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実験用スプレードライヤー

実験用スプレー ドライヤーは化学、食品、薬品、セラミック等、

各分野に於ける小規模 spray dryerと して使用されます。その目

的は一般実験用のみならず多種小量生産用 spray dryerと しても

好評です。

●主なる特徴
1.原料は乾燥と同時に狭い範囲の均一した顆粒製品の製造が

できます。

●スプレードライヤー用途参考例

セラミック
アルミニュウム酸化物、ステアタイト、ジル

コン、ムライト、コージェライト、カオリン

フェライト、フォルステライト、酸化チタン

チタン酸バリュウム、マグネシア、 ドロマイ

ト、タイル陶 11、 その他

食昌・嗜好性製日0-自 製品・その他

全脂粉亭L、 アイスクリーム、粉水油脂、粉木

タリーム、粉木水飴、グリコース、可椿性コ

ンスターチ、lr熔性コーヒー、紅茶、 ミルク

ココア、粉本番料、粉末スープ、粉木讐油、

粉木味嗜、口乳、ゼラチン、卵黄、Ff・ 菜ジュ

ース、果樹パウダー

医嘉昌・化成昌。その他

各種医薬品、酵素、抗′
li物 質、ビタミン制、

メラミン樹脂、 PVC、 塩化ビニール、フェ

ノール樹1旨、琴面活性剤、高級洗剤、中性洗

剤、脂肪酸、 リン酸ソーダ、炭酸カルシュー

ム、 トリポリ隣酸ソーダ、ホワイトカーボン

硫安、無機染料、各種魔液

Typical Applications
1) Ceremic lndustry:

oAlumrnurn oxrdes

a Steatrte

oZrrcon

a Mullrte

o Cordrente

o Kaohn

a Ferilte

o Forsterrte

OTitanrum oxrde

o Barrum trtanate

o Magnesta

o Dolomrte

oTrle clay and others
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Foodl etc.

●Powdered drv mtlk

wlth fat

●icece翻

●Powdered fa&ol:

●Powdered cFeam

●POmered mlllet lel呼

●CIucose

esOlttble cornstaFCh

●Soluble coffee

●Black tea

●Milk cocoa

●Powdered sptces

●Powdged soup

●POWdeFed SOv

●Pttdered bean paste

●Soy mllk

●Gelattn

●Yolk

●VeOetable,ulce

●POIArdered fruれ

3l iledhims.
Chern**, etc.

avanous kinds of medrcrnes

lEnzyme
tlAntrbrcncs

fVrtarnln comp0und$
oMelamine resin

.PVC
aVmyl ehlo*de
lPhenohc resin

tSurfac+actve agents
a Detergeni prepared lrom

higher alcthol
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2. 原料生産に於ける最低水分の調節ができます。その条件は

±0.5%以内で、供給 slurryの 国形分含有量とその質により

製品の容積密度と粒度のコントロールができます。

従来の乾燥方法に比らべspray dryerで はフィルタープレス

脱水時の粉砕分級の前工程が大巾節減されslurryは一挙に

乾燥造粒され流動性の良い、また粉塵の出ない顆粒製品と

なります。

警ray dryerで 生産される原料の特性はまったく均質な原料

を保証 します。I「 ち電気的、磁気的特性を低下させる欠け

日、割れ目のない構成物が得られます。spray dryer顆粒

原料によリプレス金型の均一 した充填効果を発揮 しますの

で、安定した良質製品ができます。従ってアル ミニュウム

酸化物、その他セラミック成型加工品用原料の ドライヤー

として重要な役割をはたしております。
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DiSK TYPE SPRAY DRYER
レードライヤー
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