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チューブフィルム包装機
Tube film packing machine

LM SERIES
LMC-200／LMT-200(P)／LMT-300(P)

LM SERIES

MODEL

LMT‒200P

シリーズ名
Series Name

チューブの最大幅
Maximum width of tube

C : カンガルータイプ
T : チューブタイプ
C : Kangaroo Type
T : Tube Type

P : プリンタ付
P : With a printer

NEW

MODEL LMC-200 LMT-200（P） LMT-300（P）

入力電源
Input power

AC100V 単相 1KVA
AC100V Single-phase 1KVA

AC100V 単相 1KVA
AC100V Single-phase 1KVA

AC100V 単相 1KVA
AC100V Single-phase 1KVA

常用空気圧
Regular air pressure （MPa） 0.4～0.5 0.4～0.5 0.4～0.5

袋寸法
The size of the bag

幅
Width （mm） 80～200 100～200 200～300

長
Length （mm） 80～250 100～250 200～550

厚
Thickness （mm） 0.045～0.08 0.045～0.08 0.045～0.08

包装資材
Packing materials

ポリエチレン（LDPE）
Polyethylene (LDPE)

ポリエチレン（LDPE）
Polyethylene (LDPE)

ポリエチレン（LDPE）
Polyethylene (LDPE)

包装能力
The ability of packing

7 袋 Max/ 分（空包装時）
Maximum 7 bags per one minute

(Without products)

12 袋 Max/ 分（空包装時）
Maximum 12 bags per one minute

(Without products)

6 袋 Max/ 分（空包装時）
Maximum 6 bags per one minute

(Without products)

機械寸法
The size of machine

幅
Width （mm） 510 530 650

長
Length （mm） 643 890 1265

厚
Thickness （mm） 605 740 811

機械重量
Machine weight （kg） 70 90 150

成形の最終工程、袋詰めもハーモが サポート！ チューブフィルム包装機で納品の 段取りが向上します！
HARMO supports the last process of molding which is packing. Processes will be  improved by using a tube film packing machine.

LMシリーズは、包装資材にチューブ状のポリエチレンフィルム（LDPE）を使って、
製袋しながら包装するチューブフィルム包装機です。
チューブ方式のため静電気により付着したホコリが入らず、清潔に包装できます。
プリンタ付きならトレサビリティ対応の QRコード印刷もチューブに直接行なうことができます。
　LM series are tube film packing machines that make bags using cylindrical polyethylene film 
as packing materials, also pack products at the same time.
Tube type bag to prevent dust caused by static electricity and to pack products well.
If it is used with a printer, printing QR code on the tube for traceability is available.

●小型の工業部品やコネクタなどをまとめて包装できます
　Small industrial parts and connectors can be packed.

●安全設計
　Safety design

●袋の交換は簡単
　Changing a bag is easy

●操作は簡単
　Easy operations

●様々なカスタマイズ
　A variety of the customizations

●ラインナップ
　Line-up

●プリンタ機能付もラインナップ
　Line-up with the printer.

●コンパクトボディー
　Compact body

フタが開いていると安全のため動作を行
ないません。
When the cover opens, the machine 
doesn't work for safety.

ホッパーの大きさ、形状など、カスタマイ
ズにも対応。
Corresponding to the size of hopper, 
shape, and customization.

袋幅は、100mm～300mm をご用意。袋長
の設定も可能。プリンタ付きもあります。
The width of the bag: 100mm to 300mm 
The length of the bag is settable. We also 
offer the machine with a printer.


