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2002年（平成14年）12月

2003年（平成15年）　4月

創　　業

設　　立

営業開始

9,000万円

約31億円

約140名

資 本 金

売 上 高

社 員 数

会社概要

ビーズ君

ご質問、お困りごとなども、まずはお問い合わせください！

受託加工についてのお問い合わせ先

ご質問、お困りごとなども、まずはお問い合わせください！

TEL：047-453-8111　FAX：047-453-8378
e-mail：sal@ashizawa.com

微細化なら おまかせ ！

湿式・乾式の微粉砕・分散機メーカー

なんでナノⓇ君

ご依頼時は、以下の情報をご提供ください。
サンプル組成(粉体と液体の種類)／用途／処理量／初期粒径／目標粒径

受託加工にあたって
お聞きしたいこと

高精度・高品質な
微細化への受託加工

▲本社

▲ 大型生産機による加工

▲ 受託加工室外観

▲ 帯電防止装置設置入口

▲ 徹底した品質管理▲ データディスプレイ▲ 細かな部品まで完全洗浄

見えないことで、未来を拓く

見えないことで、未来を拓く

https://www.ashizawa.com    E-mail  sal@ashizawa.com

本社・工場・実験室

大阪支店

あかねはま

〒275-8572　千葉県習志野市茜浜1-4-2

〒564-0082　大阪府吹田市片山町4-15-13 TEL 06-6389-7700　FAX 06-6389-7710 

TEL 047-453-8111　FAX 047-453-8378
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未来・環境への貢献小型化＆軽量化

お役立ち分野

自動車塗料　印刷インキ
インクジェットインキ

携帯電話　電池材料
電子部品材料

自然エネルギー
電気自動車
カーボンナノチューブ

色を美しく表現 高機能 ディスプレイ　磁性塗料
タッチパネル　感熱・塗工紙

設備投資不要！「高度な微粒子技術」を「スピーディーに」ご利用いただけます

こんなことでお困りではありませんか？

アシザワは
  高精度・高品質な微細化への受託加工で、
   お客様のモノづくりビジョンにお応えします

研究開発段階で…
研究開発用の機械を買う予算はないが、サンプル作製しなければならない。
「製品化に至るまでのサンプル作製や、少量から大量生産までのステップアップをしたい…」

　　 最少100mLから数m³までの加工を承ります！

最新のナノ分散技術で…
所有している機械ではユーザーのご要求を満たすことができない。
「お客様の日々変化する高度な要求に対応できれば…」

　　 各種装置を用いてナノレベルまで微細化！
　　　　 ナノ粒子の測定機器も充実 ▼  数値による信憑性の高い測定が可能

人と場所の問題…
微細化加工は必要だけれど、
設置する場所も人材も不足している。
「委託をお願いできれば助かるが…」
　　 材料をご提供いただくだけで
　　 設備・オペレート全て対応!

装置購入の検討で…
具体的な微細化ニーズがあるため、
微粉砕・分散機の購入を検討している。
「購入までの間、代行してくれるところがあれば…」

　　 多額の設備費をかけずに高度な微細加工が可能！

アシザワの微細化技術

受託加工用機種のご紹介

ビーズミルメーカーのノウハウを活かし、当社ラインナップの中から最適な機種を選定し、
湿式、乾式粉砕での高度な粉体技術をご提供します。

1. 当社　　　　　 による微細化の特長

2. 膨大な実験データによるノウハウの蓄積及びご提案

3. 開発から量産まで一括対応

① 微小ビーズを用いたナノレベルの微細化を実現

② 販売実績1500台以上の実績がある微粉砕・分散機を使用

③ 独自技術マイルド分散®により、表面活性を抑えて再凝集を防止

走査型電子顕微鏡  ＦＥ－ＳＥＭ
実用倍率が１００,０００倍以上なので、
数十ナノの観測が可能

ビーズミル

ラインナップラインナップ

中型機の運転モデル

【乾式・湿式別】

湿式

最小型機
中型機
大型機
ナノ分散　最先端機
小～大型機乾式

LMZ015、DMS65、HFM02、MGF04
LMZ2、ZRS2、MGF2
LMZ10、ZRS10、MGF10
HFM06、HFM4、HFM8、HFM20
SDA1、SDA5、SDA12.5

ビーズミル
受託加工用受託加工用

※全てセラミックス仕様
※上記以外の機械も対応いたします。
最少スラリー量100mLから承ります。

ビーズミル

➡➡

➡➡

➡➡

➡➡ 粒度分布測定機

投入動力

投入動力

投入動力

投入動力

マイルド分散イメージ

投
入
動
力

従来の分散イメージ
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