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バイオマス・
鶏糞等の
DORSET
乾燥システム

■ Drying of  • バイオマス
 • 鶏糞
                        • バイオガス消化物
                        • 木屑
                        • 下水汚泥
                        • 生ごみ/食品廃棄物
■ 有機肥料プラント 

■ グリーンエネルギー 

■ 廃棄物処理 

熱分解
廃棄物のリサイクルによる
分散型エネルギー生産

 

熱分解を利用して廃棄物をエネルギーに
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DORSET DRYING
SYSTEM FOR
BIOMASS AND 
POULTRY LITTER
 

n Drying of  • Biomass

 • Poultry manure

                        • Biogas Digestate

                        • Woodchips

                        • Sewage Sludge

                        • Food Waste etc.

n Organic fertilizer plants 

n Green energie 

n Waste treatment 

 Ammonia

 Smell

 Dust

BIOWASSER PLUIMVEE

PLUIMVEEHOUDERIJ
STOFWASSER IN DE PLUIMVEEHOUDERIJ

STOFWASSER

Omgang met stof vormt een
probleem bij het wassen van lucht

uit de pluimveehouderij.

De stofwasser van Dorset kan op
zichzelf toegepast worden om stof

te reduceren. Of deze wordt
gecombineerd met een biowasser

om tevens ammoniak en geur 
op te vangen

STOFWATER BEHANDELING

Dorset heeft vanuit zijn expertise
met reststromen een

stofwaterbehandeling kunnen
ontwikkelen, die het stof als dikke

fractie uit het water scheidt.
Deze fractie is geschikt om aan de

mest toegevoegd te worden. 
Het water wordt hergebruikt 

in de wasserZwitserland

Nederland

Warmtewisselaar

De enige stofwasser met
hergebruik van stofwater!

Buizenwisselaar

WARMTE TERUGWINNING
LAGER ENERGIE VERBRUIK MET SLIMME TECHNIEK

Rondom de luchtwasser heeft
Dorset verschillende technieken

beschikbaar:
• Luchtwarmtewisselaar

• Buizenwisselaar
• Warmtepomp

Informeer naar de mogelijkheden!
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Dorset Farm Systems
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7122 MS Aalten

Nederland

Tel. +31 (0) 543 47 55 96

Fax. +31 (0) 543 47 53 55

E-mail fs@dorset.nu

Website www.dorset.nu

INNOVATIE

PRODUCTIE

REALISATIE

Drooginstallaties voor hetgebruik van restwarmte

DORSET DROOG-
SYSTEEM VOOR 
BIOMASSA EN 
PLUIMVEEMEST

n Drogen van  • Biomassa  • Biogasdigistaat • Houtsnippers • Zuiveringsslib • Pluimveemest • Voedselresten etc.n Compact en flexibeln Korrelfabriekn Hygiënisatien Wegen en afvullenn Pyrolyse

CANDYSTAL
DE WEG NAAR EEN
DIERVRIENDELIJKE
STAL MET POSITIEVE 
ENERGIEBALANS 

n Dierenwelzijn

n Geen roostervloer

n Instrooi van energiegewas

n Biologische teelt

n Energieneutraal

n Biogas

n Biomassa

LIQUID MANURE
PROCESSING FROM
CATTLE, PIGS OR
BIOGASPLANTS
 
 

Clean water
Organic
fertilizer
pellets

FULL NUTRIENT RECOVERY 

DORSET ID
ALWAYS IN 

CONTROL

PYROLYSE
DECENTRALE ENERGIEVOORZIENING
DOOR AFVAL OPWAARDERING
MIDDELS PYROLYSE

 

BIOLOGICAL AIRCLEANING SYSTEM 

FOR A FARM IN 
HARMONY WITH 
THE ENVIRONMENT

RFID-Technology,
electronic identifi cation

Air cleaning, and
sorting systems

Drying equipment to
make use of residual heat

Dorset Green Machines B.V.
Weverij 26

7122 MS Aalten
The Netherlands

Tel. +31 (0) 543 47 21 03
Fax +31 (0) 543 47 53 55

gm@dorset.nu

WWW.DORSET.NU

Dorset Green Machines is developer and
producer of drying equipment, air cleaning
systems and control panels.
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Total turn-key
solutions from
a single company
Dorset usually provides turn-key 
solution for its customers. We can 
engineer and produce a total turn-key 
solution for it’s customers based on 
our own product line. Afterwards we  
provide service and after sales from 
our service department. 
 

The example sludge processing plant 
above would include the following 
modules:
• Input bunker for accepting the 
 dewatered sludge
• Dryers for drying up to 85-90%
 dry matter content
• Heat recovery for recoverying heat 
 from outgoing air
• Air cleaning for removing ammonia, 
 dust and smell from outgoing air
• Hygienisation for meeting
 goverment regulations for use
 or export
• Bagging system for easy storage, 
 transport and marketing

Dorset distinguishes itself by
providing the best price/quality
ratio to its customers. 

• 80% less electricity costs
 during operation
• Simple design, therefore
 reliable performance
• A ‘no chemicals’ option for
 the air cleaner
•  A ‘no waste water’ option for
 the air cleaner

Holes to cut your costs
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DORSET ID
ALWAYS IN 

CONTROL

PYROLYSIS
DECENTRALISED ENERGY PRODUCTION
BY RECYCLING WASTE

 

Waste to Energy using pyrolysis

INNOVATION
PRODUCTION
REALIZATION

精製
● 有機材料

● リン酸塩

● カリウム

● 窒素 

ブレンディングのための

有機肥料のカスタ
ムメイド
有機肥料の市場価格は、製品

の特性が需要を完全満たす場

合に上がります。

 

鶏糞からのバイ
オガス 

鶏糞からバイオガスを生産す
る場合、アンモニアのレベル
が課題になります。レベルを
下げるに水を加える必要があ
ります。 

真空蒸発は、リサイクルされ
た水を生産するのに優れた方
法です。固体分と濃縮物は有
機肥料を処理するために組み
合わせることができます。 

ベストな性能を得るために、
真空蒸発の熱の一部を乾燥機
に再利用します。

栄養素精製
オプションとしての次ステップ

除去
蒸発
乾燥

規定をもとにした
投入

ブレンド

カスタムメイド

投入スラリ

水

肥料 

有機物

アンモニアスト
リッピング
蒸発器の代替使用 

アンモニアを液体から除去するため
に、蒸発システムの簡単な方法で使
用することができます。最終製品
は、硫酸アンモニウム（結晶）ま
たはアンモニア水（25％）になりま
す。ストリッピング方の製品は、そ
れ自体のみでの利用が可能です。

牛、豚またはバイオ
ガスプラントからの
液体糞尿処理

きれいな水
有機肥料
ペレット

全栄養回収
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全栄養回収 水処理計画 RO/UF膜

電気使用 ■ ■ ■
熱の使用 ■ ■ ■
廃水の品質 ■ ■ ■
プロセスの信頼性 ■ ■ ■
全栄養回収 ■ ■ ■
メンテナンス ■ ■ ■
必要スペース ■ ■ ■

全栄養回収システム 
液体スラリーを処理するための実用的解決法 

これは、4つの工程による液体スラリー処理の完全な解決策です。

このシステムは、組み立て式ですので低い投資コストを実現します。

4      ペレット化

3      ドライヤー

1      セパレーター

2      真空蒸着装置

熱源

液体肥料

きれいな水

有機肥料ペレット

特徴
栄養分ロスがない
コンポストや他の処理方法とは対照
的に、貴重な栄養分が最終製品にと
どまります。

きれいな水

糞尿から抽出された水分は、利用や

廃水が十分に期待できます。：< 5 

mg NH
4
/kg.

非生物学的工程

このシステムは生物学的プロセスに

依存しないため一貫して信頼性があ

ります。

水分を除去する - 有機肥料の生産

水
水分を除去すると次のような結果が

得られます:

● ストレージコストの削減 

● 輸送コストの削減 

● 高価格で販売可能な最終製品

この解決策は他のものと異なります

● 全栄養回収:

  栄養素のN-P-Kは処理中に失われる事がなく

 最終製品に残ります

● 信頼性と一貫性：
  このプロセスは生物学に依存しないため一貫

 して信頼性が高いです

●  組み立て式： 
  システムは組み立て式のため投資コストが低くな  

 り、脆弱性が低くなります 

●  省エネルギー：
  システムは低コストの熱の使用により電気   

 をほとんど必要としません

代替解決法と比較した全栄養回収システム

2     アーノルド真空蒸着装置

3      ドルセット乾燥システム 4      ドルセット有機肥料工場

1      セパレータ

2 アーノルド真空蒸着装置

きれいな水（< 5 mg NH
3
/liter）および濃縮物（ポンプ

で汲み出し可能は1-25％の乾物）が異なるステップで生

成されます。より多くのステップはエネルギー必要条件

の効率を高めるために使用されます。

特別な設計の熱交換器は目詰まりを防ぎ、容易な操作を

可能にします。エネルギーは70℃以上の温湯の使用によ

る廃熱ですが、電気だけでも可能です。

3 ドルセット乾燥システム

ドルセットプレートベルト乾燥機は、15年以上にわたっ

てバイオマスを処理するために世界中で使用されてきま

した。分離さてた固体および蒸発すた濃縮物は、別々か

一緒に乾燥することができます。

通常エアクリーニングシステムを導入するので近隣関係

と環境に良いです。

4 ドルセット有機肥料工場

プラグとプレイパッケージでのペレット化と衛生：ドル

セット肥料工場

システムは、保管、長距離輸送、輸出証明手続きに適し

たコンパクトで見栄えの良い有機肥料ペレット製品を生

み出します。

1 セパレータ

セパレータは様々な方法を選択できます。また、凝集

材を必要としないことも強みです。固体は乾燥機を通

り液体は真空蒸着装置に送られます。

真空蒸着装置は乾燥物質の5％までを許容範囲としま

すが効率的なプロセスの範囲は乾燥物質の2.0-3.5％

です。

メーカー：顧客の選択 

インプット アウトプット

投入スラリー 最終製品

オーガニック 栄養素 オーガニック更好 栄養素

水

水

蒸発
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BIOSOLIDS
PLATE BELT
DRYER
 

HOLES
TO CUT YOUR

COSTS

BIOSOLIDS
PLATE BELT
DRYER
バイオ固形物ドライヤー
 

HOLES
TO CUT YOUR

COSTS

バイオマス・
鶏糞等の
DORSET
乾燥システム

■ Drying of  • バイオマス
 • 鶏糞
                        • バイオガス消化物
                        • 木屑
                        • 下水汚泥
                        • 生ごみ/食品廃棄物
■ 有機肥料プラント 

■ グリーンエネルギー 

■ 廃棄物処理 

熱分解
廃棄物のリサイクルによる
分散型エネルギー生産

 

熱分解を利用して廃棄物をエネルギーに
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SYSTEM FOR
BIOMASS AND 
POULTRY LITTER
 

n Drying of  • Biomass

 • Poultry manure

                        • Biogas Digestate

                        • Woodchips

                        • Sewage Sludge

                        • Food Waste etc.

n Organic fertilizer plants 

n Green energie 

n Waste treatment 

 Ammonia

 Smell

 Dust

BIOWASSER PLUIMVEE

PLUIMVEEHOUDERIJ
STOFWASSER IN DE PLUIMVEEHOUDERIJ

STOFWASSER

Omgang met stof vormt een
probleem bij het wassen van lucht

uit de pluimveehouderij.

De stofwasser van Dorset kan op
zichzelf toegepast worden om stof

te reduceren. Of deze wordt
gecombineerd met een biowasser

om tevens ammoniak en geur 
op te vangen

STOFWATER BEHANDELING

Dorset heeft vanuit zijn expertise
met reststromen een

stofwaterbehandeling kunnen
ontwikkelen, die het stof als dikke

fractie uit het water scheidt.
Deze fractie is geschikt om aan de

mest toegevoegd te worden. 
Het water wordt hergebruikt 

in de wasserZwitserland

Nederland

Warmtewisselaar

De enige stofwasser met
hergebruik van stofwater!

Buizenwisselaar

WARMTE TERUGWINNING
LAGER ENERGIE VERBRUIK MET SLIMME TECHNIEK

Rondom de luchtwasser heeft
Dorset verschillende technieken

beschikbaar:
• Luchtwarmtewisselaar

• Buizenwisselaar
• Warmtepomp

Informeer naar de mogelijkheden!
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DORSET DROOG-
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BIOMASSA EN 
PLUIMVEEMEST

n Drogen van  • Biomassa  • Biogasdigistaat • Houtsnippers • Zuiveringsslib • Pluimveemest • Voedselresten etc.n Compact en flexibeln Korrelfabriekn Hygiënisatien Wegen en afvullenn Pyrolyse

CANDYSTAL
DE WEG NAAR EEN
DIERVRIENDELIJKE
STAL MET POSITIEVE 
ENERGIEBALANS 

n Dierenwelzijn

n Geen roostervloer

n Instrooi van energiegewas

n Biologische teelt

n Energieneutraal

n Biogas

n Biomassa

LIQUID MANURE
PROCESSING FROM
CATTLE, PIGS OR
BIOGASPLANTS
 
 

Clean water
Organic
fertilizer
pellets

FULL NUTRIENT RECOVERY 

DORSET ID
ALWAYS IN 

CONTROL

PYROLYSE
DECENTRALE ENERGIEVOORZIENING
DOOR AFVAL OPWAARDERING
MIDDELS PYROLYSE

 

BIOLOGICAL AIRCLEANING SYSTEM 

FOR A FARM IN 
HARMONY WITH 
THE ENVIRONMENT

RFID-Technology,
electronic identifi cation

Air cleaning, and
sorting systems

Drying equipment to
make use of residual heat
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Dorset Green Machines is developer and
producer of drying equipment, air cleaning
systems and control panels.
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Total turn-key
solutions from
a single company
Dorset usually provides turn-key 
solution for its customers. We can 
engineer and produce a total turn-key 
solution for it’s customers based on 
our own product line. Afterwards we  
provide service and after sales from 
our service department. 
 

The example sludge processing plant 
above would include the following 
modules:
• Input bunker for accepting the 
 dewatered sludge
• Dryers for drying up to 85-90%
 dry matter content
• Heat recovery for recoverying heat 
 from outgoing air
• Air cleaning for removing ammonia, 
 dust and smell from outgoing air
• Hygienisation for meeting
 goverment regulations for use
 or export
• Bagging system for easy storage, 
 transport and marketing

Dorset distinguishes itself by
providing the best price/quality
ratio to its customers. 

• 80% less electricity costs
 during operation
• Simple design, therefore
 reliable performance
• A ‘no chemicals’ option for
 the air cleaner
•  A ‘no waste water’ option for
 the air cleaner

Holes to cut your costs
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DECENTRALISED ENERGY PRODUCTION
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Waste to Energy using pyrolysis

INNOVATION
PRODUCTION
REALIZATION

精製
● 有機材料

● リン酸塩

● カリウム

● 窒素 

ブレンディングのための

有機肥料のカスタ
ムメイド
有機肥料の市場価格は、製品

の特性が需要を完全満たす場

合に上がります。

 

鶏糞からのバイ
オガス 

鶏糞からバイオガスを生産す
る場合、アンモニアのレベル
が課題になります。レベルを
下げるに水を加える必要があ
ります。 

真空蒸発は、リサイクルされ
た水を生産するのに優れた方
法です。固体分と濃縮物は有
機肥料を処理するために組み
合わせることができます。 

ベストな性能を得るために、
真空蒸発の熱の一部を乾燥機
に再利用します。

栄養素精製
オプションとしての次ステップ

除去
蒸発
乾燥

規定をもとにした
投入

ブレンド

カスタムメイド

投入スラリ

水

肥料 

有機物

アンモニアスト
リッピング
蒸発器の代替使用 

アンモニアを液体から除去するため
に、蒸発システムの簡単な方法で使
用することができます。最終製品
は、硫酸アンモニウム（結晶）ま
たはアンモニア水（25％）になりま
す。ストリッピング方の製品は、そ
れ自体のみでの利用が可能です。

牛、豚またはバイオ
ガスプラントからの
液体糞尿処理

きれいな水
有機肥料
ペレット

全栄養回収

DORSET FOLDER NUTRIENT 6 PAG_JAPANS_JL2604.indd   1-3 30-04-18   09:12

INNOVATION
PRODUCTION
REALIZATION

精製
● 有機材料

● リン酸塩

● カリウム

● 窒素 

ブレンディングのための

有機肥料のカスタ
ムメイド
有機肥料の市場価格は、製品

の特性が需要を完全満たす場

合に上がります。

 

鶏糞からのバイ
オガス 

鶏糞からバイオガスを生産す
る場合、アンモニアのレベル
が課題になります。レベルを
下げるに水を加える必要があ
ります。 

真空蒸発は、リサイクルされ
た水を生産するのに優れた方
法です。固体分と濃縮物は有
機肥料を処理するために組み
合わせることができます。 

ベストな性能を得るために、
真空蒸発の熱の一部を乾燥機
に再利用します。

栄養素精製
オプションとしての次ステップ

除去
蒸発
乾燥

規定をもとにした
投入

ブレンド

カスタムメイド

投入スラリ

水

肥料 

有機物

アンモニアスト
リッピング
蒸発器の代替使用 

アンモニアを液体から除去するため
に、蒸発システムの簡単な方法で使
用することができます。最終製品
は、硫酸アンモニウム（結晶）ま
たはアンモニア水（25％）になりま
す。ストリッピング方の製品は、そ
れ自体のみでの利用が可能です。

牛、豚またはバイオ
ガスプラントからの
液体糞尿処理

きれいな水
有機肥料
ペレット

全栄養回収

DORSET FOLDER NUTRIENT 6 PAG_JAPANS_JL2604.indd   1-3 01-05-18   10:43



P205K20N

Information about Dorset Systems: www.dorset.nu 

Dorset Green Machines bv

Weverij 26

7122 MS Aalten 

The Netherlands

Tel +31 (0)543 472103

email: gm@dorset.nu

website: www.dorset.nu

BIOSOLIDS
PLATE BELT
DRYER
 

HOLES
TO CUT YOUR

COSTS

BIOSOLIDS
PLATE BELT
DRYER
バイオ固形物ドライヤー
 

HOLES
TO CUT YOUR

COSTS

バイオマス・
鶏糞等の
DORSET
乾燥システム

■ Drying of  • バイオマス
 • 鶏糞
                        • バイオガス消化物
                        • 木屑
                        • 下水汚泥
                        • 生ごみ/食品廃棄物
■ 有機肥料プラント 

■ グリーンエネルギー 

■ 廃棄物処理 

熱分解
廃棄物のリサイクルによる
分散型エネルギー生産

 

熱分解を利用して廃棄物をエネルギーに

P205K20N

Information about Dorset Systems: www.dorset.nu 

Dorset Green Machines bv

Weverij 26

7122 MS Aalten 

The Netherlands

Tel +31 (0)543 472103

email: gm@dorset.nu

website: www.dorset.nu

DORSET DRYING
SYSTEM FOR
BIOMASS AND 
POULTRY LITTER
 

n Drying of  • Biomass

 • Poultry manure

                        • Biogas Digestate

                        • Woodchips

                        • Sewage Sludge

                        • Food Waste etc.

n Organic fertilizer plants 

n Green energie 

n Waste treatment 

 Ammonia

 Smell

 Dust

BIOWASSER PLUIMVEE

PLUIMVEEHOUDERIJ
STOFWASSER IN DE PLUIMVEEHOUDERIJ

STOFWASSER

Omgang met stof vormt een
probleem bij het wassen van lucht

uit de pluimveehouderij.

De stofwasser van Dorset kan op
zichzelf toegepast worden om stof

te reduceren. Of deze wordt
gecombineerd met een biowasser

om tevens ammoniak en geur 
op te vangen

STOFWATER BEHANDELING

Dorset heeft vanuit zijn expertise
met reststromen een

stofwaterbehandeling kunnen
ontwikkelen, die het stof als dikke

fractie uit het water scheidt.
Deze fractie is geschikt om aan de

mest toegevoegd te worden. 
Het water wordt hergebruikt 

in de wasserZwitserland

Nederland

Warmtewisselaar

De enige stofwasser met
hergebruik van stofwater!

Buizenwisselaar

WARMTE TERUGWINNING
LAGER ENERGIE VERBRUIK MET SLIMME TECHNIEK

Rondom de luchtwasser heeft
Dorset verschillende technieken

beschikbaar:
• Luchtwarmtewisselaar

• Buizenwisselaar
• Warmtepomp

Informeer naar de mogelijkheden!

Information about Dorset Systems: www.dorset.nu 

Dorset Farm Systems

Weverij 26

7122 MS Aalten

Nederland

Tel. +31 (0) 543 47 55 96

Fax. +31 (0) 543 47 53 55

E-mail fs@dorset.nu

Website www.dorset.nu

INNOVATIE

PRODUCTIE

REALISATIE

Drooginstallaties voor hetgebruik van restwarmte

DORSET DROOG-
SYSTEEM VOOR 
BIOMASSA EN 
PLUIMVEEMEST

n Drogen van  • Biomassa  • Biogasdigistaat • Houtsnippers • Zuiveringsslib • Pluimveemest • Voedselresten etc.n Compact en flexibeln Korrelfabriekn Hygiënisatien Wegen en afvullenn Pyrolyse

CANDYSTAL
DE WEG NAAR EEN
DIERVRIENDELIJKE
STAL MET POSITIEVE 
ENERGIEBALANS 

n Dierenwelzijn

n Geen roostervloer

n Instrooi van energiegewas

n Biologische teelt

n Energieneutraal

n Biogas

n Biomassa

LIQUID MANURE
PROCESSING FROM
CATTLE, PIGS OR
BIOGASPLANTS
 
 

Clean water
Organic
fertilizer
pellets

FULL NUTRIENT RECOVERY 

DORSET ID
ALWAYS IN 

CONTROL

PYROLYSE
DECENTRALE ENERGIEVOORZIENING
DOOR AFVAL OPWAARDERING
MIDDELS PYROLYSE

 

BIOLOGICAL AIRCLEANING SYSTEM 

FOR A FARM IN 
HARMONY WITH 
THE ENVIRONMENT

RFID-Technology,
electronic identifi cation

Air cleaning, and
sorting systems

Drying equipment to
make use of residual heat

Dorset Green Machines B.V.
Weverij 26

7122 MS Aalten
The Netherlands

Tel. +31 (0) 543 47 21 03
Fax +31 (0) 543 47 53 55

gm@dorset.nu

WWW.DORSET.NU

Dorset Green Machines is developer and
producer of drying equipment, air cleaning
systems and control panels.

 

BIOSOLIDS
PLATE BELT
DRYER
 

HOLES
TO CUT YOUR

COSTS

 Complete plant design

SE
W

AG
E S

LU
DG

E 

Total turn-key
solutions from
a single company
Dorset usually provides turn-key 
solution for its customers. We can 
engineer and produce a total turn-key 
solution for it’s customers based on 
our own product line. Afterwards we  
provide service and after sales from 
our service department. 
 

The example sludge processing plant 
above would include the following 
modules:
• Input bunker for accepting the 
 dewatered sludge
• Dryers for drying up to 85-90%
 dry matter content
• Heat recovery for recoverying heat 
 from outgoing air
• Air cleaning for removing ammonia, 
 dust and smell from outgoing air
• Hygienisation for meeting
 goverment regulations for use
 or export
• Bagging system for easy storage, 
 transport and marketing

Dorset distinguishes itself by
providing the best price/quality
ratio to its customers. 

• 80% less electricity costs
 during operation
• Simple design, therefore
 reliable performance
• A ‘no chemicals’ option for
 the air cleaner
•  A ‘no waste water’ option for
 the air cleaner

Holes to cut your costs

Biosolids plate belt dryer.indd   1-3 09-11-16   21:47

DORSET ID
ALWAYS IN 

CONTROL

PYROLYSIS
DECENTRALISED ENERGY PRODUCTION
BY RECYCLING WASTE

 

Waste to Energy using pyrolysis

INNOVATION
PRODUCTION
REALIZATION

精製
● 有機材料

● リン酸塩

● カリウム

● 窒素 

ブレンディングのための

有機肥料のカスタ
ムメイド
有機肥料の市場価格は、製品

の特性が需要を完全満たす場

合に上がります。

 

鶏糞からのバイ
オガス 

鶏糞からバイオガスを生産す
る場合、アンモニアのレベル
が課題になります。レベルを
下げるに水を加える必要があ
ります。 

真空蒸発は、リサイクルされ
た水を生産するのに優れた方
法です。固体分と濃縮物は有
機肥料を処理するために組み
合わせることができます。 

ベストな性能を得るために、
真空蒸発の熱の一部を乾燥機
に再利用します。

栄養素精製
オプションとしての次ステップ

除去
蒸発
乾燥

規定をもとにした
投入

ブレンド

カスタムメイド

投入スラリ

水

肥料 

有機物

アンモニアスト
リッピング
蒸発器の代替使用 

アンモニアを液体から除去するため
に、蒸発システムの簡単な方法で使
用することができます。最終製品
は、硫酸アンモニウム（結晶）ま
たはアンモニア水（25％）になりま
す。ストリッピング方の製品は、そ
れ自体のみでの利用が可能です。

牛、豚またはバイオ
ガスプラントからの
液体糞尿処理

きれいな水
有機肥料
ペレット

全栄養回収

DORSET FOLDER NUTRIENT 6 PAG_JAPANS_JL2604.indd   1-3 30-04-18   09:12

INNOVATION
PRODUCTION
REALIZATION

精製
● 有機材料

● リン酸塩

● カリウム

● 窒素 

ブレンディングのための

有機肥料のカスタ
ムメイド
有機肥料の市場価格は、製品

の特性が需要を完全満たす場

合に上がります。

 

鶏糞からのバイ
オガス 

鶏糞からバイオガスを生産す
る場合、アンモニアのレベル
が課題になります。レベルを
下げるに水を加える必要があ
ります。 

真空蒸発は、リサイクルされ
た水を生産するのに優れた方
法です。固体分と濃縮物は有
機肥料を処理するために組み
合わせることができます。 

ベストな性能を得るために、
真空蒸発の熱の一部を乾燥機
に再利用します。

栄養素精製
オプションとしての次ステップ

除去
蒸発
乾燥

規定をもとにした
投入

ブレンド

カスタムメイド

投入スラリ

水

肥料 

有機物

アンモニアスト
リッピング
蒸発器の代替使用 

アンモニアを液体から除去するため
に、蒸発システムの簡単な方法で使
用することができます。最終製品
は、硫酸アンモニウム（結晶）ま
たはアンモニア水（25％）になりま
す。ストリッピング方の製品は、そ
れ自体のみでの利用が可能です。

牛、豚またはバイオ
ガスプラントからの
液体糞尿処理

きれいな水
有機肥料
ペレット

全栄養回収

DORSET FOLDER NUTRIENT 6 PAG_JAPANS_JL2604.indd   1-3 01-05-18   10:43


