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フィルタドライヤの新機能
New Features of Filter Dryer
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フィルタドライヤの��Khは�`aHによるb�Khと�AなdGmlをいかに�きくとるか
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The drying performance of Filter Dryer is influenced largely by the mixing performance of mixing
blades and how large the effective heat transfer area is adopted. At present, high performance mixing
blades excellent in mixing are employed as standard, and additionally by improving the structure of
mixing blades such that the blades can be heated, shorter drying time has been realized. Drying time
is shortened by about 40� compared with the conventional mixing blades. Furthermore, compared
with the conventional quick closure device of the lower cover, a closure device has been developed
that is compact and insures less contamination.
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