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C炉対応
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本充填巻締機
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CIP ιiquid Fi11ing and capping uachine
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自動洗浄で品種切替が簡単使いやすさが大幅アッフ

Itis easy to switch the types of bottles with the clean・in・place イCIPナ nlethod

Which significantly improves usability.



CIP対応液体充填巻締機

BTW'602MSA

自在グリップの搭で

異なるサイズに対応、

型替えが容易

Universal grips
Capable of holding
b0廿les of di什erent

Sizes laci批ate

Switching the types of
b0於les
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外升3寸j去 ExternalDI「"ensloTIS (1n mm)

自洗浄(CIP)対応の

ビストン装置

洗浄の簡易化、時間の短縮、

作業の軽減を実現

CIP L川Uid Fi11ing and capping Machine

H"^jKio

Clp pistons

SlmPⅢied cleanmg
reduces tlrne and

11ghten$ the work load
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専用ポケットの

兼用も可能
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Dedicated pockets
Can also be used
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主な仕様 Ma川
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サーボキャッパー装置

サーボ制御により

巻締トルクの管理が可能

能力
Throughput

※このカタログに掲載の製品は、改良などのために予告なしに変更する場合かあります

棄The productlnformatlon ln thls catalog ls sublectto chang巳Ⅷthout p「10r notlce due to lmprovements
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容器兼用範囲

B0壮le pocket1且nge

製造兀 Manufacturer

^^

Iflca110ns

.1.

Servo capper

Capplng torque can
be contr011ed by servo
Contr01

^

60本ノ分
60b0杜恰引mln

自在グリップ使用時

高さ H120mm~H270mm ボトル径φ55mm~φ85mm

専用ポケット使用時

高さ H50mm ~H270mm ボトル径MAX.φ105mm

キャップ高さ:高さMAX.H40mm

キャップ径:外形MAX.φ40mm

Wh日n uS1Π9 a u"1Ver$且lg"PS

H日lght 120 t0270 mm, b0杜le d1ヨmeter 中55 t0 Φ85 mm

When usmg a dedlcated pocket
Helght.50 t0270 rnm, b0耽le dlameler maX Φ伯5 「nm

Cap helght maX 40 mm

CヨP dlameter(outslde) maX 中40 mm

匡翻
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両争1手ヨ希弐会社
〒424-0809静岡県静岡市清水区天神二丁目8番1号
TEL 054366-0113 FAX 054367-9031

^

質^KO
8-1、 Tenjin 2・chome, shimizu・ku, shizuoka・shi,
Shizuoka・ken,424-0809 Japan
TEL +81-54-366-0113 / FAX +81-54-367-9031

httPゾノWWW.seiko・CO.com/

充填量範囲
FI"1"g volume r白nge

機械本体寸法

MヨChln8 dlm日ΠSlons

10oml ~ 1ρ50r"1
10o t01,050 ml

充填液

F11」1ng 11quld

幅1,460mm 長さ 1,260mm 高さ2,450mm

重量約 1'50okg(コンベヤー、ヒストン装置含まず)

1,460 mm (W)× 1260 m (L)× 2,450 r"m (H)

Welgh1 且boU11.50o kg (excludlng lh日 C0Πνey引且nd P15ton5)

調味量(つゆ、ドレツシング、食用油等)

化粧品(シャンプー、りンス等)
医薬品、洗剤等

Condlments (SヨUoe, dresslng, cooklng 011, etc )

Cosmetlc$(sh且mpoo,rmse, etc )

M8dlcln85, d8伯rgent$, etc

総販売元 Distributor

匪ξ,日本機械商事株式会社
東日本本社〒102-00田東京都千代田区麹町5・3・3 麹町KSスクエア

TEL 03・3265・8411 代 FAX 03 3265 8417

清水支店〒424-0809静岡県静岡市清水区天神二丁目8番1号
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339

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3-フ・35 博多ハイテツクビル)
TEL 092-475・4662 代 FAX 0924754663

http://WWW.nippon・kikai・shoji.CO.jp
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