





桐原　幸美
タイプライタ
　　　全ての豚舎に最適な環境作り出す　　　　　　　　　　　　　　空調制御コンピュータ





























































桐原　幸美
タイプライタ
理想的な豚舎環境　　包括的な入気/排気システム　　　　　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
入　　　気

桐原　幸美
タイプライタ
安定した陰圧換気を行うために、換気システムの正しい選定はとても重要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これを成功させるために以下の様々な設備を準備しました。

桐原　幸美
タイプライタ
拡散入気システム：1.天井からのディフエアースプレークーリング　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
豚房から2.4～3ｍ上方に設置されるディフエアースプレークーリングはグラスファイバーが挟まれたFRP製プレートからの天井冷却装置です。この他、不燃性のアルミニウム製もあります。これは新鮮な空気を拡散できる入気システムの上に経済的な天井断熱材として用いられます。建物の天井を通してむらなく入気でき、平等に規定範囲内の最大風速で各豚房に分配できます。

桐原　幸美
タイプライタ
拡散入気システム：2.スプレークーリングチャンネル/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スプレークーリングシーリング

桐原　幸美
タイプライタ
モジュラーデザインにより天井下に組み込まれるスプレークーリングチャンネルは最近の建物に適しています。これらは断熱ポリウレタンプレート製で5種類の違った幅で利用できます。特有の穴の形状を持つスプレークーリングプレートで新鮮な空気が確実に動物の元へ届きます。さらに、夏季の最大換気量にも適応できます。PUプレートは全て穴開け加工された物と部分的に加工された物があり、それぞれに応じて使用されます。

桐原　幸美
タイプライタ
壁入気インレット　CL1200　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
この入気インレットは新設建物の壁に取付ることができます。（既設の場合はフランジ付が使用できます。）インレットフラップは防錆スプリングによってクローズのポジションを保ち気密性をより確かなものにします。また、専用の制御装置によってインレットは一斉にまたは個々に開閉されることができます。

桐原　幸美
タイプライタ
ヒーティング　　　

桐原　幸美
タイプライタ
建物の最適な温度管理は動物の健康管理とメタボリック防止の必須　事項です。ビッグダッチマンは以下の暖房設備を提案します。

桐原　幸美
タイプライタ
この温水ヒーティングシステムは特に拡散入気システムとの兼用に適しています。（ディフエアー/スプレークーリングチャンネル/通路換気）よい熱電動率かつ軽量なアルミニウム製デルタパイプとツインパイプは180－200W/ｍ。非常に高い出力のリベットヒーターは600W/m以上。両システムはともに簡単に設置できます。

桐原　幸美
タイプライタ
1.デルタパイプ/ツインパイプ/リベッドヒーター

桐原　幸美
タイプライタ
2.ジェットマスター　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
ヒーターは天然ガスとプロパンガスで使用できます。　　　　　　　　　　　　煙突を繋ぐ必要ありません。熱は動物に100％行き渡ります。



















 




 






 




 




 





































桐原　幸美
タイプライタ
　　クライメートコンピュータ　MC135/MC235　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
信頼できる換気システムは母豚の回転率、子豚・肥育の発育において成功するために必要な設備です。入気インレット、排気エレメント、制御コンピュータは有能な　　空調コントロールの重要なアイテムです。ビッグダッチマンは正確で安全かつ使いやすいＭＣ135/ＭＣ235を新しいスタンダードモデルとして提案します。これらは1豚房または2豚房を1台で利用でき全体の空調設備をコントロールできます。温度、湿度のコントロールに加えて、湿度を伴う冷却設備のコントロールもプログラムに含まれています。最も重要な特徴は

桐原　幸美
タイプライタ
MC135/MC235　空調コントローラー建物内の温度は簡単かつ正確に必要とされる温度レベルに調節できます。

桐原　幸美
タイプライタ
ＭＣ135/ＭＣ235はシンプルな新しいソフトウェアとユーザー設定を可能にしたコンパクトフラッシュカードが装備されています。これで設定されたデータをコピーして保存することも可能です。

桐原　幸美
タイプライタ
ＭＣ135/ＭＣ235は大きなディスプレイに関連した表を　　表示させることができます。メニューからデーリー昨日にすぐにアクセスでき情報を更新することができます。

桐原　幸美
タイプライタ
ＭＣ135/ＭＣ235はユーザー単位での管理もできます。パスワードが設定でき、認可されていない者はコンピュータ設定を変更することができません。

桐原　幸美
タイプライタ
ハードウェアはモジュラーシステムのため、追加された部屋があっても簡単に追加することができます。

桐原　幸美
タイプライタ
緊急時コントローラーＭＣ278Ｔ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
換気システムにおいて緊急時の備えは完備されなければなりません。緊急時オープニングコントローラーＭＣ278Ｔの設置を推奨します。温度制御をしているＭＣ278Ｔは何等かの原因で電気的エラーで電源供給が落ちてしまった場合、動物の生存を確保します。システムは24Ｖのバッテリーとチャージャー、専属の温度センサーを備えています。

桐原　幸美
タイプライタ
システムが作動する温度は手動で調節できます。非常事態では、入気量と排気量が温度に従って一度にでなく、徐々に完全に開かれます。緊急オープニング機能事態はＭＣ135/ＭＣ235に組み込まれています。クライメートコンピュータはＭＣ278Ｔを調査しただちにアラームを発します。例えば、緊急時に作動する温度設定があまりに高すぎる場合などです。




















































桐原　幸美
タイプライタ
　　各部屋における他に類のない換気システム　　　　　　　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
排　　　気

桐原　幸美
タイプライタ
ファンを備えた排気エレメントは安定した陰圧換気を確実するために重要事項です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これにぴったりな以下の商品を取りそろえています。

桐原　幸美
タイプライタ
ファンが組み込まれたＰＵ排気チムニー　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
これらのチムニーは30mmまたは50mmのポリウレタンチューブです。　　　　　外側と内側はFRP材質のためファンは内部に簡単にはめ込むことができます。入気用ノズルと排気ディフューザーは効率よく入気・排気を促すことができます。チムニーは直径370ｍｍから920ｍｍまでの間で換気量に沿ってそれぞれのサイズから選択できます。

桐原　幸美
タイプライタ
CL600排気チムニー　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
CL600排気チムニーは空気力学的な形状で高い排気効率が望めます。ポリプロピレン製で汚れにくい仕上げになっています。ルーフプレートは追加の取付部材は不要です。このプレートは屋根勾配、　　　屋根の形状、屋根からの高さによって選択できます。ファンは簡単に組み立てでき異なる状況でも利用できます。排気地無には直径650mmタイプのみ利用できます。

桐原　幸美
タイプライタ
アクシャルファン　　　

桐原　幸美
タイプライタ
これらのファンは適切に壁や天井に組み込むことができます。　フレームは空気力学的な形状で高品質なスチール製です。羽根はアルミニウム製で耐久性があります。アクシャルファンは省電力で高いキャパシティーを備えています。調節も簡単で騒音も少なく直径350ｍｍから910ｍｍから利用できます。

桐原　幸美
タイプライタ
コンビクール：湿度を伴う冷却装置　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
コンビクールシステムは高圧ポンプで霧状に水を噴霧することで湿度を伴った冷却効果をもたらすシステムです。　夏の暑い日効率的な冷却設備で快適な温度で室内を管理する事ができます。コンビクールは室内の湿度補給にも使うことができます。空気中に漂うほこりを減らし、より快適な空間をもたらします。建物を洗浄する前に汚れを浮かせるためにも使用できます。特殊なステンレスノズルは非常に細かい霧を噴霧し各豚房に均一に分配できます。このシステムはMC135/MC235空調コントローラーで制御できます。







 
 
 







 










 
 
  



 
 


 
 
 



 


 








 
 
 

桐原　幸美
タイプライタ
陰圧換気　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
高い温度と最少換気量が必要とされる　　　　　　　　　　　　　　仔豚舎の理想的な換気システム

桐原　幸美
タイプライタ
入気（天井からのディフエアースプレークーリング）排気チムニー（PUパイプ）ヒーティング（デルタパイプ）

桐原　幸美
タイプライタ
高い換気量が必要とされる肥育舎における理想的な換気システム（豚房仕切りのない部屋）　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
入気（CL1200　壁インレット）排気チムニー（CL600）　　　　　　　　　　　　　ヒーティング（ジェットマスター）

桐原　幸美
タイプライタ
インフォマチック　-　グラフィックディスプレー用プログラム　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
コンピュータ管理プログラムインフォマチックは全ての豚舎の空調をグラフ化して表示します。

桐原　幸美
タイプライタ
内部温度・外部温度　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
室内の湿度　　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
入気と排気のフラップ位置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
インフォマチックはウィンドウズで操作でき、接続した豚舎内の空調状況を確認することができます。イメージはマウスをクリックするだけで開くことができます。ありうる間違いはいち早く分析され、それぞれ調節することができます。

桐原　幸美
タイプライタ
インフォマチックのアプリケーション　　

桐原　幸美
タイプライタ
コンピュータは豚舎内に設置されます。インフォマチックはコンピュータとMC135/MC235と接続します。

桐原　幸美
タイプライタ
コンピュータは管理室に設置されます。インフォマチックはモデムを介してコンピュータとMC135/MC235を接続します。

桐原　幸美
タイプライタ
アドバンテージ

桐原　幸美
タイプライタ
全操作と動作は保存されます　　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
全てのテキスト、色、グラフ設定は無制限で変更できます。

桐原　幸美
タイプライタ
建物数は無制限で変更できます。

桐原　幸美
タイプライタ
シンプルでサービスフレンドリーなデータネットワーク

桐原　幸美
タイプライタ
コンピュータと豚舎コンピュータ間の迅速なデータ交換



 



 

 

 

  



 

 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 











    

 
  

 
  

  
     

 

 


 
 


 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

   







桐原　幸美
タイプライタ
　/　

桐原　幸美
タイプライタ
　　異なるステージでの活用　　　　　　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
入気　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
排気　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
集中排気システム　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
緊急開閉　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
ヒーティング

桐原　幸美
タイプライタ
クーリング　　　　　　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
センサー

桐原　幸美
タイプライタ
タイマー

桐原　幸美
タイプライタ
水量メーター

桐原　幸美
タイプライタ
インフォマチック

桐原　幸美
タイプライタ
フレッシュエアーインレットAフレッシュエアーインレットB

桐原　幸美
タイプライタ
排気フラップA排気フラップBスピードコントロール排気Aスピードコントロール排気B

桐原　幸美
タイプライタ
集中排気コントロール　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
緊急開閉　温度コントロール　　　　　　　　　緊急開閉　入気

桐原　幸美
タイプライタ
ルームヒーティングゾーンヒーティング

桐原　幸美
タイプライタ
温度センサー　/　部屋温度センサー　/　ゾーン湿度センサー　/　部屋　　　　圧力センサー最小換気CO2センサー　　　　　　　　その他のセンサー

桐原　幸美
タイプライタ
パルスカウンター

桐原　幸美
タイプライタ
マルチステップグループ数

桐原　幸美
タイプライタ
*ベーシックタイプ、MC235-S：1豚房あたり5リレー。全機能が同時に利用できるわけではありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
追加ステージに基づいたMC135/MC235の重要な機能　　　　　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
”Real air”コントロール→排気量の表示　（ｍ3/ｈ）　　

桐原　幸美
タイプライタ
複数の熱源のコントロール　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
湿度・温度のコントロール　　　　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
湿度コントロール　ヒーター使用・使用無

桐原　幸美
タイプライタ
必要最小限の電力量でのマルチステップを介した　　　　排気量コントロール

桐原　幸美
タイプライタ
床下の吸引量と床暖のコントロール　　　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
延長したカーブコントロール（温度・ヒーティング・湿度・床暖・最大/最小換気量）　　　

桐原　幸美
タイプライタ
最小換気時サイクルコントロール換気　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
2台のモーターを別々にコントロール　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
エクストラ換気　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
最小のコントロール

桐原　幸美
タイプライタ
トレンドカーブ　

桐原　幸美
タイプライタ
休止機能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
空き部屋の凍結管理　　　　　　　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
インフォマチックプログラムの統合　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
アラーム履歴、処理過程等の操作履歴　　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
アクセスコード　　　　　　　　　

桐原　幸美
タイプライタ
フジ化成株式会社本社：熊本市改寄町1004-5096（245）3711　/　096（245）3770南九州支店：宮崎県北諸県郡三股町蓼池3700-1　　0986（52）6404　/　0986（52）6405岡山支店：岡山市北区富町2丁目5-31086（255）6201　/　086（255）6202関東支店：埼玉県川口市差間1丁目7-14048（290）5162　/　048（290）5164東北支店：青森県八戸市下長4丁目2-50178（20）8713　/　0178（20）8714


