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F I W-M-GP AL- DC-
フィーダー型式
FUNKEN AUTO FEEDER model

計量方式
Measuring method

制御方式
Control method

型番（能力による分類） / Type（Feed rate)
W：ワップ / wap

フンケンオートフィーダー / FUNKEN AUTO FEEDER
型式 / Model　 I :インペラータイプ / Impeller type

P：気密、耐圧型（普通型は無記号） / Air tight, pressure proof  type
　　　　　　　　　　　　　　　　(No mark for standard type)

接粉部材質 / Powder contacting material
 S : SUS304, SCS13 / Stainless steel
 G : SS, FC / Carbon steel
 X : 特殊材 / Special material

型式記号 ／ 能　力 ／

機械外形寸法図 ／

外形寸法 ／

型番
Type

M

U

A

能力（m3/h）
FEED RATE

4～  60

7～100

13～200

動力（kW）
Motor

0.75～1.5

1.5～2.2

2.2～3.7

型番 /Type
M
U
A

d3
150A
200A
250A

d2
350A
400A
450A

d1
500A
550A
600A

N
1200
1300
1550

L
1400
1500
1750

K
450
475
560

H1
2100
2700
2900

H
3400
4000
4200

F
1590
1840
2000

E
1700
1952
2120

C
4000
4700
4550

A
1400
1650
1900

＊見掛け比重その他の条件によって異なりますので
　選定にあたってはご相談ください。
＊Please contact us before selecting type.

＊断りなく寸法変更する事がありますので、設計の際にはご照会ください。＊Please contact us when planning is started, because dimension might be changed.
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特許取得/ PAT

減量平衡型廃プラスチック定重量供給装置
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Phone: 81-3-3494-4511,  FAX: 81-3-3494-4517

MEASURING & MIXING ENGINEERING



上限信号（受入機停止信号）後
計量機に入る粉体量
Powder quantity which enters to measuring 
feeder after upper limit signal (stop signal 
of refilling device)

If this weight is less  
than ΔW3 weight, 
refilling is started 
quickly after detecting 
ΔW3.

Loss quantity at ΔW detection

Lower limit quantity

Delay time of starting measuring (Standard: 18 seconds)

Overcharged weight discharging

Upper limit ΔW detection quantity

Lower limit 

Refilling Measuring

上限

下限

受入 計量

オーバーチャージ払出し

計量スタート遅延時間（標準 18秒）

ΔW 検出で減量する量

粉体レベルとΔW検出
Powder level and ΔW detection

ΔW 検出量

ΔW1

ΔW2

ΔW3

この重量がΔW3の
重量以下だとΔW3
検出後直ぐ受入

下限量

コントローラ
Controller
（PLC）

グラフィック
パネル（GP）

Graphic Panel

ロードセル
Load Cell

インバータモーター
Inverter Motor

External I/O 
Signal
 (4～20mmA)

④受入フィーダー／Refilling Feeder

②

③制御盤
　Control Panel

設定
Feed Rate 
Setting
表示
Display

外部入出力信号
 (4～20mmA）

デジタルアンプ
Digital Amplifier

インバータ
Inverter

①
ワップフィーダー
Measuring Feeder

　本装置は、フンケンオートフィーダーで培って
きた定量供給の技術を応用して開発された、
廃プラスチック専用の重量式連続供給装置です。
　フィーダーの心臓部に特殊インペラー機構を
採用することで、供給物に働く無理な力を緩和し、
絡み付き/圧密/ブリッジ等の大幅なリスクの軽減
を実現し、硬質プラスチックは勿論のこと、不定形
の軟質プラスチックの安定供給を可能にしました。
　又、重量検出部には高精度のロードセルを搭載
し、信頼性の高いPLCを組み合わせる事で、より
高精度のロスインウェイト制御を実現しました。

This equipment is gravimetric continuous feeder 
for waste plastics with long experience and 
achievement of FUNKEN AUTO FEEDER technology.

Special impeller mechanism achieves high level 
risk reduction on tangling / agglomeration / bridge 
formation of waste plastics. Not only hard waste 
plastic stable continuous feed, but unequal size 
and shape soft waste plastic continuous stable feed 
is realized.

 High accuracy loss-in-weight gravimetric control 
is achieved with high accuracy load cell and high 
reliable PLC.

フンケンワップフィーダー

1. 硬質プラスチックはもちろん、□35mm程度の
不定形軟質プラスチック（フィルム状、繊維状等）
の供給が可能です。

2. 能力の可変範囲が広く取れます。
3. 応答性が良く設定変更にも速やかに追従します。
4. 供給している廃プラスチックの見掛比重を連続で

表示します。
5. 密閉構造の為、粉塵の飛散がありません。
6. 構成している部品点数が少なく、メンテナンスが

容易です。

ワップフィーダーは下記4点で構成されています。
① 計量フィーダー ：ワップフィーダー
② 重量検出機構 ：ロードセル＋デジタルアンプ
③ 制御盤 ：PLC+GP
④ 受入フィーダー ：
    ワップフィーダーの上下限信号によりON、OFF
　 ＊最大供給量の約3倍の供給量が必要です。

THE FUNKEN WAP FEEDER system consists of:
① Measuring Feeder :  WAP FEEDER
② Weight Measuring Mechanism :  
 Load Cell + Digital Amplifier
③ Control Panel :  PLC+GP
④ Refilling Feeder :
 ON-OFF from Measuring Feeder Signal
　*Refilling Feeder Reguires 3 times capacity of maximum 
　   feed rate of the Measuring Feeder.

特　長

構　成

仕　様

1.  重量検出機構
 ロードセル：容量 1OOOkg×3個
 アンプ　  ：デジタルアンプ
2. 制御盤
 設　定：
  グラフィックパネルテンキーによるデジタル設定
 流量／積算／見掛比重：
  グラフィックパネル上にデジタル表示
 警　報：上上限／下下限／比重偏差／流量偏差
 外部入出力：
  設定／流量／見掛比重（4～20mA）、
  積算（ドライ接点）
 ＊オプションにて通信も可能

3. 供給精度：バラツキ精度 ： 1～10% 
 　　　　設定精度　　：±1～5%   FR
 　　　　積算精度　　：±1～2%   FR
 ＊FRとは各設定値に対しての精度（粉体の種類・性状による）

供給サンプル
SAMPLE

制御盤 / CONTROL PANEL

5
(cm)

1 It is possible to feed even □35mm degree infinite 
form soft plastic (film,fiber,etc) as well as hard plastic.

2 Variation range of capacity is wide.
3 Since response is good, it follows as soon as the 

setting is changed.
4 It is possible to indicate bulk density of waste plastic 

continuously during the feeding.
5 A leak-proof structure prevents powder dust from 

scattering.
6 Since the structure is made up of little kinds of 

parts, maintenance is easy.

1 Weight detection mechanism
  Load cell :  Capacity 1000kg×3pcs
  Amplifier :  Digital Amplifier
2 Control panel
  Feed rate setting :
   Ten key Graphic Panel for digital setting
  Flow rate/Integration/Bull Density:
     Display on the graphic panel
  Alarms :
   Excessive high level/Excessive low level/  
   Gravity deviation/Flow rate deviation
  External Input/Output signal
   Feed rate/Flow rate/Bulk Density (4~ 20mA),
   Integration (No voltage contact)
   *Network is also possible as option
3 Feeding accuracy : Fluctuation　　　　 : 1~10% 
　　　　　　　　　 Setting accuracy　    : ±1~5%  FR
　　　　　　　　　 Integrating accuracy : ±1~2%   FR
  Accuracy is depends on kind, characteristics,
  setting range of powder
  *FR means accuracy for various setting range.
  (It depends on supply material and material characteristics.)
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