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JENSEN 搬送式乾燥機 

WR 60 – 120
	 エネルギー使用量を最小限に	
	 抑えながら最高の性能を実現



エネルギーコストと賃金の上昇、複雑化しつ
つある競争圧力、マージンの減少など、現在
のランドリー業界は、効率性を向上させる包
括的な手段で対処しなければならない重大
な課題に直面しています。JENSEN 製品の開
発における主な目的の一つは、ランドリーシ
ステム全体の効率性と生産性を向上させる
ことです。

最新の乾燥機世代の開発により、 JENSEN は
エネルギー効率、生産性、信頼性の新たな基
準を打ち立てます。WR 乾燥機は「効率」とい
う言葉に全く新たな次元をもたらします。洗
練されたデザインにより従来の乾燥機と比較
して、10 % の蒸発容量向上と約 10~15 % の
エネルギー消費低減を実現しました。乾燥時
間の短縮により、生産性とエネルギー効率が
劇的に向上しています。

JENSEN 搬送式乾燥機 
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	 抑えながら最高の性能を実現

内蔵式でアクセスの容易な熱交換器を備えた  
WR 120



WR 乾燥機の
最新のテクノロジー

最適な空気管理
新開発した周波数制御方式の高性能ファン
と最適化されたドラム形状により、ドラム内部
の気流と熱分散を向上させています。これに
より卓越したエネルギー収支と、ムラのない
再現可能な乾燥結果を確保しています。ファ
ンの周波数制御装置と独立した、工程に基づ
いた空気量制御により、ファンモーターの非
常に低摩耗な運転を実現しています。

新しい自動制御方式の循環フラップが、リネ
ンの乾燥具合と個別調整されたプログラム
に応じて、新鮮な空気と循環空気量の最適な
割合を調整します。その結果、効率性に関す
る最高基準が確保されています。効率性をさ
らに向上させるために、乾燥機筐体内に完全
に内蔵可能な、非常にコンパクトなプレート
熱交換器が利用可能です。また、 WR 乾燥機
は高度に密閉され、空気の漏れを防ぎます。
卓越した断熱性と防音性により、低い熱放出

と低い騒音レベルを確保しています。

優しい洗濯物の処理
大きなドラム直径により最適な降下曲線を可
能にし、洗濯物間の卓越した気流を確保しま
す。その結果、大きな洗濯物品目のしわやもつ
れを防ぎ、仕上げ品質を大幅に向上させてい
ます。駆動モーターの周波数制御により、異
なる種類の洗濯物や乾燥工程に合わせて、ド
ラム速度のカスタム調整が可能です。その結
果、さらに洗濯物をいたわった効率的な処理
が実現しました。きめ細かく調整され、洗練さ
れたソフトウェアを利用した、包括的なテクノ
ロジーが乾燥工程を制御、監視します。追加
オプションを利用することにより、多岐にわた
る個々の要求に合わせて乾燥機を調整可能
です。例えば、 InfraCare 制御ユニットは赤外
線センサーを利用して、洗濯物の正確な温度
を絶え間なく測定します。取得したこの値は、
非常に精度と信頼性の高い制御工程の基本
となります。その結果、温度に非常に敏感な
品目でも、意図的な熱制御を利用して、優しく
乾燥させることができます。

また、 InfraCare を利用すると実際に必要な
熱エネルギーだけを供給できるため、効率性
を一段と向上できます。乾燥工程の適応的制
御はエネルギーと時間を削減するために、極
端に大きな負荷を把握します。

メンテナンスの容易さ
JENSEN DT 乾燥機のメンテナンスの少なくて
済む直接駆動装置は、実地で数万回の動作
試験を経た実証済みのドラムを駆動装置とし
て選択しています。従来システムとは異なり、
歯付きベルトやチェーンの点検や調整は必
要ありません。その動力伝達装置は、 WR 乾
燥機向けに最適化されており、強化ベアリン
グを利用したフランジ付き駆動輪とともに高
い保守性、長寿命を目指して設計されていま
す。点検の容易なデザインとして、ドラム用ガ
イドローラの自動調整を一例として挙げるこ
とができます。

WR 乾燥機には、セグメントデザインを採用し
たリントフィルタが搭載されています。各セグ
メントには、容易にアクセス可能な中央ファス

セグメントパネルのある内部ドラム最適な降下曲線と卓越した仕上げ品質を実現する
大型ドラムの直径

メンテナンスの容易な直接駆動装置



ユーザーフレンドリーな制御ユニット
JENSEN は新製品の開発にあたって、包括
的なアプローチを採用しているため、乾燥
機の制御装置を改善し、さらに効率的で負
荷に合わせた、再現可能な乾燥工程を確
保するために新しいセンサーを採用しまし
た。また、ソフトウェアは電気やガスの各メ
ータなど、消費量記録装置の値を記録し、 
JENSEN Cockpit 中央管理システムに送信す
るようにデザインされています。その後、全
ての記録データは評価され、さまざまな統
計形式に処理されます。エネルギー消費量
は機械ごと、または洗濯物キログラムごと
に評価可能です。適切な軽量システムを利
用すると、乾燥機内の水 1 リットルの蒸発
に必要な平均エネルギーを算出できます。
包括的なデータ処理により、各工程の透
明性が高まり、最適化の可能性を認識で
きるようになります。そのため、システム全
体の生産性と効率性の最高の基準を実
現するために、ランドリー内の全てのシス
テムをそれぞれ正確に適合させることが
できます。

ナーを利用することで、非常に迅速かつ快
適に取り外し、再取り付けできます。ファン
筐体にある点検口により、ファンインペラ
の点検作業を迅速かつ快適に行えます。ド
ラムへのアクセスをさらに容易にするため、
ネジを数本緩めた後には投入壁全体を完
全に側面に旋回できます。乾燥機排出側に
安全装置を備えたサービス用プラットフォ
ームを利用することで、ガス加熱式乾燥機
内バーナーにも安全にメンテナンス作業
を行えます。

コンパクトなデザイン
多くのランドリーにおいて、スペースは重要
な資源です。そのため、 JENSEN は左または
右に扉を開くように、左右逆に直接隣接し
て設置できるように WR 乾燥機をデザイ
ンしました。その結果、設置エリアの貴重
なスペースを削減できます。

各乾燥機は独立した電圧供給装置と PLC 
制御装置のある独立した配電盤を備えて
います。複数の乾燥機を設置した場合、そ
れらの乾燥機は共同制御ユニットにより接
続されます。

詳細な可視化機能 乾燥機システム全体の可視化機能を提供するタッ
チスクリーン



乾燥機システム、そして上流と下流の各搬
送ベルトの運転と可視化機能はパネル PC 
を通じて行います。乾燥機ごとに 100 個の
プログラム設定が用意されています。

メンテナンスプログラムは、実施される予
定の保留中のクリーニングやメンテナンス
作業を自動で表示します。ソフトウェア内
で将来の期間を選択すると、この期間内に
実施される点検作業がメンテナンス計画
に組み込まれます。工場のカスタマーサー
ビスにより、統合インターフェイスを通した
乾燥機制御ユニットの遠隔メンテナンスが
可能です。

オプション
WR 乾燥機には、個々の要件に柔軟に適合
できるよう幅広い範囲で利用可能なオプ
ションが用意されています。次のオプショ
ンが利用可能です:
•  さらに精度と効率性の高い乾燥工程を

実現する InfraCare 制御ユニット
•  シンプルかつ安全なクリーニングとメン

テナンス作業に適した取り外し可能な内
部ドラムのセグメントパネル 

•  自動リント除去用の 2 つのシステム:
•  各乾燥機で収集袋を備えたローカルバ

ージョンとしての LintEx Uno

•  中央ファンユニットと大型収集袋を備え
た LintEx Multi

•  部分的に開いた投入扉または自動制御
式の外気フラップを利用した冷却

•  さらに優れたエネルギー効率性を実現
する完全内蔵式熱交換器

•  マイクロファイバや積層品など、特に温
度に非常に敏感な品目に適した、蒸気加
熱式乾燥機内の正確な温度調整用のモ
ーター制御弁

•  内部ドラムとリントスクリーンにはテフロ
ンコーティングが施され、洗濯物のプラ
スチック製フィルムなどのこびりつきを
低減します。また、テフロンコーティング
により内部ドラムのクリーニングを容易
に行えます。 

•  より迅速な排出を可能にする傾斜ユニッ
ト (WR 120 では標準装備)

•  コンベアベルトと洗濯用カートリフト・傾
斜装置を備えた、効率的でスペースを節
約できる投入の代替としての、VacuTrans 
真空投入

新しい乾燥の季節へようこそ
WR シリーズは、ランドリーにおける効率的
な乾燥の新時代を象徴する製品です。 最
新のテクノロジーをさまざまなイノベーシ
ョンと組み合わせることで、効率的な機械
コンセプトを実現しています。乾燥がかつ
てないほど効率的、環境に優しく、容易に
なりました。

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。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。

循環
風箱

自動制御式循環空気フラップ

排気フラップ
ファン 

外気

排気

エネルギーを節約する運転のための革新的な気流



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
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容易にアクセスできるメ 
ンテナンスプラットフォーム による時間の節約


