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Z 1400排出位置にある Z 1200Plus



遠心脱水について
連続洗濯機システムで衣類を処理するラ
ンドリーの数は増加しつつあります。
そのため、衣類を直接トンネル式仕上機
に供給するために低い残水率と均一な水
分の分散が求められるようになっていま
す。繊維は優しく処理される必要があ
り、また、遠心脱水機は短いサイクル時
間で連続洗濯機の容量に追随する必要が
あります。

プレス機と比較した場合の遠心脱水機の
大きな利点は、作業着やフロアマットな
どの多くの合成繊維に対するさらに高い
脱水性能です。

新たな脱水コンセプト
こうした背景を考慮して、 JENSEN は以前
よりも可能な限り多くのアプリケーショ
ンに対応できる新たな遠心脱水機世代を
開発致しました。 JENSEN 遠心脱水機は、
連続バッチ洗濯機で洗濯可能な全ての繊

維の高品質な処理に対応した容量を提供
します。コットンシーツやタオルの脱水
で妥協する必要性はなくなり、非常に短
いサイクル時間でも卓越した残水率を達
成できます。

また、通常の繊維の脱水もさらに高度な
方法で処理できます。コットンや混合衣
類用に特別に調整されたプログラムが、
非常に短いサイクル時間でも均一な残水
率を提供します。

新しい JENSEN 遠心機 
Z 1300Plus は、完璧な適合製品
です

この製品により、 2 つのバッチサイズ
に存在する溝が埋まります: JENSEN 遠心
機 Z 1300Plus は、完璧な適合製品です。 
JENSEN は顧客とその要求に耳を傾けるこ
とにより、2つの遠心機のバッチサイズに
存在するミッシングリンクを発見しまし
た：それが新しい JENSEN 遠心機 Z 1300Plus.

です。実績のある 2 機種の JENSEN 遠心機
サイズと同様に、 Z 1300Plus もさらにスム
ーズで偏りのない運転による最高の脱水
性能を提供します。

デザインの特長
重力中心デザイン
開発の主眼は、短いサイクル時間での非
常に高い G 力と加速度を実現するために
偏りを最小化することにありました。こ
れを達成するために、フレームと複数層
の鉄骨材から構成される完全に新しい支
持構造がデザインされました。ドラムに
はスムーズで偏りのない運転に理想的な
配置が採用されています。

新しいクッションシステム
空気圧クッションを採用したことで、ド
ラムから台がなくなっています。そのた
め、ベースフレームからドラムを完全に
分離し、基礎にかかる動的な力を最小限
にとどめます。低速範囲での運転中、 4 

投入位置と脱水位置にある Z 1200Plus ドラムは最適な重力点で支持されています。



高い G 力ドラム
25 年以上にわたる複数の遠心機製造に
おける JENSEN の幅広い経験により、実
績と信頼性のあるドラムデザインが選
択されています。

新しい内部ドラムは、 800 G 以上の高
い G 力のかかる状況での最高の安全性
を確保するために、最新の開発手法を
使用してデザインされ、迅速な排水に
適した大型有孔表面が装備されていま
す。大型の投入扉を組み合わせた大容
量が、大型品目の迅速な投入と排出を
可能にしています。

駆動モーター
ドラムは周波数制御された非同期モー
ターにより駆動されます。脱水用の回
転速度、そして異なる速度レベルの無
段可変式制御がプログラム可能です。
サイクルの最後には、モーターは発
電機として動作し続け、ブレーキとし
て使用されます。回生ユニットが局地

的な送電系統に発電された電流を供給
し、短いブレーキ時間と非常に低いエ
ネルギー消費量を実現します。

回転軸駆動
ドラムユニット全体が、リネンを排出
するためにメンテの容易な直接駆動に
よって回転します。後続の搬送コンベ
ア上への幅広いドラム開口部を通じ
て、リネンバッチは迅速かつ信頼性の
高い状態で排出されます。
 

つの取り外し可能な吸収材がドラムユ
ニットを固定し、発生し得る振動を抑
えます。この範囲を超えると、ドラム
ユニットとベースフレームの完全な分
離を可能にするために、ダンパが開き
ます。この特許取得済みのシステムに
より、事前設定されたサイクル時間を
守り、非常に低い残水率を達成するた
めに、リネンの新たな配分が低減され
ます。投入と脱水の各工程中、ドラム
は 2 つの自動ロックシリンダーによっ
て固定され、水平に設置された揺動モ
ーターの偏りから生じるトルクを防止
します。

このことは、これらの揺動モーターの
信頼性と耐用年数の向上につながりま
す。偏りのない負荷を制御するため、
アナログとデジタル両方のセンサーが
使用されています。各センサー は制
御表から許容基準値を継続的に測定
し、負荷の一定した分配に貢献してい
ます。

投入と脱水の各工程中のドラム固定用ロックシリンダー 摩耗吸収材を搭載した新しいクッションシステム



偏りの特性 
当遠心脱水機は、完全にスムーズに動
作するよう設計され、素材ストレスの
低減と最小の振動を実現した高い生産
レベルを保証しています。

その結果、大きな騒音と低周波振動の
発生が解消されています。その遠心脱
水機独自のデザインにより、ベースフ
レームから回転ドラムを分離すること
が可能です。

偏りを検出するアナログとデジタル両
方のセンサーが、振動を測定し、その
振動を速度関連の設定値と比較しま
す。

組み立てとメンテナンス
コンパクトなデザインを採用してい
るため、難しい条件が現場で存在し
ている場合でも、省スペースな設置が
可能です。そのコンパクト性によりア
クセスの容易な遠心脱水機は、洗浄と
メンテナンスの各作業を容易にしてい
ます。遠心脱水機は、洗浄の容易な保
護カバーパネルを同梱した状態で納品
されます。遮音性を備えたオプション
の全周ケージが、騒音放射を低減しま
す。

完全自動式の注油により、主なベアリ
ングに対する手作業の注油を解消して
います。人間工学的な観点からコンパ
クトデザインを採用したタンク、水回
収システム、他の全ての部品は容易に
洗浄できます。
他の非常に重要なデザイン上の特長
は、最高のメンテナンス性能を実現す
るための可動部品の削減です。

制御装置 
JENSEN は、運転モードの可視化機能、
プログラミング、監視を提供するプラ
グイン式ハードウェアを搭載した PLC 
制御装置を用意しました。運転端末に
は、制御要素の文章表示装置と絵文
字による可視化機能を提供するカラ
ータッチスクリーンが搭載されていま
す。行程中、サイクル時間、加速度、
偏りの各値がリアルタイムで表示され
ます。詳細な障害レポートが生成され
ます。投入と分配の各時間、加速度勾
配、最高回転速度、脱水時間、排出時
間、反転サイクルを個別にプログラム
することが可能です。

Z 1200 Plus 
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サービス
また、JENSEN は 独自のメンテナンスと予
備部品のサービスを自ら提供する、高度
な資格を有する販売およびサービスの各
拠点、販売代理店の世界的ネットワーク
を通じて、卓越したアフターサービスを
提供します。

お気軽にお電話ください…
JENSEN はランドリー産業に適した完全な
品揃えの高耐久性設備を提供し、 
お客様の仕様要件に合わせて、納品、 
設置 致します。詳細につきましては、 
弊社までお問い合わせいただくか、 
www.jensen-group.com をご覧ください 。

連絡先
〒279-0022

千葉県浦安市今川4-9-1-203

TEL: 047-311-4882

FAX: 047-311-4892

www.jensen-group.com

次のサイトで弊社 
装置をご覧ください
www.youtube.com/jensengroupcom

産業用 PC での可視化機能 (複数例)


