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FιP・024S

ライン式充値キャッピング機 CιS・001

@こんな方にこ提案します! 0什ers users the f0110wing bene枇S!

多品種少量の
生産に最適

Pedectfor High・mix
10W・volume production

主な作業フロー MajorworkFIOVVS

簡単なオペレーションだけで充填+キャッビングが行えます。

.発泡を抑えた最適な充填が可能

.洗浄性が良いヒンチバルブ方式を採用

.充填設定はタッチハネルで簡単

.4点口ーラー式のため、ポンプ、トリガー、平キャップに対応

※お客様の仕様にカスタマイズしてお届けします

半自動機を増設して
ライン化値動化)か可能

Line automation posslble by
adding semi・automatic machines

小ツト生産に
歩留まり良好

Exce11ent yield in sma1卜10t

Production

The productls customlzed to the customer's requirements priorto delivery

充填位置にセット

ストッパーによる正確な位置決め

Load at fi11ing position
Accurate posltl n g wt
Slopper

Une・Type FiⅡing capping Machine

H^KO

七,二1.ι四

11ti照四
叩

外形寸法 ExtemalDlmenslo"S(m rnm)

多種多様な容器、
キャップに適用可能

Supports diverse types of
b0廿les and caps

[1]一定を充填
充填へッドが液面追従しながら上昇

Fi11to fixed volume

F111川g head a$cends f0110wlng
11quld surf皐Ce

F川ing and capping via a few simple oP引ations

. optimalf1111ng that suppresses foaming

. Adopts easy・to・clean plnch valves

. Easy f1111ng settlngs on the touch panel

. Four-r011er systern suppo『ts pump caps

trlgger caps, and "at caps

.
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CLS.001
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[二1 キャップをセット
手動でキャップを仮締め

主なイ士様 Malnspeclflcatl

FLP・024S

容器
B0壮les

^

@2014 SEIKO CORPORATION prlnted 川 J日P日Π

仕様は改良のため予告なしに変更する場合かあります

FLP・024S

A廿ach cap
ManU311y pre・t!ghteo
the cap$

充填液
F1111ng 11quld

製造兀 Manulacturer

充填量
F1111ng volum日

φ40~φ130、 50H~30OH
中40 t0 Φ130,50 t0300(H)

而宅島^電.
、,運.

充填方式
F111mg method

亘'

調味料、醤油、シャンプーなど
Condlmenls, SOY sauce, shampoo, etc

H1両争甲器r点;
清水工場

〒424-0809静岡県静岡市清水区天神二丁目8番の1
T[L 054-366-0113 FAX 054-367-9031

50ml~1,050ml
50ml~1,050ml

巻締め開始

マグ才、ツトアジャスターによる

正確な巻締め

Stad tightening
Accurate tlghtenlng 、Alth,
magnetlC 日dluster

充填ノズル
F1111ng nozzle

ピストン容量式サーボ駆動
Volumotnc plston, servo・drlven

質^Ko shimi加P1肋t

充填速度
ThroU9hput

メッシユまたはストレートノズル、

昇降はサーボ式

Mesh or st1且lght "0乞21e,
5elYO・d「1Yen vedlC且lrnovernent

CLS、001

容器
B0壮18S

8-1' Tenjin 2・chome, shlmizu・ku, shizuoka・shi, shizuoka・ken,424-0809 」apan
TEL +81-54366-0113 / FAX +81-54-367-9031

http://WWW.seiko・CO.com/

※ The speclflcatlons are subjectto chan9e wlthout notlce due to productlmprovements

電力
Power supply

エアー
Alr con$umptron

16本ノ分(50om1容器にて)
16 b0吐le$ノ「nln (50or"L b0壮le$)

キャップ
C且P$

AC20OV 3相 1.okw
20OV AC,3.phヨSe,10kw

巻締め機構
T19htenlng mech且ΠIsm

消費量30ONU分
30ONurnln

φ40~φ130、 70H~30OH
Φ40 t0 Φ130,70 t0300(H)

トルク制釦非接触式
Torque conlr01(nonイ0ntact)

平キャップ・ポンプキャップ・トリガーキャyプなど

φ20~φ80、 10H~50H

F1且t cap$, pur"P C白PS, tr199er CヨP$
Φ20 t0 中80,10 t050(H)

容器回り止め機構
B0吐le detent mech日nl$m

本体能力
Throughput

4点口ーラー式
4・r011er sy$tem

総販売元 Distributor

電力
Power $upply

マグネットトルクアジャスター方式
Magn日tlc torque adlust引

エアー
Alr consumptlon

V字グリッハー式
V・grlpper

[t白日本機械商事株式会社

15本ノ分
15 b0壮leslmln

東日本本社〒102-0083東京都千代田区麹町5-33(麹町KSスクエア
TEL 03-3265-8411 代 FAX 03-3265-8417

清水支店〒424-0042静岡県静岡市清水区高橋南町6-8

TEL 054-364・1511 代 FAX 054・364-3770

西日本本社〒541-0051大阪市中央区備後町3・3・9

TEL06-6262-3461 代 FAX 06・6262・3465

福岡営業所〒812-0011福岡市博多区博多駅前3735 博多ハイテックビル
TEL092・475-4662 代 FAX 092-475-4663

http:/1WWW.nippon・kikai・shoji.CO.jp

AC20OV 3相 0.5kw
20OV AC,3・pha5e,05 kw

消費量釦NV分
60Numln
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