
東レ Hi-Mixer™は機械的に動く部分を全くもたないモーションレスミキサーです。
流体が本器の通路を通過するだけで、従来の撹拌機では困難であった微分散を可能にします。
また、本器はプロセス配管の途中に取付けるだけで騒音や振動などの障害をもたらすことなく混合・分散・溶解・乳化などを連続的に行わせることができます。
東レ Hi-Mixer™は幅広い業種のお客様にご使用されており、コンパクトで混合性能が優れているとのご評価をいただいております。

Toray Hi-Mixer™ is a motionless mixer that has no mechanical moving parts.The product is capable of micro-dispersing fluids just by moving through the pathway inside, which 
conventional mixers could not.By simply being installed in the middle of process piping, the product can continuously mix, disperse, dissolve, or emulsify fluids, without 
causing noise, vibration, or other negative e�ects.Toray Hi-Mixer™ has been used in a wide range of industrial applications in large volumes, and is praised by customers for its 
compact size and excellent mixing performance.

❶ 流体以外に動く部分がないので、故障は殆どありません。

❷ 低粘度から高粘度までの広範囲にわたる流体を
　 圴一混合します。

❸ 省エネルギーに効果を発揮します。

❹ 粉粒体の混合も可能です。

❺ 従来の撹拌翼による混合にくらべて、
　 混合速度が速く、均一で細かな混合ができます。

❻ 流体が異常滞留する部分や、
　 ショートパスする部分がありません。

❼ 洗浄が容易なようにエレメントを
　 分解型構造にすることも可能です。

❽ 加圧系、加熱系のプロセスにも取付可能です。
※用途に合わせたシステム構築についてはご相談ください。
　ご参考資料をお届けいたします。

❶ It hardly ever breaks down as it has no moving parts 
except the fluid that runs through it.

❷ It is capable of evenly mixing a wide range of fluids 
with varying viscosity.

❸ It is e�ective for saving energy.

❹ It is also capable of mixing particulates.

❺ It is capable of achieving more even and finer mixture 
results at a faster speed compared to conventional 
mixer blades.

❻ Inside the product, there is no area where the fluid 
becomes abnormally stagnant or a short pass occurs.

❼ Element-detachable type is also available for easy 
washing.

❽ It can be installed in high-pressure and high-heat 
processes.

※Please request a consultation to set up a system that is optimal for
your particular application.
We will send you product information.

Formula for calculating the number of layers into which the fluids get broken up
N=No × 4n (or N=No × 2n in the case of particulates)
“N” is the number of layers into which the fluids get broken up,
“n” is the number of elements, and
“No” is the number of incoming fluid layers.

If fluids pass through Toray Hi-Mixer at a turbulent velocity, vortexes occur between them, 
which helps achieve a mixing performance far beyond the number of layers that the fluids 
get broken up into as calculated. 

流体が乱流速度で東レハイミキサーを通過する場合においては、その流体相互間に渦流
が生じることにより、計算上の分割層数をはるかに越えた混合が可能となります。

特長 Product features

混合原理（イメージ）  Mixing procedure

分割層数の計算式

※流入層数No＝2のとき
※When the number of incoming fluid layers No=2. 

　分割層数をN、エレメント数をn、通過前の流入層数をNoとすると
　　N＝No×4n（粉粒体の場合は、N＝No×2n）
となります。

用途 Applications

繊維工業 Fiber industry

化粧品工業 Cosmetics industry

樹脂・接着剤工業 Resin and adhesive industry

化学工業 Chemical industry

油脂工業 

食品・薬品工業 Food and drug industry

紙パルプ Pulp and paper

鉄鋼・ガラス工業 Steel and glass industry

石油・燃料関係 Petroleum and fuel

環境・排水処理関係　Environmental 
and waste water treatment

その他 Others

分割層数　Number of layers into which the fluids get broken up
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Static in-tube mixer

静止型管内混合器

ねじり羽根 中間室 通路管
Twisted blades Intermediate chambers Passage tubes



下記の計算式を利用して、必要なRe数と圧力損失との関係がプロセス条件を満足するようにハイミキサーの公称径を算出することができます。

1. エレメントの材質は、SCS14です。（SUS316相当品）
2. エレメント数５コ、溶接構造です。
3. フランジはJIS10kd1＝dの短管付きです。
4. フランジ、短管の材質はSUS304です。
5. エレメント着脱型（分解可能型）もご用意いたしております。

公称径、エレメント数、フランジ仕様、フランジ材質、保温レジューサ付加など。 Nominal diameter, number of elements, flange specifications, flange material, 
addition of heat-insulating reducers, etc.

1. The element is made of SCS14 (SUS316 equivalent).
2. There are a total of five elements. The structure is created by welding.
3. The flanges have a short tube where JIS 10kd1＝d. 
4. The flanges and the short tube are all made of SUS304.
5. A detachable-element type (disassemblable type) is also available.

Please use the following formula to calculate the nominal diameter of Hi-Mixer, 
making sure that the relationship between the required Re and the pressure loss will meet the process conditions.

⑴Re数計算 Calculation of Re 

＊層流域 Laminar flow zone （Re＜80） 

△P＝

＊遷移域  Transition zone （80≦Re＜800）

⑵圧力損失の計算 Calculation of pressure loss 但し、
 Re ：レイノルズ数
 D ：ハイミキサー公称径 （cm）
 Q ：流体流量 （1/min）
 ρ ：流体密度 （g/cm3）
 μ ：流体の粘度 （Poise）
 En ：エレメント数 （－）〔標準品En＝5〕
 △P ：圧力損失 （kg/cm2）

＊東レハイミキサーにおいて、実験的に定義された計算式です。
＊These are formulas that have been experimentally defined for Toray Hi-Mixer.

サイズ選定 Size selection

仕様 Specifications

※仕様は改良等のため
　変更することがあります。
※Specifications are subject 
　to change for improvement, etc.

Where:

Re is the Reynolds number 

D is the nominal diameter (cm) 
of Hi-Mixer

Q is the fluid flow rate (1/min)

ρ is the fluid density (g/cm3)

μ is the fluid viscosity (Poise)

En is the number of elements
(-)[in standard products, En=5]

△P is the pressure loss (kg/cm2)  

Re＝ 
21.22・Q・ρ
μ・D 0.83・Q2・ρ・En

Re・D4

△P＝
0.094・Q2・ρ・En
Re0.45・D4

＊乱流域 Turbulent flow zone （800≦Re＜106）

△P＝
0.030・Q2・ρ・En
Re0.21・D4

になりますSWF-30-05  例:

10
16
20
30
40
50
65
80
100

9.5
16
21
31
40
52
66
83
105

16.5
25
30
43
54
68
80
100
125

21
27
33
47
56
70
88
106
126

10.5
16.5
20
30
40
50
65
80
100

95
135
160
220
270
330
400
490
600

公称径
Nominal
diameter
（mm）

ℓ
（mm）

d
（mm）

L
（mm）

D（mm）
標準品

Standard products
最大

Maximum

標準品寸法  Standard product dimensions

①標準仕様品

②特注品仕様

③型式の表記 What the model names mean ★型式表記の例 Example of model name indication

② Custom-order product specifications

① Standard specification products

エレクトロニクス事業本部　第二事業部営業部　営業３グループ

□ 東日本

□ 西日本

　 （東京）

　 （滋賀）

〒103-0028　東京都中央区八重洲1-3-22（八重洲龍名館ビル）

TEL:(03) 3241-8461　　FAX:(03) 3241-1702 

〒520-2141　滋賀県大津市大江1-1-45

TEL:(077) 544-6224　　 FAX:(077) 544-1679

Sales Dept.Business Div.Ⅱ,Electronics Div.

□ East Japan

□ West Japan

    (Tokyo)

    (Shiga)

Yaesu Ryumeikan Building,3-22,Yaesu 1-chome,Chuo-ku,Tokyo,103-0028 Japan

TEL:+81(3)3241-8461　　FAX:+81(3)3241-1702

1-45,Oe 1-chome,Otsu,Shiga,520-2141 Japan

TEL:+81(77)544-6224　　FAX:+81(77)544-1679

In this case, the model name is indicated SWF-30-05.

Short tube Element Flange
短管 エレメント フランジ

Dp

L

F（フランジ付）
F (with Flanges)

E（エレメントのみ）
E (Elements only)

C（短管付き）
C (with Short tube)

S（ネジ短管付）
S (with Screw-type short tube)

J（ジャケット付）
J (with Jacket)

W（溶接型）
W (Welded)

D（分解型）
D (Disassemblable)

エレメントタイプ
Element type

S（ステンレス製）
S (Stainless steel)

P（PVC製）
P (PVC)

エレメント材質
Element material

10～
From 10

エレメント公称径
Nominal element diameter

３～
From 3

エレメント数
Number of elements

構成
Configuration

S（ステンレス製）
S (Stainless steel)

エレメント材質
Element material

30 mm
30 mm

エレメント公称径
Nominal element diameter

F（フランジ付）
F (with Flanges)

構成
Configuration

W（溶接型）
W (Welded)

エレメントタイプ
Element type

5コ
5

エレメント数
Number of elements


