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各種金属部品の熱処理、ろう付け、焼結等の
真空熱処理に幅広く利用できます。
ホットローラ搬送方式を採用し、ユニット化した
各室を組み合わせることで、プロセスにあった
多室炉の構成を可能としました。

ホットローラ式真空熱処理炉 FHHn シリーズ

	ホットローラ搬送方式の採用により、3室以上の多室炉が可能
	準備室（真空／大気置換）、予熱室（常用500℃）、加熱室（常用
1150℃）、冷却室のユニットを、プロセスにあわせて組み合わせ、
最適な装置を構成可能
	各室をダブルゲートバルブで仕切ることで、真空／雰囲気を完全
分離することが可能
	生産の計画量にあわせて、ユニットの追加が可能
	製品セットから、加熱1→冷却1→加熱2→冷却2→取り出しを
インラインで処理することが可能
	加熱室ヒータ6分割（高均熱仕様オプション）により、製品温度
1150℃±3℃の高均熱特性が可能

特 長

	真空熱処理：	 	
各種金属の熱処理、ろう付け
	焼結処理：	 	
マグネット

用 途

FHH6-6150

Hot roller type vacuum heat treatment furnace FHHn series

FHHn series are used for various purposes, 
such as tempering, sintering and brazing of 
various types of metal.

	Vacuum heat treatment :  
Heat treatment of various metals, brazing

 Sintering : 
Magnet

 Chamber configuration can be multiplied by combining each 
unitized chambers and adopting hot roller carry system

 Configurable combination of preparation chamber (vacuum/
atmosphere), preheating chamber (operation 500°C), heating 
chamber (operation 1150°C) and cooling chamber depending 
on process and throughput

 Each chamber is completely isolated by adopting double 
gate valve so that  vacuum /  atmosphere is  completely 
isolated

 Units can be added depending on process and throughput

 Inline process is possible as below  
“ Loading → Heating1 → Cooling1 → Heating2 → Cooling2 → 
Unloading”

 Temperature uniformity can be 1150°C ±3°C by adopting six 
sectional temperature control system heater (option)
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仕 様 一 覧 / Speci f icat ions

装 置 構 成 の 組 合 せ 事 例 / Combination case with device configuration ヒ ー ト パ タ ー ン 事 例 / Heat- t reatment  case

Hot roller type vacuum heat treatment furnace FHHn series

単位：mm / unit:mm

 諸元　System   /   型式　Type 6090 6150 備考 Remarks

性能
Performance

大きさ
Size

均熱寸法
Uniform hot zone （mm）

幅 ／ Width 600 600
トレイ重量含む

including tray's weight
長さ ／ Length 900 1500
高さ ／ Height 600 600

最大処理量 ／ Loading capacity （kg） 500 1000

温度 
Temperature

最高温度 ／ Max. temperature
予熱室 ／ Preheating 600℃
加熱室 ／ Heating 1200℃

常用温度 ／ Operation temperature
予熱室 ／ Preheating 500℃
加熱室 ／ Heating 1100℃

均熱性 ／ Temperature uniformity
予熱室 ／ Preheating 500±5℃ 空炉５点測定 ／ Five points measurement at no load

（特）高均熱仕様 ／ High temperature type is optional加熱室 ／ Heating 1100±5℃
加熱（特）室 ／ Heating（special） 1100±3℃

冷却
Cooling

ガス冷却 
Gas cooling

標準 ／ Standard 80kPa Ar，N2ガス選択可能
selectable Ar, N2加圧type ／ Pressurized 190kPa

真空
Vacuum

到達圧力 
Ultimate vacuum

標準 ／ Standard 10-1Pa台 ／ 10-1Pa order 空炉脱ガス後の値
At degassed and empty conditions高真空type ／ High vacuum type 10-3Pa台 ／ 10-3Pa order

常用圧力 
Operating pressure

標準（1） ／ Standard（1） 1Pa ～ 10Pa （1）低真空中／（1）At low vacuum mode
（2）キャリアガス中／（2）At carrier gas mode標準（2） ／ Standard（2） 10Pa ～ 100Pa

高真空type ／ High vacuum type 10-2Pa ～ 10-1Pa

排気時間
Pump-down time （min）

準備室 ／ Preparation 10min以内 ／ 10min or less 空炉にて大気圧 ～ 10Pa以下まで
from atmosphere to 10Pa or less at no load予熱室 ／ Preheating 10min以内 ／ 10min or less

冷却室 ／ Cooling 10min以内 ／ 10min or less

リーク量 
Leak rate  （Pa･m3/S）

準備室 ／ Preparation 4×10-4以下 ／ 4×10-4 or less
圧力上昇法

by pressure rise method
予熱室 ／ Preheating 4×10-4以下 ／ 4×10-4 or less
加熱室 ／ Heating 2×10-4以下 ／ 2×10-4 or less
冷却室 ／ Cooling 4×10-4以下 ／ 4×10-4 or less

使用諸元（例）
Utility

3室タイプ
3 chambers
type

予熱×1
加熱×1
冷却×1

Preheating×1
Heating×1
Cooling×1

電力量 ／ Power requirement （kVA） 300 480 設備電力量 ／ Primary power requirement
冷却水量 ／ Cooling water requirement （m3/hr） 15 18 水温：20 ～ 30℃ ／ Temperature ： 20 ～ 30℃
圧縮空気量 ／ Compressed air requirement （Nm3/min） 1100 1100 必要流量
キャリアガス量 ／ Carrier gas requirement （L/min） 80 200 流量計のMAX値 ／ Limit of flowmeter
冷却ガス量（m3/回） ／ Cooling gas requirement （m3/times） 9.0 12.0 190kPa加圧冷却時 ／At the condition of pressurized cooling（190kPa）

設置面積
Floor space requirement （m）

幅 ／ Width 10.0 12.0
長さ ／ Length 10.0 13.0
高さ ／ Height 5.8 5.8

5室タイプ
5 chambers
type

予熱×2
加熱×2
冷却×1

Preheating×2
Heating×2
Cooling×1

電力量 ／ Power requirement  （kVA） 425 750 設備電力量 ／ Primary power requirement
冷却水量 ／ Cooling water requirement  （m3/hr） 25 30 水温：20 ～ 30℃ ／ Temperature ： 20 ～ 30℃
圧縮空気量 ／ Compressed air requirement  （Nm3/min） 1100 1100 必要流量
キャリアガス量 ／ Carrier gas requirement  （L/min） 160 300 流量計のMAX値 ／ Limit of flowmeter
冷却ガス量（m3/回） ／ Cooling gas requirement （m3/times） 9.0 11.7 190kPa加圧冷却時 ／At the condition of pressurized cooling（190kPa）
設置面積
Floor space requirement （m）

幅 ／ Width 10.0 12.0
長さ ／ Length 12.5 17.5
高さ ／ Height 5.8 5.8
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加熱電源盤
Heater  power supply

操作盤
Operation Unit

加熱電源盤
Heater power supply

排気セット／Vacuum pump unit

外 形 寸 法 図 / Dimensions
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