
質量計量供給機 Gravimetric Synchronized Feeder

外形寸法図 Dimensions
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SAC series

SYNCHRO AUTOCOLOR
シンクロオートカラー

SYNCHRO AUTOCOLOR
独自の計量方式が混合を不要に！！
Original Weighing Method: No Need for Mixing
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SAC-ME-1

SAC-1J
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SAC-8E
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Max.1200
（0.4～0.7MPa）

SAC-8J / SAC-8ESAC-1J / SAC-1E SAC-4J / SAC-4ESAC-MJ-1 / SAC-ME-1    
φ12
30～150

φ10
10～50

25×8

φ13
30～120

φ16
50～200

φ22
150～500

25×4100×140×1

自動切替
Automatic

手動（計量ホッパ）

500

15×8個

450

15×4個

250

40

60

12

自動エアーブロー
Auto air blow

1.5
15

手動
Manual

Manual (scale hopper)
     半自動切替（ノズル切替）
Semiautomatic (nozzle interchange)

M/Bタンク容量 
M/B Tank Capacity
色替
Color Change

M/B供給能力
M/B Feeding Capacity

掃除
Cleaning

スクリュ口径
Screw Diameter

Lot
（L）×個数 

（g/min）

（kVA）
（AT）

質量
Weight

（kg）

（kg）

圧縮空気消費量
Compressed Air Requirement （L/min〔ANR〕）

総電気容量
Power Supply

本体
Body

タンク
Tank

3 Phase

日塗工 Y15-85A 半艶 JMPA Y15-85A, semigloss塗装色 
Painting Color

（3相 AC200V/200、220V 50/60Hz）

*Capacity less than 30 g/min 
   or more than 150 g/min 
  will be special option.

＊スクリュ4種（φ10、φ13、φ16、φ22）から供給能力に適合するスクリュー1種を選定し、
    計量器（ホッパ）に取付願います。〔スクリュー（φ16、φ22）は付属部品、スクリュー（φ10、φ13）はオプション部品〕

* Select one which adapts to the feeding capacity from among four screws (φ10, 13, 16 and 22), 
   and attach it to the hopper.〈φ16 and 22 screws: accessary,  10 and 13 screws: option〉

＊30g/min以下、150g/min以上の
     場合は特殊対応

仕様 Specifications

Main material hopper
    ( photo with loader hopper)

● 主材ホッパ
　  （写真はオートローダー ホッパ付）  M / B tank (40L)

● M/B用タンク（40L）

オプションOption



2 3

Main material and masterbatch are synchronized 
to feed continuously.

Masterbatch is precisely weighed and conveyed 
directly to a molding machine.

マスターバッチを高精度で計量しながら、
成形機に直接空気輸送供給します

Synchronized feeding of masterbatch with 
highprecision provides high-density M/B.

マスターバッチを高精度で同調供給する
ため、思いきったマスターバッチの高濃度化
が図れます

It resolves color shading problem caused by 
static electricity.

静電気による色ムラが解消できます

Drastically Reduced Time for Color Changes
色替え作業時間を大幅に短縮

Remaining masterbatch can be recycled. 
（Excluding MJ/ME model. ）

マスターバッチ残材の回収機能を備えて
おります（MJ/MEは除く）

Self-cleaning function eliminates manual labor. 
（Excluding MJ/ME model. ）

セルフクリーニング機能を備えており、
手作業による手間を省きます
（MJ/MEは除く）

Automatic switching of max. 8 kinds of M/B.

マスターバッチの自動切換えが最大８種類
まで行えます（SACー８J）

主材料の流れにマスターバッチを同調（シン
クロ）させ、連続供給する独自のシステム
です

材料タンク
Material hopper マスターバッチタンク　４色または8色

M/B tank: 4 or 8 tanks available.

ロードセル（ロスインウェイト）
Loss-in-weight weighing with loadcell.

マスターバッチの供給は成形機のスクリュ回転に
同調するため、マスターバッチが金太郎飴状態で
成形機シリンダへ連続的に供給されます。

Air  cleaning device automatically cleans hoppers 　
and every corner of the pipes.

Receiving the screw revolution signal from 
molding machine, the motor controls M/B 
feeding speed.

M/B feeding speed is synchronized with the screw 
speed of molding machine so that M/B is continuously 
fed into the molding machine.

Remaining M/B in the weighing hopper is recycled to 
the respective tank,　followed by　air-cleaning when 
changing color.

成形機
Injetion molding machine

Direct  feeding system 
with-out mixing unit.

作業タイムと運転停止タイムの比較 シンクロシステム Synchro Auto ColorDifference
（SAC-4J型モデル例）（Example＝SAC-4J）

青色成形

従来ブレンダ Conventional Blender

色替えの無人化を追求した画期的なシステム
System for full automatic color change

作業タイム
Working time

Down time
運転停止タイム

約40分

約50分 約2分

❷ 自動回収：自動エアーブロー
Automatic M/B Return
Automatic air-blow

❸

➡ ➡

❶ M/Bタンク赤色材料抜取/清掃
M/B Tank Emptying red-color material
and Cleaning

❷ 混合ドラム赤色材料抜取/清掃
Mixing Drum Emptying red-color material
and Cleaning

❸ 成形機赤色材料抜取/清掃
Injection molding machine Emptying
red-color materialand Cleaning

❹ M/Bタンク青色材料投入 ❺
M/B Tank Blue-color material feeding

➡ ➡ ➡ ➡

040 0 250

ワンタッチ
One touch

About 
2 minutes

About 
40 minutes

About 
50 minutes

（分 Min）

ミキシング装置はありません。
マスターバッチが成形機シリンダ
へ直接供給されます。

色替えスイッチを押すとマスターバッチの残材を
回収しタンクへ戻します。
エアーパージによる掃除も自動的に行います。

クリーニング装置がコンプレッサーエアを
使って、自動的に各ホッパー配管内を掃除
します。

成形機のスクリュ回転信号を受け、
モータの回転をコントロールしながら
マスターバッチを同調供給します。

SAC-4J / SAC-4E システム図 sysyem flow

 Weighing hopper (for 1E, 4E, 8E)
● ウェイングホッパ（1E / 4E / 8E用）オプションOption

主材料の使用料をロードセル（ロスインウェイト
計量）で検知し、M/Bを一定比率に保ち供給さ
せます。
By weighing  the  dosing  quantity  of  virgin material, the  
fixed  ratio  of M/B  is  fed  into injection molding machine.

❶ 赤色成形
Red-color product Blue-color product
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（kg）

（kg）

圧縮空気消費量
Compressed Air Requirement （L/min〔ANR〕）

総電気容量
Power Supply

本体
Body

タンク
Tank

3 Phase

日塗工 Y15-85A 半艶 JMPA Y15-85A, semigloss塗装色 
Painting Color

（3相 AC200V/200、220V 50/60Hz）

*Capacity less than 30 g/min 
   or more than 150 g/min 
  will be special option.

＊スクリュ4種（φ10、φ13、φ16、φ22）から供給能力に適合するスクリュー1種を選定し、
    計量器（ホッパ）に取付願います。〔スクリュー（φ16、φ22）は付属部品、スクリュー（φ10、φ13）はオプション部品〕

* Select one which adapts to the feeding capacity from among four screws (φ10, 13, 16 and 22), 
   and attach it to the hopper.〈φ16 and 22 screws: accessary,  10 and 13 screws: option〉

＊30g/min以下、150g/min以上の
     場合は特殊対応

仕様 Specifications

Main material hopper
    ( photo with loader hopper)

● 主材ホッパ
　  （写真はオートローダー ホッパ付）  M / B tank (40L)

● M/B用タンク（40L）

オプションOption
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