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 洗浄後の拭きとり作業
の必要はありません。 
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 洗浄-リンス-乾燥の全自  動連続運転       1回で約30枚のパレット  の洗浄が可能です。 

 IPAなどの有機溶剤と比較
して、本装置は引火点の
ない洗浄液しか使用でき
ないためVOC排出量を大
幅に削減することが出来
ます。 

密閉型洗浄機なので洗浄
液の蒸発量を減少させま
す。 

ワンプッシュで洗浄、リンス、
乾燥まで一括工程完了 

 
引火点のない洗浄液で 
 
あるため輸送/保管/使用 
 
における有機溶剤の安 
 
全問題を回避できる。 
 
 
溶剤ガスの臭いに刺激 
 
性はありません。 

  

洗浄工程中に作業者に
よる操作は必要ありま
せん。 

手洗いであった作業者への
重労働を完全解消できます。 



スプレー式パレット洗浄
機SWF-TC2100 装置の外観 

全面 側面 

筺体は腐食耐性すぐれ清掃 が容易なステンレス(304)となっています。 
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スプレー式パレット洗浄

機SWF-TC2100 
  装置の内部構造

  

 

 

 

 

洗浄内最大サイズ: 1000mm (L) * 1000mm (W) * 250mm (H) 

パレットの場合1回で約30枚の洗浄が可能 

洗浄物最大サイズ: 800mm (L) * 1000mm (W) * 470mm (H)     

パレットだけでなく、リフロー炉の部品やレジエータなどその他 

部品も洗浄することができます 

 

 

 

 

上部/底部/側部の三方向からの洗浄スプレー 

上部/底部/側部の三方向からのエアーナイフ 

 洗浄用カゴは自動回転します 

 洗浄液とリンス液は個別で循環します 
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底部ｴｱｰﾅｲﾌ 
底部ｽﾌﾟﾚｰ 

洗浄用カゴ 
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側部ｴｱｰﾅｲﾌ 

側部ﾞスプレー 

上部ｴｱｰﾅｲﾌ 

上部スプレー 



スプレー式パレット洗浄
機SWF-TC2100 

仕様と構成 
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洗浄カゴサイズ: 直径1000mm の丸型 × 高さ200mm  

洗浄液量: 80L (最大) 

リンス液量: 80L (最大) 

洗浄方法: スプレー回転式洗浄 

乾燥方法: 熱風エアーナイフ 

推奨洗浄時間: 5-20 分 

推奨リンス洗浄時間: 2-3 分 

推奨乾燥時間: 5-20 分 

洗浄液フィルター: 3重のフィルター 

ﾚﾍﾞﾙ1 ,ﾚﾍﾞﾙ 2 ﾌｨﾙﾀｰ: 2mm /100um(filtering impurities) 

洗浄フィルター 20um (ﾌﾗｯｸｽ, ﾛｼﾞﾝ, etc.) 

リンスフィルター 5um (ﾌﾗｯｸｽ, ﾛｼﾞﾝ, etc.) 

エアーブロワー: 3.7KW  温度 80° 

電動ポンプ: 2.2KW/3KW 

ダイアフラムポンプ:   1インチ (給排液用) 

エアー供給: 0.5Mpa~ 0.7Mpa,600-800L/min 

電源供給: 三相AC200V,Max 36KW 

重量: 約 500KG 

装置寸法: 1380(L) ×2100mm(W) ×1400mm(H) 



スプレー式パレット洗浄

機SWF-TC2100 
  細部の紹介

  
 全ての液配管はステンレス製で 

耐食性に優れています。 

 洗浄液とリンス液の自動の給
液・排液機能があります。 

     洗浄液とリンス液のタンクは
完全に独立しています。 

 

 

 

 高品質大容量の電動ポンプに
より大流量、高圧力にて高い洗
浄力を実現できます。 

 

 耐久性のある電熱ヒーター、
大型ブロワファンにて乾燥
性能を確保してます。 

 

 三菱電機製PLC、タッチパネ
ル、インバーター 

 シュナイダー製ショート
サーキット、リレー 

 CKD製ソレノイドバルブ 

 オムロン製パワーサプライ 

 独立型配電盤により電気部品と 

  洗浄液や蒸気との接触がゼロに 

  なり安全性と耐用年数が高まり 

  ます。 
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スプレー式パレット洗浄
機SWF-TC2100 

洗浄効果の比較 

洗浄後 洗浄前 

パレットの 

洗浄比較 

ﾗｼﾞｴｰﾀｰの
洗浄比較 

洗浄前 洗浄後 
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スプレー式パレット洗浄
機SWF-TC2100 

About us 

製造元： SWF CO.,LTD 

Add：Plant No. 2, No. 199, Yanqiaobang Road, High-tech 

Zone, Kunshan City, Jiangsu Province 

Tel：+86-150-0055-9447 

E-mail：info@swfchem.com  

HP：www.swfchem.com 

販売会社：株式会社サワーコーポレーショ 

住所：〒570-0128大阪府枚方市津田山手2-17-1 

 Tel：072-859-7286                       

E-mail: info@sawa-corp.co.jp 

HP: http://www.sawa-corp.co.jp 
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