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KINKI Crushing and Separating Plant 

KINKI INDUSTRIAL CO., LTD. 

Overview (Technical principles, actions, etc.) 

• Plant by utilizing  Crushing, Shearing, Separating technologies  

A
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【企業名】 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：16ポイント 
      太字 
   色 ：青 

【環境技術・製品等の名称】 
７ワード程度以内で分かり
やすく記載下さい。 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：24ポイント 
      太字 
   色 ：白 

【PRポイント】 
２０ワード以内で、海外企業に対し、技
術・製品を分かりやすく訴求できるポイ
ントを記入下さい。 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：14ポイント太字 
   色 ：黒 

【技術・製品等の特徴】 
技術・製品等の特徴を、３点程度箇条書き
で簡潔にPRして下さい。 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：10.5ポイント太字 
   色 ：黒 

【技術・製品等の概要】 
技術・製品等の概要が分かるように、原理・
動作等をご記入下さい。（データや図表、写
真等も適宜ご利用下さい。） 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：10.5ポイント 
   色 ：黒 

【適用分野】 
技術・製品を適用できる分野をご記入下さい。 

※自由記載で結構です。見た方が分かりやす
いものを記載ください。 
フォント：Ａｒｉａｌ Narrow 
サイズ ：6ポイント 
   色 ：青 

■図・写真・グラフ等は適宜入れて下さい。 
■「特徴」から「概要」の間隔は、 
適当に変えていただいて結構です。 
■フォントサイズは文字数によって必要があ
れば変えていただいて結構です。 
 

Waste Home Appliance Recycling Plant 
Crushing and separating four items of home appliances (air conditioners, refrigerators, TVs, washing 

machines), and valuable materials such as plastic, iron and non-ferrous are collected, and then they 

are reused as resources. 
Iron Non-Ferrous  

+10mm Plastic -10mm Plastic 

collected 

resources 

Features 

・This is the plant by making best use of KINKI core technologies of “Crushing, Shearing , Separating .“ 

・KINKI suggests  the most suitable plant for customers’ business by applying  long and rich 

experiences of manufacturing and plant engineering. 

・KINKI has various and lots of experiences of plants, such as waste home appliance recycling plant,  

wood chip manufacturing plant, construction waste and rubble treatment plant, RPF manufacturing 

plant. 

Wood Chip Manufacturing Plant 

Wood chip 

Using waste wood, clipped 

branches, logged wood as 

material, they are crushed 

and separated into the size to 

utilize as fuel. 
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Inquiries 

KINKI INDUSTRIAL CO., LTD. 
Overseas Sales Department 

http://www.kinkikogyo.co.jp/en/ 

E-mail    info@kinkikogyo.co.jp 
4-2-18, Sakaemachi-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, 650-0023, Japan 

TEL +81-78-351-0770   FAX +81-78-351-0880 

・Plant Engineering : more than 200 plants 
・Vibrating Screen : more than 20,000 units 
(where to install: quarries, asphalt manufacturing plants, coal-fired power plants) 
・Double-Shaft Shearing Shredder : more than 2000 units 
(where to install : disposal facilities at local governments, waste disposal companies, paper 
and cement factories) 

Introductory Track  Record 

【導入実績】 
技術・製品等の国内及び海外で
の導入実績、普及状況を箇条書
き形式にて記載下さい。 
（無い場合には、前頁の概要を引
き続き記載しても結構です。） 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：10.5ポイント 
   色 ：黒 

【効果】 
技術・製品等の適用による効果の
概要が分かるように箇条書き形式
にて説明を記入下さい。 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：10.5ポイント 
    色：黒 

■図・写真・グラフ等は適宜入れて下さい。 
■「導入実績」から「効果」の間隔は、 
適当に変えていただいて結構です。 
■フォントサイズは文字数によって変えて 
いただいて結構です。 
 

問い合わせ先 【企業名】 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：16ポイント太字 
    色：黒 

問い合わせ先 【部署名】 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：9ポイント 
    色：黒 

問い合わせ先 
【URL】【E-mail】 【TEL】【FAX】 
フォント：Ａｒｉａｌ 
サイズ ：10ポイント 
   色 ：黒 

【住所】 
フォント：Ａｒｉａｌ 
サイズ ：8ポイント 
   色 ：黒 
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Mixed Waste Separating Plant 

It separates mixed waste including different 

kinds of materials by kinds such as 

combustible and non-combustible things 

and iron. 

Disaster waste crushing plant 

The plant crushes large waste such as 

wood generated from natural disasters into 

the size to be incinerated. 

Construction waste and rubble treatment plant 
This plant deals with mixed waste of wood, metal, and plastic.  KINKI suggests plant  

layout according to any application such as collecting valuable resources or pretreatment 

before incineration. 

RPF Manufacturing Plant 
Using waste paper and waste 

plastic, RPF is manufactured 

at this plant.  RPF has similar 

calories as coal, and received 

attention as new energy which 

derives from disposed waste. 

These two pictures shows plants working in Sendai city after Great East Japan Earthquake. 

KINKI has helped through disaster waste treatment at other devastated areas by natural 

disasters such as big earthquakes and typhoons. 

RPF 
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