシュレッダーの験経から来たもの
です。

最も固い原材料を、スムーズに均一な
形状に粉砕し、クリーンな樹脂を作り
出すのに、このモデルは最適なもので
す。

粉砕機が十分効果
的に稼働しているに
もかかわらず、特にナイフが摩耗して
いる時などは、必ず小さな粉塵や切り
くずが出るものです。再生材をリサイ
クルする場合、小さなプラスチックの
粉は、製品の焼けや劣化を引き起こし
ます。

この問題を解決する為に、ラピッド社
は全てのニーズにかなう、ダストセパ
レートシステムを提供します。

最も効果的な消音方法は、発生源をつ
かんで、それを稼働周辺に拡げない事
です。天井に防音パネルを張るより
も、更にコスト効果のある方法でdB 
(A)を下げることができます。

ラピッド社のMSS (モジュラー消音シス
テム)は、製造工場でのすべての騒音発
生源に対応できます。MSSは10 から 20 
dB (A)の消音が可能です。

シュレッダー 
プラスチック用シュレッダー

粉塵制御の問題解決

  上質な再生材 
一貫してスムーズで簡潔な粉砕動作

は、上質な粉砕材を常時提供しま

す。 

  Constant (一貫した) Cutting (カ

ッティング) Circle(回転), CCC 
一貫したカッティング回転は、摩擦

熱を取り除き、粉塵や微粉を最小限

に抑えます。

  シザーカッティングアクション 
ラピッド社のダブルシザーカット

は、ダストフリーでどんなプラスチ

ック原料でも、クリーンでスムーズ

な省エネ粉砕を提供します。

  最小限のエネルギー消費 
回転刃と回転スピードの構造によ

り、最小限のエネルギー消費を実現

します。

  迅速な刃の交換 
ラピッド社のカッターハウスやロー

ターデザイン、或いは予め調整され

た刃の取り扱いやすさは、刃の取り

替えを素早く簡単にすることが出来

ます。

成功の公式－ 
ラピッド社の核となる特徴

粉砕機業界 

における世界のリーダー

リサイクルプラスチック
材には様々な利点があり
ます。コストや樹脂量の
削減、原料供給管理の向
上、競争力アップ、製造
環境の改善などです。 
これがラピッド社の専門知識
からあなたが受けるメリット
です。我々の多彩な粉砕機
のモデルの中には、必ずあな
たの要求に沿ったものが有
り、見た目にも上質な粉砕
材、効率的なリサイクル、そ
して長時間稼働を提供する事
が出来ます。我々の絶え間な
い製造・開発・顧客サポー
トが、あなたの粉砕材のリ
サイクルを常に最先端のも
のにします。 我々はそれを
GRANULISTICS!と呼びます。

ラピッド粉砕機– 概要


