
脱湿乾燥機〈チャレンジャー  ミニ〉
Dehumidifying Dryer

DRC-8Z

究極の省エネ、省スペース
脱湿乾燥機と輸送機能を凝縮した
5～8kg 仕込みの小型マルチマシーン
Versatile and Small Design for the Ultimate Energy 
and Space Savings



「かんたん操作」を追求した
マイコン式コントロールパネル

成形不良防止

● 乾燥ホッパの満杯レベルスイッチ位置の調整が
　可能になりました。（6L～11L）
　 乾燥ホッパでの滞留時間を調整することにより
　過乾燥や乾燥不良を防ぐことが可能になりました。
● 成形機への供給にはロータリーバルブを採用、
　必要最小限の材料供給が可能となり成形機上で
　の不要な滞留を防ぎます。

● マイコンのフル活用による自動運転と、アラーム
　機能を兼ね備えた専用コントローラを装備してい
　ます。乾燥温度は、PID制御による高精度な温度
　制御を実現。また、設定・指示値は確認しやす
　いデジタル表示です。外部信号でのリモート
　運転、タイマー運転も標準装備しています。

VLA-420
（0.6L）

20年間ご愛顧いただいたDR-15Zが
遂にフルモデルチェンジ！

独自の吸着剤リバース再生方式を採用し
連続再生式に比べ約75％省エネを達成省エネ

Energy Savings

輸送機能搭載ながら従来機（輸送ブロワ別置）より
約25％省スペースを達成省スペース

Space Savings

省コスト
Cost Savings

特長
Features 圧縮空気消費量はバルブ駆動用のmax.1L/minのみ

従来機＋一次側輸送を標準搭載により
約10％コストダウンを達成

設置面積はわずかW502  mm ×D603   mmの約0.3m2

満杯
レベルスイッチ

ロータリー
バルブ

調整可能

Adsorbent reverse regenerative system originally designed for about 75% energy savings compared 
to a continuous one
Amount of compressed air consumed of only maximum 1L/min for valve drive

Even with conveying function, about 25% space savings compared to conventional machines 
(separate conveying blower)
Small footprint of approx. 0.3m2 (W502mm×D603mm)

About  10% cost reduction by mounting the primary conveying to conventional machines 

Prevention of Defective Molding

Microprocessor-Controlled Panel

● The drying hopper level switch is adjustable (6L-11L). 
     Adjustable residence time in the drying hopper prevents over 
     drying or incomplete drying.
● The adoption of the rotary valve allows material supply in a 
     required minimum amount to a mold machine, preventing 
     unnecessary residence in the molding machine.

● The controller with alarm function is automatically operated by 
     microprocessor. The PID control system ensures high-accuracy 
     drying temperature. The digital displays enable easy verification 
     of set and indicated values. Remote control and timer operation 
     are standard equipment.

Rotary valve

Adjustable

Level switch

New Design of DR-15Z



「かんたん」メンテナンス「かんたん」な材料替え

再生フィルタ

乾燥フィルタ

輸送フィルタ

● 乾燥・輸送・再生全てのフィルタをメンテナンス 
　しやすい位置に配置しました。
● 乾燥・再生ヒータの制御回路にSSCを装備、
　信頼性および安全性の向上とメンテナンス頻度
     を軽減しました。

● 乾燥ホッパ下部にスライドゲートと材料抜きを
　装備し、ホッパ内の材料の抜取り時は「かんたん」
　です。また、材料抜取りシュートを標準装備してい
　るので抜取り時の材料こぼれがありません。
● ロータリーバルブは取外しが「かんたん」にでき
　ます。
● コレクションボックスは材料がブリッジしにくく
　掃除も非常に「かんたん」です。

風量
発生露点
乾燥温度
乾燥（再生）ブロワ容量
再生ヒータ容量

乾燥ホッパ

乾燥ヒータ容量
一次側輸送ローダーホッパ容量

輸送ブロワ容量

二次側輸送ローダーホッパ容量

総電気容量

圧縮空気消費量
冷却水消費量
　　　　
付属品

塗装色

質量

0.6

160

0.42（INV装備し60Hzにて運転）（一次側・二次側輸送兼用）

有効容量
仕込み量
内面接粒部仕様

φ25×500L×1本

Air flow

            Dew point

            Drying temperature

Model

Effective capacity   

Feeding volume  

                  Material contact surface

Drying hopper

Convey-1

Convey-2

Accessories 

Painting color

Cooling water requirement 

Compressed air requirement 

Power supply

Weight 

Panel flameパネル面フレーム部

Flame本体フレーム部 JPMA Y15-85A, semigloss日塗工 Y15-85A 半艶
JPMA Y159-50D, semigloss日塗工 Y59-50D 半艶

φ25×5m×3本 φ25  × 5m × 3 pcs
φ25  × 500L × 1 pce

電源ケーブル 5m Power cable   5m

PCVフレキシブルホース PCV flexible hose
吸入管 Suction piping
ケーブル Cable

Regeneration heater capacity

Drying （regeneration） blower capacity

Convey blower capacity

Drying （regeneration） heater capacity

5.16 / 5.33
15

1〔ANR〕（0.4～0.6MPa）
3（0.1～0.3MPa、at32℃以下）

型式

（kg）

  （m3/h〔ANR〕）（50/60Hz）
（℃）
（℃）

（kW）（50/60Hz）
（kW）
（L）

（kW）
（L）

（kW）（50/60Hz）

（kVA）
（AT）

（L/min）
（L/min）

（L）

（kg）

DRC-8Z
15 / 18
-20

80～160
0.09 / 0.12
1.5
11
8

SUS / 酸洗い SUS / Pickling finish
1.5
0.3

0.42（60Hz operation with inverter）（for both primary and secondary conveying）

材料抜き
シュート

Easy Material Change Fast Maintenance

● The slide gate and material outlet under the drying hopper make it 
     easy to remove material in the hopper. The standard-equipped 
     discharge chute prevents material from spilling out. 
● The rotary valve is easily removable
● The collection box minimizes material clogging and can be easily 
     cleaned out.

● All filters of drying, conveying and regeneration are mounted for 
     fast maintenance.
● The control circuit of drying and regeneration heater is equipped 
     with SSC, improving reliability and safety, and reducing 
     maintenance frequency

材料抜き開スライドゲート

ロータリーバルブ

コレクション
ボックス

材料抜き

閉

閉

コレクション
ボックス開

オプションOptions ● 二次側二方向輸送
● Secondary two-way conveying

● 露点チェッカ

＊発生露点は外気条件により異なります。

● 非常停止ボタン
● Emergency stop button

●  週間タイマ
● Visual alarm
● 警告灯

● Leakage breaker
● 漏電ブレーカ

● Weekly timer● Dew point checker

仕様 Specifications

Regeneration filter

Drying filter

Discharge chute 

Conveying filter

*The dew point varies with weather conditions.

Slide gate

Rotary valve

Collection box 
(close)

Material removal 
(close)

Material removal 
(open)

Collection box 
(open)



Cat No.2461 0911-03○cc○カワタ2010　本カタログの内容の無断転載、使用を禁じます。

IMM

一次側輸送ローダーホッパ（輸送1）
乾燥ホッパ

乾燥ヒータ

吸入管

再生ヒータ
アフタークーラ

乾燥ブロワ

輸送ブロワ（INV)

再生ブロワ

再生フィルタ

二次側輸送ローダーホッパ（輸送2）

乾燥フィルタ

輸送フィルタ

冷却水IN

冷却水OUT
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Drying hopper

Convey-2

Convey-2

Conveying filter

Convey-2

After cooler

PV
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Suction piping

Regeneration filter Drying filter

Cooling water inlet

Cooling water outlet

Regeneration blower

Regeneration 
heater

Desiccant
chamber

Drying blower

Drying heater

Rotary valve

DRC-8Z本体
Body

二次側輸送ローダーホッパ
Loader hopper convey-2

フロー図 Flow diagram

Compressed air 

Regeneration operation

DRC-8Z

86-20-3402-5200 86-20-3402-5183

852-3118-1326 852-2545-0576


