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Stringy chips or high volumes typically require a screw 
conveyor, like this twin screw conveyor.

Since 1984, Inter-Source has produced environmentally 
responsible and profitable commodities from scrap. We have 
engineered and installed nearly 500 systems in several countries. 
Our experience ensures we will design and deliver a chip 
management system that can fully satisfy your needs today and 
evolve as your requirements change.

1984年以来、インターソースは環境的に
信用の有る、そして収益能力のある必需品
をスクラップから生産しています。私達は
500近くのチップマネージメントシステム
(金属廃材リサイクル処理）を設計し、
数カ国で設置しています。私達の経験は
十分に今日のお客様のご要望の変化に
対応しうる設計、そして納入することを
保障致します。

ストリンギーチップ(カール状金属細
屑)または大量のチップを処理するにあ
たり、典型的にこのようなツインスク
リューコンベアの様な、スクリューコ
ンベアーが必要です。

Inter-Source offers experience and enthusiasm—and unmatched innovation. Our patents represent the industry’s most 
important advancements of the last three decades.

インターソースは経験と熱意、そして他にはない優れた革新を提供致します。
私達の特許権は、過去30年その業界の も重要な発達を象徴します。

The H-chain is only one of the many types of conveyors 
engineered by Inter-Source to ensure we have the right equipment 
for your unique application. Other types include vacuum, 
pneumatic, screw / twin screw, in-floor push bar, trough, steel belt, 
flight, drag, and duplex chain conveyors.

インターソースは多種のコンベアー(運搬
装置)を、お客様の独特なご要望の対応の
ために製造しております。H –チェーンは
インターソースによって顧客の要望の為に
特注されたコンベアーで、その他には、
バキューム、ニューマディック(空圧駆動
装置)、スクリュー ╱ ツインスクリュー、
インフロアープッシュバートラフ（床下設置
式プッシュバー長細桶)、スチールベルト
(ヒンジ式金属ベルト)、フライト（らせん式
運搬装置)、ドラッグ(引摺式装置)、二連式
チェーンコンベアーがあります。
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The centrifuge’s hinged motor mount automatically tensions the belt and 
allows the motor to swing out for unobstructed access.

遠心分離機の蝶番式に取付けられたモーターは
自動的に張力をかけることができ、メンテナンス
の必要に応じて、そのモ－タは取り出せる構造
になっております。

Only Inter-Source offers centrifuges in a variety of sizes.

インターソースだけが、様々なサイズ
の遠心分離機を提供いたします。

127 cm

101.6 cm

76.2 cm

50.8 cm
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Advantages of Inter-Source Chip Management

Provides maximum oil / coolant recover with 
guaranteed retained moisture content of 2% or 
less

大限のオイルを提供/この装置
により廃材からの潤滑油の除去、
その含有量2%もしくは、それ以下
を維持する事を保障いたします。

インターソース チップマネージメントの利点

Produces clean, dry, and consistently sized 
chips to command the best price in the global 
scrap market

ベストな価格で世界のスクラップ
マーケットを率いるために、チップ
マネージメントはクリーン、乾燥、
そして首尾一貫した同サイズの
チップ製造を提供致します。

Separates machining byproducts into highly 
profitable revenue streams of:

• Reclaimed fluids
• Solids
• Chips

加工された副産物を以下の項に、

高利益を得る物へと分けます。
•再利用される溶剤
•固体
•チップ

Accommodates evolving requirements while 
supporting current investment

現行の投資をサポートしている
間、必要な物を発展させるために
便宜をはかります。

Works within facility constraints

施設、工場等の限度を 大利用
します。

Minimizes material handling
材料の扱いを 小にします。

Minimizes labor
労力を 小にします。

Enhances housekeeping
クリーニングの質を高めます。

Improves facility and operator safety
施設と作業者の安全を改善します。

Reduces transportation costs
運搬費の削減をはかります。

Supports ISO 14000 compliance
ISO 14000の遵守します。

Maximizes return on investment
投資での利益を 大限にします。
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Exclusive to Inter-Source shredders is the self-adjusting 
pressure plate, which ensures accurate, efficient chip sizing. 

Our comprehensive shredder line also features mechanical 
or hydraulic drives and automatic reversing.

インターソースのシュレッダーにしか
ない自動調節圧力プレートは、正確で効率
の良いチップサイズを実現します。

私達の包括的なシュレッダーラインも
また、油圧駆動と自動反転機を機械的な
特色とします。

Cart dumper and shredder to consistently size chips for automatic transport to the central 
coolant filter via a flume system.

カートダンパー(カート式投棄器)とシュレッダーは、空圧路システム

を経由して、中央クーラントフィルターへ自動運搬した後、一貫して
同じサイズのチップにする過程で使用されます。
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When you work with Inter-Source, you’ll also receive responsive technical 
support, a productivity partner to help successfully manage chips as your 
needs evolve, and the backing of experienced engineers.

あなたがインターソースと共に働くとき、責任ある
テクニカルサポートを受け取り、そしてあなたの
ニーズを発展するように、チップを上手く扱うこと
を促進する生産性の有るパートナーも、それから
経験のある技術者のバックアップをも期待できます。

Inter-Source has the enthusiasm, expertise, and experience to cost-
effectively design and integrate your optimal chip management system.
We look forward to helping you succeed.

インターソースはコストに影響する設計と、 も
望ましいチップマネージメントシステムを統合
する為に熱意、専門知識、経験を持っております。
あなたの成功に携われる事を心待ちにしております。

The centrifuge’s patented bowl-blade combination 
supports routine maintenance and protects expensive 
components.

遠心分離機はボールブレイドコンビ
ネーション(鉢形羽根コンビネション)
の特許権を取得しております。それは
分解して定期的にメンテナンスを容易
にサポートし、磨耗もしくは破損等
必要に応じて、そのパーツのみ取替え
可能です。
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Dual-drive shredder for stringy, high chip volume applications.

デュアルドライブシュレダー(双駆動シュレッダー）
はストリンギーチップ(カール状金属細屑)または、
大量のチップに適用する為に製造された物です。

Compact 12" (30.48 cm) single-shaft shredder for use at a 
machining center.

インターソースは特別にコンパクトな
12インチ(30.48ｃｍ)単一軸シュレダー
を、あなたの特別なご要望に合わせて、
ご用意いたしております。

Inter-Source's highly efficient patented two-stage parts separator.

インターソースは極めて能率の良い二段階
部品セパレターにおいて、特許権を所有して
います。
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TYPICAL SYSTEM

典型的システム

空圧駆動搬送器
シュレッダー

集塵装置

機械駆動

必要に応じて

パーツ
セパレーター

遠心分離機

乾燥チップコンテナ

ホッパー(漏斗状の器)からの重力式排水
GRAVITY DRAIN FROM HOPPER

DRY CHIP CONTAINERS

AS REQUIRED

PNEUMATIC
DISCHARGE

438.88 cm167.48 cm

115.84 cm

358.14 cm

3048.00 cm

MECHANICAL
DRIVE

CYLONE

PARTS
SEPARATOR

SHREDDER

CENTRIFUGE

電気制御盤

油圧カートダンパー
(カート式投棄器）

スクリュ－
コンベアー

ドラッグコンベアー
(引摺式装置）

トランスファー
ポンプ

切り替え時
ダンパー位置

ELECTRONIC
CONTROLS

HYDRAULIC
CART DUMPER

ALTERNATE
DUMPER LOCATION

SCREW
CONVEYOR

DRAG
CONVEYOR

TRANSFER
PUMP

121.92 cm

180.34 cm
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