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トでの供給を可能とし、お客さまからの細か
いニーズに対応している。

電線の塗装乾燥工程に
「循環加温ヒートポンプ」を導入
大幅な省エネ・省コストを実現

討が始まった。

ンプ機器導入による本格的な設備更新の検

出荷されており、生産過程ではヒエン電工

独自の加硫・生産方式により、多品種小ロッ

ヒエン電工株式会社
長田野工場さま

改修後は、ヒートポンプにて加熱した85℃

生産工程への影響が出ないよう
ハイブリッド方式を採用

あじろ鎧装および水性塗装・乾燥等を経て
船舶用電線／産業機材／機能性フィルム製造

エネ・省コスト・省CO2を目指して、ヒートポ
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循環ポンプ

FAX.03−5642−1734

新設の熱交換器と改修したダクトヒーター他
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