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生的なランドリー工程に対する完璧なパ
ートナーです:
•	投入と排出:
–		標準:	搬送コンベアを使	
用せずに手作業	
–		内部と外部の各コンベ	
ヤにより自動

•	洗濯:	常温水または温水		
(タンク:	オプション)
•	濯ぎ:	常温水または温水		
(タンク:	オプション)
•	殺菌:	蒸気熱または薬剤
•	乾燥:	排気ファンを経由した冷風	(標
準)	または	Active Drying		
(オプション)	を使用した暖風	
•	右または左の各バージョン
•	蒸気加熱
•	蒸気、ガス、温水を介した	Active 

Drying の加熱

洗濯用カートの衛生的に完璧な清掃	

異なるカート種類に合わせてより柔軟に調整させ
るための異なる幅を持った	2	本のベルト		
(オプション)。

Active Drying (オプション)	を使用することで、気
流の改善、熱分散の向上、より高速な加熱による生
産性の向上につながります。

JENSEN	は論理的な帰結である	
CartWashPlus 3000 / 5000 / 8000	ランドリ
ーカート洗濯システムを開発しました。
オートメーションとリネン量の増加を考
慮すると、より多くのカートを洗浄し、
殺菌する必要があります。現在の多くの
ランドリーは時間的制約に直面し、よ
り高度なオートメーションを求めていま
す。多くのランドリーが抱える他の問題
が衛生です:	DIN EN ISO 15 883	などの規
格は、ランドリーカートの手作業による

CartWashPlus

洗浄では保証できない特定の衛生状態を
要求しています。そのため、高耐久性ラ
ンドリーは、ランドリーカートの衛生的
に完璧な洗浄を実現するために、迅速で
プロフェッショナルなソリューションを
求めています。

ランドリーは、卓越したビジネス結果
を得るために、手頃な価格で購入でき
る高級装置を求めています。CartWashPlus	
は、次のような特長を備えた効率的で衛



JENSEN CartWashPlus は、異なる種類のトローリーに完全に適合します。

性能とエネルギー効率の向上した新し
い	CartWashPlus	には、より幅広いオプシ
ョンが用意され、よりメンテナンスの容
易になったデザインによって、稼働率の
向上を実現します。例えば、より堅固な
デザインを採用した新しいベースフレー
ムは、調整可能な脚部の個別調整を可能
にしています。ベースフレーム内に取り
付けられた新しいトラフは傾斜デザイン
を採用し、最高の衛生状態のために完全
に空にすることが可能です。水平方向の
アクセス性の向上により、洗浄を支援
します。

自動トローリー搬送 (オプション) 
水平ガイドレールに適したコンベア
ベルトが、CartWashPlus	の入口と出口に位
置しています。異なるカート種類に合わ
せてより柔軟に調整するための異なる幅
を持つ	2	本のベルトを搭載し、より小

さなベルト上のトロリホイールを誘導で
きます。オペレータはランドリーカート
に投入し、移動することを防止するため
に洗浄前にコンベアベルトにそれを固定
します。ボタンを押すと	CartWashPlus	へ
のゲートが開き、ランドリーカートのバ
ッチを	CartWashPlus	へと搬送します。
	
洗浄と殺菌
ゲートが閉じると、カートは選択し
たプログラムに応じて、高圧洗浄、殺
菌、乾燥の各処理を受けます。特殊な
洗剤の混合された温水が正確にカート
に噴霧されます。各面に搭載されたモ
ーター駆動式のノズルバーは上下に移
動するため、異なるトロリデザインに
個別に調整できます。ランドリーカー
トには加熱殺菌中、必要な温度に達す
るまでノズルを通して蒸気がスプレー
され、その後、一定時間それが維持さ

れる必要があります。上部ノズルの蒸
気供給によって、より迅速な殺菌と加
熱区間での良好な熱分散が確保されま
す。2	本の搬送ベルト間に取り付けら
れるオプションの底部ノズルは、底部
の閉じられたトロリに推奨されていま
す。洗浄と殺菌が完了すると、カート
は新水を使用して灌がれます。

乾燥用 
ランドリーカートは希望するサイクル
時間に応じて、排出コンベアベルト上
でそのまま乾燥させるか、または強力
な暖風による能動システムを使用して	
CartWashPlus	内で乾燥させることができ
ます。これはトンネル式仕上機と同じ
原理で動作し、強力な暖風を使用しま
す。このことは乾燥時間を大幅に短縮
し、システム全体の生産性を向上させ
ます。乾燥後の表面は非常に高温にな
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濯ぎ水と洗濯水を洗濯工程で再利用する水回収システム。

ベアベルトへと供給されます。出口ゲー
トが閉じると、入口ゲートが開き、処理
のための新しいバッチを中に入れます。
入口と出口にある両方のコンベアは、洗
浄サイクル中に独立して投入、排出でき
ます。3	～	5	台のカートから構成される
バッチを処理するのに要するサイクル時
間は実施する工程に応じて、6	～	12	分
です。

特長 
CartWashPlus	の入口と出口の各ゲートは、
スペースを節約するために垂直方向に
開閉します。交互式の洗浄原理は、1つ
の段階での体積流量全体を	2	本の導管
で分配できるため、洗浄力を向上させま
す。可動式の水ノズルは、洗浄液を効率
的に分散させて洗浄力を高めるフラット
スプレージェットです。また、カート下
部も洗浄されます。洗浄工程の間、コン

っているため、乾燥工程後のランドリ
ーカートが、選択システムから排出さ
れる前には外気を使用した短い冷却時
間が続きます。また、排出コンベアベ
ルト上でカートをそのまま乾燥させる
ことも可能です。	「Active Drying 」	オプ
ションには、より高いエネルギー効率
のために自動制御される新しい再循環
フラップが含まれます。全長にわたっ
て改善された気流は、より良好な熱分
散を可能にし、生産性向上のためのよ
り迅速な加熱につながります。中央加
熱ユニットは容易なメンテナンスのた
めに使用されます。

排出
洗浄工程の終了は、音響信号と青色のラ
イトにより通知されます。ボタンを押す
と出口ゲートが開き、ランドリーカート
は自動的に出口ゲートの背面にあるコン

ベアベルトは迅速な排水を可能にするた
めにわずかに傾斜します。

エネルギーと水効率
CartWashPlus	は内部で水とエネルギーを
回収します。水消費量は濯ぎで必要な
新水量に制限され、洗濯水で使用される
量と比較すると非常に低いです。乾燥工
程中の空気回路の排気量は、エネルギー
効率を向上させるために最小限に抑えら
れます。処理プログラムは、工程実施、
順序、温度、時間、薬剤使用、熱殺菌、
乾燥方法の選択などから自由に調整で
きます。

工程全体は、労働衛生と労働安全性を十
分に考慮した一人の担当者によって明確
にレイアウトされ、容易に管理されま
す。また、CartWashPlus	は印象的なコンパ
クトなデザインを採用しています。

底部の閉じられた状態のランドリーカートの迅速で効率的
な洗浄のために:	2	本の搬送ベルトの間に取り付けられた底
部ノズル。

さらに個別調整するためのオプション
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サイクル時間
清掃工程全体はお客さまの希望に応じ
て修正可能です。

全てのオプションを使用した場合の
CartWashPlus 5000 のサイクル時間の例:

工程手順 分単位の期間
1.	 投入	 1

2.	 熱または薬剤による殺菌*	 1

3.	 温水を使用した洗濯*	 1

4.	 濯ぎ*	 0.5

5.	 Active Drying*	 4	～	6
6.	 冷却*	 1.5

7.	 排出	 1

総サイクル時間	 10	～	12

*		ランドリーカート種類、温度、顧客
要求に合わせた調整可能なタイマ
ー値。

トローリーサイズ
トローリー幅:	900 mm / 35.4	インチ		
(最大)
トローリー高さ:	1,800 mm / 70.8		
インチ	(最大)

トローリーの長さは調節可能で、
CartWashPlus　の容量に影響します:
•	CartWashPlus 3000 =	長さ	

900 mm / 35.4	インチのト	
ローリー最高	3	台)
•	CartWashPlus 5000 =	長さ	

900 mm / 35.4	インチのト	
ローリー最高	5	台)
•	CartWashPlus 8000 =	長さ	

900 mm / 35.4	インチのト	
ローリー最高	8	台)

ユーザーフレンドリーな可視化機能がオペレータを支援します。
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設置
JENSEN	は的確な助言、レイアウト、技
術データを提供することにより、お客さ
まのランドリーに関する計画を確実にサ
ポート致します。機械が適切な性能を発
揮できるように、設置は	JENSEN	認定販
売代理店または	JENSEN	の技術者が実施
致します。

サービス
また、JENSEN	は	独自の保守と予備部品
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	。

CartWashPlus	の入口と出口の各ゲートは、スペースを節約
するために垂直方向に開閉します。
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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


