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粉体定量供給機・粉体流量計重機・連続噴射混合機 
計量／混合エンジニアリング 

接粉部材質 / Powder contacting material  

 S : SUS304, SCS13 / Stainless steel 

　　　　　G : SS, FC / Carbon steel 

 X : 特殊材 / Special material 

FMW  -  Q  -  F   300  -  S 

ミキサー型番 / Type of mixer    

下部胴内径(mm) / Inside dia. of under case (mm) 

ミキサー型式 / Model of mixer    

 　F：加湿タイプ / Ｍoistening type 

 　J：混練タイプ / Ｋneading type 

 　B：溶解タイプ / Ｄissolution type 

フンケンオートフィーダー型番 / Type of FUNKEN AUTO FEEDER 

フロージェットミキサーシステム / FLOW JET MIXER SYSTEM 

M   W  -  F  -  300  -  S
接粉部材質 / Powder contacting material 

ミキサー型番 / Type of mixer 

ミキサー型式 / Model of mixer 

型式 / Model        

　　Ｗ：粉 + 液、液 + 液用 / Wet 

　　Ｄ：粉 + 粉、粉 + 粒用 / Dry 

Ｍ：ミキサー / Ｍixer 

＊ 本表は概略数値を示すもので、処理物と仕様条件によって異なりますので、詳細はご相談下さい。 

＊ This table shows approximate figures, which are subject to change according to materials used and operating 
conditions. 
Please contact us directly for more detailed information. 

型番 

Type 能力/Capacity(kg/h) 

加湿/Moistening 混練/Kneading 溶解/Dissolution 

動力（ｋW） 
Motor 

100-350 

300-1,000 

500-2,500 

1,000-5,000 

2,000-10,000 

3,000-15,000 

4,500-22,000 

200 

300 

450 

600 

750 

900 

1050 

1.5-2.2 

2.2-3.7 

3.7-5.5 

5.5-11 

11-15 

15-22 

22-37 

能力/Capacity(kg/h) 動力（ｋW） 
Motor 

100-350 

300-1,000 

500-2,500 

1,000-5,000 

2,000-10,000 

3,000-15,000 

4,500-22,000 

2.2-3.7 

3.7-5.5 

5.5-11 

11-22 

22-55 

30-75 

45-110 

能力/Capacity(ℓ/h) 動力（ｋW） 
Motor 

100-700 

300-2,000 

1,000-5,000 

2,000-10,000 

4,000-20,000 

6,000-30,000 

9,000-44,000 

0.75-1.5 

1.5-3.7 

3.7-5.5 

5.5-7.5 

7.5-11 

11-15 

15-22 

＊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下さい。 

＊MW-Bタイプ以外の外形寸法はご照会下さい。また、型番200 / 1050型についてもご照会下さい。 

＊フロージェットミキサーシステムの寸法は仕様の組合せにより変わりますのでご相談下さい。 

＊Please contact us when planning is started. Dimensions might be changed. 

＊Please contact us for MW-F/J type dimensions or Type 200,1050. 

＊Please contact us for Flow Jet Mixer system dimensions. 
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410 
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300 
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25A 

40A 

65A 

80A 

100A 

705 

933 

1085 

1255 

1500 

411 

497 

541 
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733 
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738 

920 

1045 

1250 

型式

Type
A a1 a2 a3 B b1 b2 C c1 c2 c3 d1 d2 d3 H h1 h2

フロージェットミキサーシステム / FLOW JET MIXER SYSTEM 

フロージェットミキサー / FLOW JET MIXER 

能力 / CAPACITY 機械外形寸法図 / DIMENSIONS  

型式記号 / MODEL CODE 

/ Liguid inlet / Liguid inlet

/ Outlet / Outlet 

/ Loose flange
/ Loose flange

/ Loose flange / Loose flange

[MW-B Type]

. . 
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連続噴射混合機

特　長 

混合メカニズム

By combining several sets of Funken Auto Feeder (Continuous 
constant feeding equipment for powder/granule) to Flow Jet Mixer, 
continuous mixing process is achieved as Flow Jet Mixer system.
Since performance of Funken Auto Feeder (feeding accuracy) 
can be utilized by using this system, high level recipe 
management and continous production of high quality mixing 
products can be achieved.
We have many experience that process is changed to 
continuous production process from existing batch process.

FEATURES

MIXING MECHANISM

（1） Its accurate ratio and uniform mixing（moistening, kneading 
and dissolution） ensure minimum fluctuation in quality.

（2） Simple structure makes easy handling and minimum failure risk.
（3） Since material is discharged by the turn which entered 

previously, the gap does not occur like batch type mixer.
（4） The machine considers environment and people.
　　①Material is processed in the enclosed system, so powder 

dust and mixing noise are minimized.
　　②By making it the continuation manufacture process, it is 

possible of the miniaturization of a mechanical apparatus 
and motor power.

　　③Unmanned operation is possible.

フロージェットミキサーに複数台のフンケンオートフィー
ダー (粉粒体の連続定量供給機)と液体ポンプを組み合わせ
ることで、フロージェットミキサーシステムとして、連続混
合プロセスの構築が実現します。
本システムの採用により、フンケンオートフィーダーの性能
(供給精度)を活かした、高度なレシピ管理と高品質な混合物
の連続生産が可能となり、既存のバッチプロセスから新しい
連続製造プロセスに転換した数多くの実績を誇っています。

1. 加　湿 / MOISTENING

2. 混　練 / KNEADING

3. 溶　解 / DISSOLUTION

粉体粒子に均一な水分あるいは溶液添
加を行います。

Every particle of flowing powder is 
moistened uniformly with water or 
solution.

●Cont inuous moistening of ceramic 
products.

●Uniform dispersion of battery material.
●Continuous moistening of silicate powder.
●Continuous moistening in carbon black 
granulating process.

●Continuous moistening of dough for 
noodle products.

●Continuous moistening of dough for rice 
crackers.

●Continuous moistening for glanulation of 
soybean protein.

●Continuous moistening for synthetic diet.
●Continuous moistening of fly ash.

練りむら、練り過ぎのない連続混練を
行います。
●ポリエステル繊維、PET、フィルム
　製造工程のPTA・EG混練

Continuous kneading is achieved 
without uneven or excessive mixing.

●Kneading of PTA and EG in polyester 
fabr ic, PET and film manufactur ing 
processes.

●Production of slurry from battery material.
●Continuous kneading of silicate powder.
●Preparation and conditioning of mud 
used for underground diaphragm walls.

●Continuous kneading of flour used in 
separating starch and protein contents.

●Continuous kneading of dough for bread.
●Continuous production of batter liquid for 
making tempura.

●Cont inuous kneading of dough for 
springroll.

粉ダマの発生が少なく、連続分散し
ます。

●PVC重合用添加剤の液化投入

F l o w i n g  p ow d e r  i s  d i s s o l v e d  
cont inuously  wi thout  producing 
undissolved lumps of powder.

●Feeding of l iqu id addi t ive for PVC 
polymerization.

●Continuous dispersion in PTA manufac-
turing process.

●Continuous production of dyeing paste 
for textile printing.

●CMC continuous dissolution.
●Continuous dissolution of high-polymer 
coagulant.

●Production of slurry from fly ash.
●Continuous dissolution of cocoa or 
pectin.

●Continuous dissolution for producing tea.

（1） 比率、混合の精度が高く、品質のバラツキがありません。
（2） 構造が簡単で取扱い易く故障が少ない。 
（3） 先に入った原料を先に排出する為、バッチ式ミキサーの
　   ようなズレが生じない。
（4） 環境にも人にも優しい機械。 
　　①密閉構造の為、粉塵の発生がなく、騒音も抑えられます。
　　②連続プロセスにする事により機器の小型化が実現し、
　　　モーター動力も小さく抑えられます。
　　③無人運転が可能です。 

フロージェットミキサーシステム

連続噴射混合装置

フロージェットミキサーは、オートフィーダーのパイオニア
である㈱粉研パウテックスが、ユーザーのご要望にお応え
して完成した、粉体・粒体・液体の全てを連続流下中に均一
な加湿・混練・溶解を実現する装置です。

連続的に投入される粉体は、ミキサー内部の摩砕板(回転円
盤)上で液体と出会い、磨砕板の遠心力と内部アタッチメント
によるせん断力により、効率よく分散混合されます。
これによって、従来不可能とされてきた粉粒体の加湿・混練・
溶解を、連続流下中に瞬時に実現します。

Flow Jet Mixer is developed by Funken Powtechs, Inc. that is 
pioneer of Auto Feeder according to requirement of user.
Flow Jet Mixer can achive moistening, kneading, dissolution of 
all of powder/granule/liquid continous uniformly during 
continous falling.

Powder that is fed continuously comes together liquid on 
mixing disc (rotation disc) inside mixer. 
Centrifugal force of mixing disc and disc attachments make 
high efficiencey powder diffusion.
By this fuction, it achieves moistening, kneading, dissolution 
which are conventionally impossible during continuous falling.

FLOW JET MIXER SYSTEM

液量30％
Liquid

液量60～70％
Liquid
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均一に調味料を供給しています
Seasoning is fed uniformly.

フロージェットミキサーシステムの使用例

Example of Flow Jet Mixer System application

実施例

Examples

フロージェットミキサーは、食品・化学業界等で、
その特長と機能を活かし、品質や生産性の向上・自動
化など多様な目的で選ばれています。

Since its feature and performance, Flow Jet Mixer is 
adopted for various kinds of purposes like improvement of  
quality and productivity in field of Food/Chemical/Etc.

せんべいの製造工程せんべいの製造工程

製造工程参考例製造工程参考例

フロージェットミキサーシステム
Flow Jet Mixer System

①フロージェットミキサー / Flow Jet Mixer
②フンケンオートフィーダー / Funken Auto Feeder
③フンケンオートフィーダー / Funken Auto Feeder
④フンケンオートフィーダー / Funken Auto Feeder

①

②
③ ④

粉体（1）
Powder（1）

粉体（2）
Powder（2）

液　体
Liquid

添加物
Additive

B  Type

J  Type

F  Type

Reference of production process

ラボラトリーにてテスト機をご用意しています。確認テストご要望の方はお気軽にお申しつけ下さい。

●セラミック製品の連続加湿

●電池材料の均一分散

●シリカ系パウダーの連続加湿

●カーボンブラック造粒工程における
　連続加湿

●製麺用生地連続加湿

●米菓用生地連続加湿

●大豆蛋白造粒用連続加湿

●人工飼料の連続加湿

●フライアッシュ連続加湿

●春巻用生地連続混練

●てんぷら用バッター液の連続製造

●パン生地の連続混練

●澱粉/蛋白分離用小麦粉連続混練

●地下連続壁用作泥、調泥

●シリカ系パウダーの連続混練

●電池材料のスラリー化

●お茶製造用連続溶解

●ココア、ペクチンの連続溶解

●石炭灰のスラリー化

●高分子凝集材の連続溶解

●CMCの連続溶解

●捺染用元糊連続製造

●PTA製造工程の連続分散

The process chart of sen-bei（non-glutinous rice cracker）

連続でムラなく混合して
います
Suppl ies are mixed 
continuously without 
unevenness.

フロージェットミキサーシステム
Flow Jet Mixer System

フロージェットミキサー

FLOW JET MIXER
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can be utilized by using this system, high level recipe 
management and continous production of high quality mixing 
products can be achieved.
We have many experience that process is changed to 
continuous production process from existing batch process.

FEATURES

MIXING MECHANISM

（1） Its accurate ratio and uniform mixing（moistening, kneading 
and dissolution） ensure minimum fluctuation in quality.

（2） Simple structure makes easy handling and minimum failure risk.
（3） Since material is discharged by the turn which entered 

previously, the gap does not occur like batch type mixer.
（4） The machine considers environment and people.
　　①Material is processed in the enclosed system, so powder 

dust and mixing noise are minimized.
　　②By making it the continuation manufacture process, it is 

possible of the miniaturization of a mechanical apparatus 
and motor power.

　　③Unmanned operation is possible.

フロージェットミキサーに複数台のフンケンオートフィー
ダー (粉粒体の連続定量供給機)と液体ポンプを組み合わせ
ることで、フロージェットミキサーシステムとして、連続混
合プロセスの構築が実現します。
本システムの採用により、フンケンオートフィーダーの性能
(供給精度)を活かした、高度なレシピ管理と高品質な混合物
の連続生産が可能となり、既存のバッチプロセスから新しい
連続製造プロセスに転換した数多くの実績を誇っています。

1. 加　湿 / MOISTENING

2. 混　練 / KNEADING

3. 溶　解 / DISSOLUTION

粉体粒子に均一な水分あるいは溶液添
加を行います。

Every particle of flowing powder is 
moistened uniformly with water or 
solution.

●Cont inuous moistening of ceramic 
products.

●Uniform dispersion of battery material.
●Continuous moistening of silicate powder.
●Continuous moistening in carbon black 
granulating process.

●Continuous moistening of dough for 
noodle products.

●Continuous moistening of dough for rice 
crackers.

●Continuous moistening for glanulation of 
soybean protein.

●Continuous moistening for synthetic diet.
●Continuous moistening of fly ash.

練りむら、練り過ぎのない連続混練を
行います。
●ポリエステル繊維、PET、フィルム
　製造工程のPTA・EG混練

Continuous kneading is achieved 
without uneven or excessive mixing.

●Kneading of PTA and EG in polyester 
fabr ic, PET and film manufactur ing 
processes.

●Production of slurry from battery material.
●Continuous kneading of silicate powder.
●Preparation and conditioning of mud 
used for underground diaphragm walls.

●Continuous kneading of flour used in 
separating starch and protein contents.

●Continuous kneading of dough for bread.
●Continuous production of batter liquid for 
making tempura.

●Cont inuous kneading of dough for 
springroll.

粉ダマの発生が少なく、連続分散し
ます。

●PVC重合用添加剤の液化投入

F l o w i n g  p ow d e r  i s  d i s s o l v e d  
cont inuously  wi thout  producing 
undissolved lumps of powder.

●Feeding of l iqu id addi t ive for PVC 
polymerization.

●Continuous dispersion in PTA manufac-
turing process.

●Continuous production of dyeing paste 
for textile printing.

●CMC continuous dissolution.
●Continuous dissolution of high-polymer 
coagulant.

●Production of slurry from fly ash.
●Continuous dissolution of cocoa or 
pectin.

●Continuous dissolution for producing tea.

（1） 比率、混合の精度が高く、品質のバラツキがありません。
（2） 構造が簡単で取扱い易く故障が少ない。 
（3） 先に入った原料を先に排出する為、バッチ式ミキサーの
　   ようなズレが生じない。
（4） 環境にも人にも優しい機械。 
　　①密閉構造の為、粉塵の発生がなく、騒音も抑えられます。
　　②連続プロセスにする事により機器の小型化が実現し、
　　　モーター動力も小さく抑えられます。
　　③無人運転が可能です。 

フロージェットミキサーシステム

連続噴射混合装置

フロージェットミキサーは、オートフィーダーのパイオニア
である㈱粉研パウテックスが、ユーザーのご要望にお応え
して完成した、粉体・粒体・液体の全てを連続流下中に均一
な加湿・混練・溶解を実現する装置です。

連続的に投入される粉体は、ミキサー内部の摩砕板(回転円
盤)上で液体と出会い、磨砕板の遠心力と内部アタッチメント
によるせん断力により、効率よく分散混合されます。
これによって、従来不可能とされてきた粉粒体の加湿・混練・
溶解を、連続流下中に瞬時に実現します。

Flow Jet Mixer is developed by Funken Powtechs, Inc. that is 
pioneer of Auto Feeder according to requirement of user.
Flow Jet Mixer can achive moistening, kneading, dissolution of 
all of powder/granule/liquid continous uniformly during 
continous falling.

Powder that is fed continuously comes together liquid on 
mixing disc (rotation disc) inside mixer. 
Centrifugal force of mixing disc and disc attachments make 
high efficiencey powder diffusion.
By this fuction, it achieves moistening, kneading, dissolution 
which are conventionally impossible during continuous falling.

FLOW JET MIXER SYSTEM
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均一に調味料を供給しています
Seasoning is fed uniformly.

フロージェットミキサーシステムの使用例

Example of Flow Jet Mixer System application

実施例

Examples

フロージェットミキサーは、食品・化学業界等で、
その特長と機能を活かし、品質や生産性の向上・自動
化など多様な目的で選ばれています。

Since its feature and performance, Flow Jet Mixer is 
adopted for various kinds of purposes like improvement of  
quality and productivity in field of Food/Chemical/Etc.

せんべいの製造工程せんべいの製造工程

製造工程参考例製造工程参考例

フロージェットミキサーシステム
Flow Jet Mixer System

①フロージェットミキサー / Flow Jet Mixer
②フンケンオートフィーダー / Funken Auto Feeder
③フンケンオートフィーダー / Funken Auto Feeder
④フンケンオートフィーダー / Funken Auto Feeder

①

②
③ ④

粉体（1）
Powder（1）

粉体（2）
Powder（2）

液　体
Liquid

添加物
Additive

B  Type

J  Type

F  Type

Reference of production process

ラボラトリーにてテスト機をご用意しています。確認テストご要望の方はお気軽にお申しつけ下さい。

●セラミック製品の連続加湿

●電池材料の均一分散

●シリカ系パウダーの連続加湿

●カーボンブラック造粒工程における
　連続加湿

●製麺用生地連続加湿

●米菓用生地連続加湿

●大豆蛋白造粒用連続加湿

●人工飼料の連続加湿

●フライアッシュ連続加湿

●春巻用生地連続混練

●てんぷら用バッター液の連続製造

●パン生地の連続混練

●澱粉/蛋白分離用小麦粉連続混練

●地下連続壁用作泥、調泥

●シリカ系パウダーの連続混練

●電池材料のスラリー化

●お茶製造用連続溶解

●ココア、ペクチンの連続溶解

●石炭灰のスラリー化

●高分子凝集材の連続溶解

●CMCの連続溶解

●捺染用元糊連続製造

●PTA製造工程の連続分散

The process chart of sen-bei（non-glutinous rice cracker）

連続でムラなく混合して
います
Suppl ies are mixed 
continuously without 
unevenness.

フロージェットミキサーシステム
Flow Jet Mixer System

フロージェットミキサー

FLOW JET MIXER
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粉体定量供給機・粉体流量計重機・連続噴射混合機 
計量／混合エンジニアリング 

接粉部材質 / Powder contacting material  

 S : SUS304, SCS13 / Stainless steel 

　　　　　G : SS, FC / Carbon steel 

 X : 特殊材 / Special material 

FMW  -  Q  -  F   300  -  S 

ミキサー型番 / Type of mixer    

下部胴内径(mm) / Inside dia. of under case (mm) 

ミキサー型式 / Model of mixer    

 　F：加湿タイプ / Ｍoistening type 

 　J：混練タイプ / Ｋneading type 

 　B：溶解タイプ / Ｄissolution type 

フンケンオートフィーダー型番 / Type of FUNKEN AUTO FEEDER 

フロージェットミキサーシステム / FLOW JET MIXER SYSTEM 

M   W  -  F  -  300  -  S
接粉部材質 / Powder contacting material 

ミキサー型番 / Type of mixer 

ミキサー型式 / Model of mixer 

型式 / Model        

　　Ｗ：粉 + 液、液 + 液用 / Wet 

　　Ｄ：粉 + 粉、粉 + 粒用 / Dry 

Ｍ：ミキサー / Ｍixer 

＊ 本表は概略数値を示すもので、処理物と仕様条件によって異なりますので、詳細はご相談下さい。 

＊ This table shows approximate figures, which are subject to change according to materials used and operating 
conditions. 
Please contact us directly for more detailed information. 

型番 

Type 能力/Capacity(kg/h) 

加湿/Moistening 混練/Kneading 溶解/Dissolution 

動力（ｋW） 
Motor 

100-350 

300-1,000 

500-2,500 

1,000-5,000 

2,000-10,000 

3,000-15,000 

4,500-22,000 

200 

300 

450 

600 

750 

900 

1050 

1.5-2.2 

2.2-3.7 

3.7-5.5 

5.5-11 

11-15 

15-22 

22-37 

能力/Capacity(kg/h) 動力（ｋW） 
Motor 

100-350 

300-1,000 

500-2,500 

1,000-5,000 

2,000-10,000 

3,000-15,000 

4,500-22,000 

2.2-3.7 

3.7-5.5 

5.5-11 

11-22 

22-55 

30-75 

45-110 

能力/Capacity(ℓ/h) 動力（ｋW） 
Motor 

100-700 

300-2,000 

1,000-5,000 

2,000-10,000 

4,000-20,000 

6,000-30,000 

9,000-44,000 

0.75-1.5 

1.5-3.7 

3.7-5.5 

5.5-7.5 

7.5-11 

11-15 

15-22 

＊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下さい。 

＊MW-Bタイプ以外の外形寸法はご照会下さい。また、型番200 / 1050型についてもご照会下さい。 

＊フロージェットミキサーシステムの寸法は仕様の組合せにより変わりますのでご相談下さい。 

＊Please contact us when planning is started. Dimensions might be changed. 

＊Please contact us for MW-F/J type dimensions or Type 200,1050. 

＊Please contact us for Flow Jet Mixer system dimensions. 
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型式

Type
A a1 a2 a3 B b1 b2 C c1 c2 c3 d1 d2 d3 H h1 h2

フロージェットミキサーシステム / FLOW JET MIXER SYSTEM 

フロージェットミキサー / FLOW JET MIXER 

能力 / CAPACITY 機械外形寸法図 / DIMENSIONS  

型式記号 / MODEL CODE 

/ Liguid inlet / Liguid inlet

/ Outlet / Outlet 

/ Loose flange
/ Loose flange

/ Loose flange / Loose flange

[MW-B Type]

. . 
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