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JENSEN
バッチ搬送回転式乾燥機
DT 60–240
	 少ないエネルギーで高性能



投入ベルトを搭載した単独乾燥機。

JENSEN 
バッチ搬送回転式乾燥機	
DT 60–240
	 少ないエネルギーで高性能

このバッチ搬送回転式乾燥機は、脱水さ
れたリネンバッチの事前乾燥と完全乾燥
だけでなく、完全自動の撹拌を目的に設
計されています。これらの乾燥機は、プ
レス型脱水機または遠心脱水機と一緒に
完全な洗濯システム内で、連続洗濯機の
規定のサイクル内または洗濯脱水機を使
用したシステム内で運転できます。さら
には、乾燥機をその他の機械に直接接続
せずに独立したアプリケーションとして
運転することも可能です。この乾燥機設
計は、 2 台の乾燥機を直接隣接させ鏡像
配置することでスペース節約を可能にし
ます。この乾燥機は様々な方法で加熱で
きます。蒸気加熱の他、熱媒油、温水の
各加熱方式を選択できます。

可能な限り最高の生産性を実現すると同
時に媒体消費量を最小限に抑えることが
念頭に置かれ、それによりメンテナンス
の手間を非常に低く抑えています。筐体
は最適な方法による乾燥工程のためにエ
ネルギーを使用する際、細心の注意を払



乾燥機の複合制御装置が全ての乾燥機を相互に接続します。 タッチスクリーン搭載のパネル PC を通じた簡単な操作。

って密閉され、断熱されています。投
入、排出、メンテナンスの各ドアは、熱
損失を可能な限り最小限に抑えるために
複数の層を使用して設計されています。

機械設計
•  気流の最適化と高い蒸発性能を目的と

した大型の有孔表面を備えた高いドラ
ム容量

•  プログラムに応じたドラム回転速度の周
波数制御された調節

•  ドラムへの容易なアクセス性などを確保
するために全投入壁が旋回可能

•  非常に繊細なリネン種類の詰まりにも
対応できる独自のシーリングコンセプ
ト。全てのシーリングには容易にアク
セス可能

•  ドラムの円滑な動作と歯車要素の長い耐
用年数を確保するための機械加工された
パスリングを備えた内部ドラム

•  高い耐熱性と耐力を備えたドラムホイ
ール

•  メンテナンスを容易にするために大きく

開くことのできる専用扉を備え、 
安定し十分に断熱された鋼板製筐体

•  全てのメンテナンス箇所への良好なア
クセス性

•  乾燥機の排出側にはハンドレールを含
めたメンテナンスプラットフォームを
装備

•  メンテナンスの容易な直接ドラム歯車  
(注油、チェーンとベルトの締め付けが
不要)

•  正確な温度調節を目的としたガス加熱式
乾燥機内の調整バーナー

•  リネンの詰まりを避けるために上部へと
閉じる投入ドア

•  ガス加熱式乾燥機用スプリンクラ装置
•  内部ドラムに自動的に調節されるガイド

ローラー

制御装置
各乾燥機は、PLC 制御装置のある独立し
たスイッチパネルと電源を搭載していま
す。乾燥機の運転とプログラミングは、
全ての乾燥機を相互に接続する分離され

た複合制御装置によって行います。
カラータッチスクリーンを搭載したパネ
ル PC が乾燥機の運転と可視化、そして
搭載されている場合にコンベアの搬送を
行います。JENSEN サービスヘルプデスク
は、統合された Ethernet インターフェイ
スを通じて乾燥機制御装置の遠隔メンテ
ナンスを確立できます。分離されたアプリ
ケーションの乾燥機には、より小型のグラ
フィック操作ターミナルが装備されていま
す。各乾燥機は 100 個の自由にプログラ
ム可能なプログラムを処理できます。

オプション
部分的に開いた投入扉または外気フラッ
プを利用した冷却
•  熱回収のための空気再循環装置 (ガス加

熱式乾燥機の場合、標準装備)
•  乾燥工程を最適化させるための赤外線制

御装置 InfraCare

•  蒸気加熱式乾燥機用のモータ制御弁によ
る温度制御 (例えば、温度に対して非常
に繊細なリネンに対して)



VacuTrans システムを搭載した乾燥機の 
排出扉を通した吸引式投入。 

•  収集袋による自動リント除去 (各単一
乾燥機の離れた場所で、または複数
乾燥機の中央吸引によって)

•  リネンバッチのより迅速な排出のた
めの傾斜装置 (DT 120 以降の標準乾燥
機機能)、排気ダクト分離装置を含む

•  柔軟な媒体接続部 (蒸気、水、ガス)
•  より高くなった支持台 (標準高さ: 

1025 mm)

•  テフロンコーティングされた内部ド
ラムとリントフィルタ

•  取り外し可能なセグメントパネルを
搭載した内部ドラム

•  モノレール投入のための投入シュート
•  投入または排出の各扉を通した真空

式投入
•  排出扉を通した収納ボックスなどへ

の真空式排出
•  エネルギーを節約するための熱交換

器 RecoCross 

特長
•  非常に低いエネルギー消費量と高い

蒸発性能を同時に実現
•  最適な効率性と優れた防音性を備え

た構成部品による低い騒音レベル
•  全てのメンテナンス箇所に対するメ

ンテナンスの必要性を抑え、良好な
アクセス性を実現

•  コンパクト、省スペースの設置
•  各リネン種類に合わせた最適な調整

を可能にする最高の柔軟性を備えた
ユーザーフレンドリーな制御装置

吸引式投入と
搬送システム VacuTrans

VacuTrans は迅速、経済的、省スペース
な方法で配管系を使用して、ランドリー
内で準備されたリネンを搬送するために
開発されました。例えば、この装置は通
常は搬送コンベアやリネントローリ傾斜
装置が必要になる場所で、吸引システム
を通じて乾燥機に投入することが可能で

す。乾燥機ドラムにリネンを直接吸引す
るために、配管系で真空を生じさせるた
めに既存の乾燥機ファンが使用されま
す。投入は、投入または排出の各扉のい
ずれかを介して行えます。

また、VacuTrans は、ランドリー内の
一つの場所から異なる行き先へとリネ
ンを搬送するためにも使用され、例え
ば、バスタオルを折り畳み機などへと
搬送できます。ほとんどの場合、こう
したことはスペースの問題がある場
合、搬送路が長すぎる場合、または搬
送コンベアの設置が難しい場合など、
リネントローリによる搬送が困難な場
所で行われます。配管系 VacuTrans は
省スペースを実現するために天井に設
置でき、追加の床面積は必要ありませ
ん。配管系の投入は、リネンの投入の
場合、吸引ノズルによって行います。



VacuTrans の特長
•  100 m 以上の距離のシンプルな自動リ

ネン搬送
•  高速で効率的な搬送性能
•  省スペース
•  メンテナンスの手間がほとんどかか

らない
•  複数の搬送行き先のある収納および

仕分けの各システムに対応

赤外線制御 InfraCare

赤外線制御 InfraCare (オプション) は、 
JENSEN 乾燥機の乾燥工程をさらに最適
化できます。これは、リネン種類に応
じた大幅なエネルギーの節約と乾燥時
間の縮小につながります。その結果、
乾燥行程中の効率性と生産性が向上し
ます。

排気の温度または湿度に関する、その
他のシステムとの最も大きな違いは、
乾燥機に搭載されたセンサを通じてリ

ネンバッチの実際の温度が継続的に測
定されることです。この温度は、正確
なエネルギー供給または乾燥工程 (冷却
工程の開始/停止など) の特定段階にお
ける判定など、非常に信頼性の高い制
御を行うための起点になります。各パ
ラメータは、各リネン種類に対してプ
ログラム可能です。また、リネン種類
内の変動するバッチサイズや残水率が 
InfraCare から判定され、その結果に応
じて乾燥工程が調整されます。

InfraCare の特長
•  エネルギーの節約*

•  乾燥時間の短縮*

•  不必要な高い温度を防止することに
よるリネンの保護

•  変動するバッチサイズや残水率によ
るリネンバッチの判定

*リネン種類によって異なります

熱交換器 RecoCross

RecoCross (オプション) は非常に効率的
な平板熱交換器で、 
乾燥機排気の残留熱によって、冷たい
外気を予熱します。その結果、
乾燥工程に応じて、最高 25 % のエネル
ギーをさらに削減できます。RecoCross 
は、乾燥機の鋼鉄部分上に直接、また
はランドリーの屋根上に設置でき、例
えば耐候性の筐体内に搭載することも
可能です。

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。

1 外気

2 給気

3 排気

4 漏出空気
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高い生産容量を実現する省スペースの乾燥機位置

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


