型式

Model

仕込量

（kg）

Feeding Volume

乾燥温度

Drying Temperature

ADA-2

ADA-5

2

5

（℃）

Max. 160＊1

乾燥ヒータ容量

Drying Heater Capacity

（kW）

1

乾燥ブロワ容量

Drying Blower Capacity

（kW）

0.055

乾燥ホッパ有効容量

総電気容量 Power Supply

付属品

2.0
10
電源ケーブル 5m

Accessories

質量（㎏）Weight
*1 Use an optional insulated hopper cover when operating at a temperature of 120℃ or more.

外形寸法図

リトル D

Power cable 5m

14.1

（kg）

＊1. 使用温度120℃以上で設定の場合は、ホッパ保温カバー（オプション）
をご選択ください。
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（kVA）
（AT）

（単相 Single Phase ＊2 AC200V/200、220V 50/60Hz）

小型成形機にジャストフィット

15.1

Suitable dryer for small molding machines

＊2. 電源は単相です。
*2 Single phase supply

Dimensions

＜ADA-2 / ADA-5＞

＜ドライングステーション付＞

381

with Drying station
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(696)
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(917) [ADA-2]

(1132) [ADA-2]

＜ADA-5＞

(511)
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(Kawata (Thailand) Co., Ltd. Representative Office)
/Phone.63-2-681-6174

〔CHINA〕

Hot Air Dryer

ADA series

3

（L）

Drying Hopper Eﬀective Capacity

熱風乾燥機

Fax.03-3523-5682
Fax.052-911-3450
Fax.092-412-6591
Fax.079-563-6947
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仕様 Speciﬁcations

小型成形機および小ロット生産のための、
「簡単 / 便利」
を追求。
Pursuing simplicity and convenience of the dryer for small molding
machines and small lot production.

機能性

Functions

材料を仕込んだままでホッパ部のみを脱着可能

（ホッパ部質量ADA-2 4kg /ADA-5 6kg）

比類無き温度精度を実現。

Realizing ultimate accuracy of temperature control

信頼性
Reliability

マスフロー（先入れ先出し）にこだわったホッパデザイン。
Hopper design focusing on Mass ﬂow (like ﬁrst-in ﬁrst-out control).

大風量ブロワを採用し、ホッパ内樹脂温度を均一化。

Drying hopper removable with material left over
（Hopper weight : ADA-2 4kg / ADA-5 6kg）

Uniform temperature of plastic resin pellets temperature of in the hopper
by using large capacity air blower.

データ Data

乾燥温度データ

Drying Temp. Data

❻

乾燥材料：ポリカーボネート
（PC）
Material : Polycarbonate (PC)

乾燥機：ADA-2
Model

❺

乾燥温度：120℃
Drying temp.

❹
❸

○ 胴体部に大型取手を装着。
Large handles are attached on the hopper body.

小型ながら大風量ブロワを採用
Small body yet large air ﬂow for uniform drying

❷

❶

測定位置

Measuring position

○ ホッパ内樹脂温度を均一化。
The blower makes resin temperature in the hopper uniform.

装置フロー

ホッパ分割方式による抜群の清掃性

標準

Separate hopper for easy cleaning

Standard
過温センサ

❹

114.2℃

❷

115.4℃

❺

113.4℃

❸

115.1℃

❻

92.5℃

輸送/排気フィルタ

Conveying/exhaust ﬁlter

Over temperature
sensor

輸送/乾燥ホッパ（3Ｌ/8Ｌ）
Conveying/drying hopper

スナップダンパ

満杯センサ
Full sensor

乾燥ブロワ

輸送/乾燥ホッパ（3Ｌ/8Ｌ）

Drying blower

Snap valve

Conveying/drying hopper

ヒータ
（1ＫＷ）

温度センサ

スナップダンパ
Snap valve

Heater

Thermo sensor

温度センサ

○ 咬み込みが少なく、粉漏れのない
スナップダンパを採用。

エジェクター

Thermo sensor

IMM

Option

Measuring temp.

121.7℃

過温センサ

Heater

Control panel box with an adapter mounted on either side of the dryer

測定温度

Equipped with optional Ejector transporting

Exhaust ﬁlter

ヒータ
（1ＫＷ）

操作パネルは、アダプタにより左右に取付位置を変更可能

Measuring position

エジェクター輸送オプション装着時

排気フィルタ

Drying blower

Snap valve with less catching and less leak of powder

測定位置

Flow Diagram

乾燥ブロワ

Operability

Measuring temp.

❶

Over temperature
sensor

操作性

測定温度

Ejector

IMM

● ホッパ上部に、持ち運びに便利な取手の装着。
● Handles attached on the upper part of the hopper for easy carrying
● エジェクタ輸送（一次側自動投入）
。A
● Ejector transporting (automatic primary supply of materials)
● ホッパ保温カバー B
● Hopper cover
● 異電圧対応（380V/400V/415V 50Hz）
。
● Supporting diﬀerent voltages (380V/400V/415V 50Hz)
● ドライングステーション（自立ベース、キャスタ付）
。
● Drying station (with self-standing base).
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