
バッチサイズ 36 ～ 120 kg で
最も信頼でき、効率的で衛生的な脱水性能

	 JENSEN
プレス型脱水機	
	 					SEPPlus

JP  l  JENSEN プレス型脱水機 SEPPlus
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現代のランドリーは、非常に高い生産性、最
低のリソース使用量、最高の衛生状態を同時
に実現できる機械を求めています。 JENSEN 
はこのことを考慮した JENSEN プレス型脱水
機のさらなる開発によって、これらの要求仕
様に応えます。以前のプレスデザインは徹底
的に見直され、最適化されました。その成果
が新しいプレス機世代の JENSEN SEPPlus で

	 JENSEN
プレス型脱水機	SEPPlus

                  特許取得済み TopDrain システムを採用

1
 
プレスラム用油圧シリンダー

2
 
無段可変式油圧ポンプ

3
 
電気制御ボックス

4
 
トッププレート

5
 
プレスクッション

6
 
連続洗濯機へのシュート接続e

7  プレスバスケット

8
 
イジェクター (排出プッシャー)

9
 
TopDrain システム (特許取得済み)

10
 
ベースプレート
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す。 JENSEN はイノベーションを通じて脱水
技術における新たな基準を打ち立てます。こ
のさらなる開発に対する JENSEN のノウハウ
は、プレス機と 2,500 台以上の脱水装置の
製作における 30 年以上の経験に基づいて
います (2015 年時点)。そうした豊富な経験
の恩恵を受けられるメーカーは、他にはほと
んど存在しません。

JENSEN プレス機は様々な新開発の技術によ
り、効率性、信頼性、扱いやすさ、耐久性を再
び実現しています。これらの新開発の技術に
は、支柱の革新的なボルト接続、最適化され
たクッション締め具、自動再充填によるクッ
ションの電子レベル制御、より優れた運転と
より包括的なデータ収集を提供する新しい
ソフトウェアが含まれます。加えて、製品範囲
に新たに最高 120 kg までのリネンバッチに
対する追加のプレスサイズが含まれます。本
機は、SEP 100 SHD, SEP 120 SHD などの機種
と同様に直径 1,300 mm のバスケットを搭
載し、最高 57 bar の圧力を併用した場合、並
外れた低い残水率を達成できます。 JENSEN 
は SEP 90 SHD によって、大直径のバスケット

を搭載したプレス機を開発する初めてのメー
カーとなりました。 JENSEN は脱水技術の新
たな基準を再び打ち立てます。

デザインと構造
トッププレートと油圧システム
プレス機のトッププレートは、非常に安定し
た球状黒鉛鋳鉄製です。このトップ部品が油
圧シリンダー、油圧ユニット、各制御装置を
支持しています。この油圧システムには、従来
のシステムと比較して非常に低摩耗で高効
率の無断可変ポンプが含まれます。

革新的な	TopDrain	システム 
ベースプレートは堅固な鋼鉄製ブロック製で
高い耐腐食性を持っています。特許取得済
みの TopDrain システムがこのベースプレー
トに搭載されています。 TopDrain システムは
ステンレス鋼製の閉鎖式排水システムです。
脱水された液体は個別のアクセスの容易な
回収タンク、またはタンクレスの JENSEN トン
ネル洗濯機 SL (特許取得済み) のいずれか
に送られ、中間バッファタンクを経由するこ
となく、バッチ洗濯機の濯ぎ工程に直接回収

されます。貯留水が防止されるため、卓越し
た衛生が保証されます。また、 TopDrain シス
テムは大直径の脱水管を使用しているため、
処理された液体のさらに迅速な排出を促し
ます。そのため、プレスケーキに対してより低
い残水率を達成できます。ステンレス鋼製排
水プレートは、洗浄のために容易に取り外し
できます。

支柱
トッププレートとベースプレートは 4 本の支
柱によって接続されています。 SEPPlus のため
に、特殊な張力調整要素を使用した新しい
支柱のボルト接続が開発されました。このボ
ルト接続を使用することで、より高い正確な
プリテンションを達成することが可能になり
ます。加えて、テフロンベースのコーティング
によって、支柱と丸ナットの腐食防止が最適
化されています。

プレスクッション
プレスクッションは、新しいクランプ装置を使
用してプレスプレート上に取り付けられてい
ます。プレスプレートは油圧シリンダーの下

1
 
プレスバスケット

2
 
イジェクター (排出プッシャー)

3
 
ステンレス鋼排水プレート

4
 
TopDrain システム (特許取得済み)

5
 
新しい支柱ナット

特許取得済みの TopDrain を採用した SL デザインの SEP 50 MDPlus



端部にあります。ステンレス鋼のクランプ
リングの最適化された形状により、クッシ
ョンがより最適に支持され、クッションの
耐用年数が向上します。また、クランプリ
ングは新しい非常に安定した合成材料を
元にした外側コーティングが施され、バス
ケット内の滑り特性を向上させています。 
SEPPlus のプレスプレートの位置制御は無
段可変式です。それを実現するために、超
音波センサーが使用されています。高耐性
の硬質ゴムコーティングにより、プレート
自体が腐食に対する最適な保護性能を持
っています。

プレスクッションは耐摩耗性の特殊ゴムを
使用し、水が充填されています。くぼんだ
形状のプレスベースは、最適な脱水結果と
高圧状態でもリネンに対する最も優しい
処理を実現しています。加えて、 SEPPlus の
ために開発された自動再充填によるクッ
ションの電子レベル制御が、クッションの
最適な充填とムラのない脱水結果を実現
しています。また、プレスクッションの品揃

えが次のように拡張されました: 独自の二
成分のゴム混合物を使用した新しいオプ
ションの 2K プレスクッション (特許申請
中) が、顧客の仕様要件と異なるアプリケ
ーションに合わせてさらに調整することを
可能にしています。その二成分は、異なる
影響を受けるプレスクッションの機能領域
に完全に適合するよう調整され、クッショ
ンの耐用年数を延長させます。

プレスバスケット
プレスバスケットは堅固なステンレス
鋼製です。(例えば、詰まったリネンによ
る) 変形からの信頼性の高い保護のため
に、JENSEN プレス機は、投入シュートに搭
載されたフォトセル制御装置とバスケット
に搭載された特許取得済みのひずみ計ユ
ニットから構成される独自の二重安全シ
ステムを採用しています。

イジェクター (排出プッシャー)
排水されたプレスケーキは、ステンレス鋼
製の安定したチェーン駆動されるイジェク

ターを介して排出されます。駆動モーター
は周波数制御されています。リネンケーキ
の排出は特殊センサーシステムによって
モニタリングされます。

制御装置
JENSEN によって開発された、工業標準の
タッチパネルを搭載したモジュール式の 

PLC 制御装置が、スタッフに運転状態の明
確な可視化、プログラミング、モニタリング
を提供します。サイクル時間、圧力など工
程中、リアルタイムで表示されます。また、
例えば、勾配、最高圧力、設定された圧力
時間、間隔サイクルに対する圧力の増加
を含めたデータを個別にプログラムする
ことも可能です。

プレス制御には、特定機と例えば圧力曲
線などのバッチデータに関する収集とグ
ラフ評価が含まれます。

グラフィックディスプレイ搭載のタッチパネル

メイン画面

プログラムパラメータの概要

手動操作

バッチデータ収集 (ScopeView) 



オプション
•  リネンケーキの水平方向への排出 (右

側または左側)
•  最高 57 bar のより高いプレス圧力を

リネンにかけるために強力になった
油圧システム (MD-/HD-バージョン)

•  非常に短いサイクル時間でも最適な
残水率を達成する SpeedExtract デザ
イン

•  約 70 dB(A) (デザインによって異なり
ます) の低減された騒音レベルを実現
した油圧システム内の振動ダンパ

•  既存の連続洗濯機の後段に設置する
ための中間シュート

•  独自の二成分ゴム混合物を使用した 
2K プレスクッション (特許申請中)

お客様にとってのメリット一覧
•  貯留水を防止する閉鎖された、洗浄

の容易な脱水システム TopDrain (特許
申請中) による卓越した衛生: JENSEN 
プレス機は、独自の衛生証明書を持
った、ランドリー部門で世界的にも
初めてかつ唯一のプレス機です。

•  システムが JENSEN 連続洗濯機 SL (特
許取得済み) に統合された場合、バッ
ファタンクのない直接液体回収を実
現可能です。

•  迅速、強力な油圧システムと大直径
のパイプを使用した卓越した脱水性能

•  全ての種類のリネンに対する個別要
求仕様に対応する 100 個の自由にプ
ログラム可能な脱水プログラムを使
用した非常に柔軟な制御。これによ
り、非常に繊細なリネンの優しい処
理が可能になります。

•  最高の運転安全性と低い騒音レベル
を実現する無段可変式ポンプを使用
した油圧システム

•  ユーザーフレンドリーで信頼性の高
いタッチパネル

•  腐食への高い耐性
•  コンパクトで省スペースなデザイン

特殊な張力調整要素を使用した新しいボ
ルト接続



I設置
JENSEN は的確なアドバイス、レイアウ
ト、技術データを提供することにより、
お客様のランドリーに関する計画を確実
にサポート致します。認定 JENSEN 販売代
理店または JENSEN の技術者が設置を実施
することにより、適切な性能が確保され
ます。
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。
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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


