
吸引輸送機

AUTOLOADER
オートローダー

Vacuum Loader

AU
TO

LO
AD

ER

VL/AL/VVL/AVL/AAL

MTseries
経済タイプの容量計量供給機
カワタミックタンクは、2種の材料（バージン材と粉砕材）を様々な
安定配合比率で供給する、経済タイプの容量計量供給機です。
Economical, Simple Volumetric Feeder
KAWATA's MICTANK is an economical, simple volumetric feeder which 
constantly feeds two kinds of materials (virgin and granule) in volumetric feeder.

安定した比率での供給
電圧の変化に関係なく、一定比率で供給します。

簡単操作
全面の配合比率可変ダンパを希望比率に設定し、
自動運転スイッチをONにするだけでOKです。

シンプル構造
二つの材料タンクとバイブレーションフィーダの組合せです。

省エネルギー
200Vの電源の場合で総電気容量0.7A（200V）。

メンテナンスフリー
フィルタ等の保守点検部品が無いのでメンテナンスが
不要です。

オプション
Options

オートローダー

オートローダー
AUTOLOADER

AUTOLOADER

JUSTTHERMO
ジャストサーモ

MICTANK

GRANULATOR
粉砕機

ミックタンク

輸送装置との組合せでリサイクルライン化
A recycling process in combination 
with a conveying unit

Constant feeding ratio
Feeding materials at a constant ratio at any voltage.

Energy-saving
Total electric capacity : just 0.7 A (200V)

Maintenance-free
Parts no such as filters in need of maitenance or inspection.

Easy operation
Set a feeding ratio and just flip 
the "automatic-operation" switch on.

Simple structure
Combination of the two material tanks and vibration feeder.

    ●粉砕材（B材）オーバーフロー用シュート

● Chute for granul (B material) overflow
  ●マグネット

● Magnet

  ●ミスカットセパレータ

● Irregular size remover

  ●粉砕材（B材）満杯レベル計および警告灯

● Granule (B material) level gauge and visual alarm

仕様
Specifications

バイブレーションフィーダ
Vibration feeder

A材空杯　警告灯
Visual alarm (when material A is depleted)

タンク材質
Tank Material

切出方式
Feeding Method

最大供給能力
Feeding Capacity

混合比 （A材：B材）
Mixing Ratio

異常表示
Alarm Display

総電気容量
Power Supply
（単相 Single Phase   
   AC 200V/200、220V 50/60Hz）

質量
Weight

粉砕材（B材）
Regrind

バージン材（A材）
Virginタンク容量 

Tank Capacity

型式
Model

ステンレス鋼

Max. 200

10：0～0：10

0.2
0.7

MT-60×60S

60

60

88

MT-125×125S

125

125

120

MT-250×250S

250

250

140

＊MT-500 以上は別途お問合わせください。
* Contact us if you need a larger than MT-500.

（kVA）
（A）

（L）

（L）

 （kg/h）

 （kg）

タッチパネルでかんたん操作。

カワタ
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粉粒体用機器＆システム

HEAD OFFICE   /Phone.81-6-6531-8211 Fax.81-6-6531-8216              INTERNATIONAL DIVISION /Phone.81-6-6531-2914 Fax.81-6-6531-8216
SALES OFFICE 
〔CHINA〕                    KAWATA MACH. MFG. (SHANGHAI) CO., LTD.
                                                            □ Shanghai Office    /Phone.86-21-6289-8989   
                                                            □ Dalian Office         /Phone.86-411-8753-8921 
                                                           　□ Tianjin Office        /Phone.86-22-2370-7800   
          　　　　　　　　　　　　　　　　　                               □ Shenzhen Office   /Phone.86-755-8229-5250   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     □ Guangzhou Office/Phone.86-20-3402-5200   
〔HONG KONG〕     KAWATA MACHINERY(HK)   LTD.       /Phone.852-3118-1326      
〔TAIWAN R.O.C〕TAIWAN KAWATA CO., LTD.               /Phone.886-3-534-1847     
〔THAILAND〕           KAWATA (THAILAND) CO., LTD.          /Phone.66-2-692-1331       

〔U.S.A〕         KAWATA U.S.A., INC.                                          /Phone.847-379-1449
〔INDIA〕        PREVISION WORLD (INDIA) PVT. LTD.

    □  Delhi Office /Phone.91-11-4653-8972   □  Chennai Office /Phone.91-44-4273-8662
    □  Pune Office /Phone.91-20-6510-4700
〔MEXICO〕   KAWATA-MACHINERY MEXICO S.A.de C.V.    /Phone.52-442-277-4679  

PLANT
〔CHINA〕             KAWATA MACH. MFG. (SHANGHAI) CO., LTD. /Phone.86-21-6289-8989 
〔INDONESIA〕PT. KAWATA INDONESIA                        /Phone.62-21-8984-4560

右記のQRコードからアクセスください。→

  
〔VIETNAM〕             KAWATA (THAILAND) CO., LTD.                
                               □ Hanoi Representative Office              /Phone.84-4-2225-0155  
                               □ Ho Chi Minh Representative Office   /Phone.84-8-6290-2503
〔MALAYSIA〕          KAWATA MARKETING. SDN. BHD.      /Phone.60-6-765-6628       
〔SINGAPORE〕     KAWATA PACIFIC PTE. LTD.                 /Phone.65-6286-8817        
〔INDONESIA〕        PT. KAWATA MARKETING                  /Phone.62-21-573-5232   
                               INDONESIA 
〔PHILIPPINES〕      KAWATA THAILAND CO., LTD. REPRESENTATIVE Office
                                                                                            /Phone.63-917-312-0003
                 

Easy operation with a touch panel display     


