
●フラッシュ ドライヤー CNK FLASH DRYING SYSttEM

この装置は急速に流れる熱空気中に湿潤原料を投入し、熱風と激突させ乾燥管中を浮遊状態で送りなから、
瞬間的乾燥を行なう装置です。特に粘着性を有する原料を除く、あらゆる粉状粒状の乾燥に適しています。

熱源は蒸気、電気、瓦斯、油のi貞 火式、熱交換式等が利用

されます。先ず湿潤原料はテーブルフ ィダー、ロータリーフ

ィダー、パ ドル ミキサーによリケージミルに定量供給され、

熱風と接触 して乾燥管を通 り、サイクロン又はバグフィルタ

ー、スクラバーの順に送 られます。乾燥製品は、サイクロン

又はバグフィルターより排瓦斯 と分級取 り出されます。又、

装置の能力では、小型では 1基 当り100kglHの 能力から9,000

kg/Hの大型澱粉ullの フラッシュ ドライヤーが運転 してお

ります。

主 な特 長

1.原料の乾燥速度が極めて早い為 (投入より乾燥 までの所要時

間2～ 5秒)で熱に敏感な原料の乾燥にも容易に用いられる。

2.乾燥工程中熱伝導効率を挙げるため、粗砕及び粉砕の設備

が備えてある為、乾燥粉砕が同時解決出来る。

3.他の乾燥機に比べ、設備面積が狭 くかつ立体的酉」置が出来

るので都合が良い。

4.乾燥工程がダク トで接合されているので、作業中に於ける

取扱いが容易であり、製品逃亡等のロスが少ない。

5乾燥時の熱風接触面積が大 きい為、必要以上の伝熱抵抗を

受けないで熱効率が良い。

6.乾燥機にかかる人件費は量産に関係なく最少人員でできる。

用  途

澱粉、グルテン、活性炭素、ビニール粉末、硫安、肥料、 微

粉炭、乾燥食品、魚粉、陶土 鉄粉、顔料、 其の他化学薬品、

食品、鉄鋼関係に於ける微粉状製品全般

This s a device to dry wet materials instantly by f eedtng
them rnto the hot a r to coilide wth it and forwarding them
in the state of floatrng. t is especially suitable for all drying
up powdery and granule materia s except for the viscous
rnaterials.

As its heating source, steam, electricity, gas and o are
used rn the direct heating method. the thermal exchange
method of other At first the wet materials are fed in Cage
Mill in a g ven quantity through Table Feeder, Botary
Feeder and Padd e Mixer. and then after contact ng the
blowing hot air, del vered to Cyclon, Bag Frlter and Scrub-
ber through the drying tube.

The dried products are discharged through Cyclon or
Bag Frlter after the exhaustron of gas and the sorting. The
small model has a capacity of '1 OOkg/hr and the larqs Flash
Dryer for starch process ng has a capacity of 9OO0kg/hr.

Main Characteristics
l The drying speed of materials s so high (2 5 seconds

from feeding unti drying), and t is used to dry the
mater als sensitive to heat with no trouble.

2 As the facility for rough and fine crushing is provided
for progressing the heat conduction efficiency during the
dry ng process, it so ves the prob ems n dry ng and
crusii'rg a1 rie sa'ne rrne

3 The space for installat on is much smaler than others
and it can be insta ed verttcally and it s very convenrent.

4 As the drying processes are connected with ducts, rt is
easy to hand e without any oss such as escap ng.

5 As the hot air contact area at time of dry ng is large, it
has a h gh heat eff ciency wtthout being sublected to
heat conduction resistance more than required.

6.The personal expenditure for the drying machine can
saved to the minimum irrelevant to the amount
prod uction

Application
Starch, gluten, act vated carbon, vinyl powder. ammontum

sulphate, fertilzer, fine powdery coal. dr ed foods. ftsh
meal, potter's clay, ron powder, cosmetics, all other frne
powdery products concerning chemicals. medrcines. foods
and ron steels.

※その他の能力の設計製造もいたします。
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CNK― FDl 350/0 2% 100k9

CNK― FD 2 359る 2% 250k9

CNK― FD 3 359る 2% 500k9

CNK― FD 4 359る 2% 750k9

CNK― FD 5 3596 2% 1.000k9

CNK― FD 6 359` 2% 2,000k9

CNK― FD 7 35% 2% 3,000k9

CNK― FD 8 35% 2% 4,000k9

CNK― FD 9 35% 2% 5,000k9

CNK― FD10 35% 2% 6,000k9

CNK― FDll 3596 2% 7,000k9

CNK― FD12 350/0 2% 8,000k9

CNK― FD13 3596 2% 9,000k9
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