
エアー緩衝材製造機

バイオマスプラスチック
配合フィルム使用

環境に配慮した
次世代緩衝材

～空気で商品を守ります～

TYPE MA

SAMURAI AIR



用途に合わせたエアー緩衝材を自在に
製造できるハイスペックタイプ

TYPE MA

SAMURAI AIR

本体サイズ
本体重量
生産速度
電　　源

約310mm×330mm×280mm
約5kg
8m/分 (new version 1～18m/分)
100V

【機械仕様】

● ハイスピード
    1分間に約8m製造できる高い生産能力。
　 （MAX 18m製造タイプもご用意）
● ハイスペック
　 エアー量の調整、温度調整など細かい設定が可能。

● マルチフィルム
　 製品に合う多種多様なサイズのフィルムをご用意。

● オートメーション
　 必要数を設定して自動生産が可能。

● ハイブリッドフィルム
　 薄肉高強度、強力な溶着力。航空機輸送にも対応。
　   ［耐温度］70℃～-40℃ ［耐圧］38～242kgf ［耐気圧］0.65気圧

● ハイスピード
    1分間に約6m製造できる高い生産能力。

● ハイスペック
　 エアー量の調整、温度調整など細かい設定が可能。
    ※空気量増大仕様

● マルチフィルム
　 製品に合う多種多様なサイズのフィルムをご用意。

● オートメーション
　 必要数を設定して自動生産が可能。

● ハイブリッドフィルム
　 薄肉高強度、強力な溶着力。航空機輸送にも対応。
　   ［耐温度］70℃～-40℃ ［耐圧］38～242kgf ［耐気圧］0.65気圧

次世代コンパクト ＆
                  ハイスペックモデル

本体サイズ
本体重量
生産速度
電　　源

約460mm×210mm×205mm
約2.2kg
6m/分
100V

【機械仕様】



兼用

専用フィルム

200mm幅×100mmピッチ 200mm幅×200mmピッチ

200mm幅×300mmピッチ

●200mm幅×100mmピッチ  900m巻 　　2巻 /箱
●200mm幅×130mmピッチ  900m巻　　 2 巻 / 箱
●200mm幅×200mmピッチ  900m巻　　 2 巻 / 箱

HB ECO  ナチュラル色　ハイブリットPE

【キルトスモール】

【キルトラージ】

【バブル】

【HB LT AN 帯電防止】

【チューブラージ】 【チューブマルチ】

【ストロング200×100(HB-L 200×100)】

【ハート】

【チューブスモール】

薄肉高強度の傑作！

●200mm幅×100mmピッチ  700m巻 　　2巻 /箱
●200mm幅×200mmピッチ  700m巻　　 2 巻 / 箱
●200mm幅×300mmピッチ  700m巻　　 2 巻 / 箱

HB  ナチュラル色　ハイブリットPE信頼と安心の定番品

●400mm幅×70mmピッチ  480m巻 　　1巻 /箱

HB LT AN( 帯電防止）  ナチュラル色　ハイブリットPE静電気対策に最適！

●バブル                400mm幅   450m巻 　　1巻 /箱
●キルトスモール   400mm幅   450m巻 　　1巻 /箱
●キルトラージ    400mm幅   450m巻 　　1巻 /箱
●チューブスモール   400mm幅   450m巻 　　1巻 /箱
●チューブラージ   400mm幅   450m巻 　　1巻 /箱
●チューブマルチ  400mm幅   450m巻 　　1巻 /箱

MC ECO  ナチュラル色　ハイブリットPE包む・隙間埋めの定番品

●バブル                400mm幅   300m巻 　　1巻 /箱
●キルトスモール   400mm幅   300m巻 　　1巻 /箱
●キルトラージ    400mm幅   300m巻 　　1巻 /箱
●チューブスモール   400mm幅   300m巻 　　1巻 /箱
●チューブラージ   400mm幅   300m巻 　　1巻 /箱
●チューブマルチ  400mm幅   300m巻 　　1巻 /箱

● 200mm幅 ×100mmピッチ　400m巻　　 2巻 / 箱

MC LP  ナチュラル色　ハイブリットPE包む・隙間埋めの重量物用

●軽量～中量物        200mm幅 ×100mmピッチ　700m巻　　 2巻 / 箱
●中量～重量物        200mm幅 ×100mmピッチ　400m巻　　 2巻 / 箱

HB-L  透明　ハイブリットPE透明度が高く、中身の製品を見るときに便利！

STORONG  透明　ハイブリットPET/PE“超”重量物用

●ハート（レッド）　400mm幅   480m巻 　　1巻 /箱

MC  レッド色　ハイブリットPEギフトやプレゼントに！

TYPE MA・SAMURAI AIR

対策
バイオマスプラスチック30％含有

～貴社オリジナル印刷でのご提案をいたします～



※予告なしに製品の価格、仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。　※機械によりご契約が異なりますので都度担当の営業よりご案内致します。
※当社の許可なく、インターネット及び媒体関係への転載を禁止致します。　　　 ※契約時にシステム料が掛かる場合があります。

代理店

安心のサポート体制

 無料サンプルのご提供
空気を入れたエアーピロー状のサンプルを無料配布

 ベストなコスト提案
製品に最適な使い方やフィルムをご提案

 最適な導入方法
メリットのあるレンタル、購入のご提案

 デモトライアル
お気軽にデモトライアルのご用命可能

 メンテナンスはスピード対応
メンテナンスに時間を掛けないよう機械を一旦入替

※条件等ありますが、まずはお気軽にご相談ください。

 オリジナル緩衝材・OEM エアー緩衝材関連商品

貴社の宣伝、製品の宣伝、様々な方法でお客様へアピールする
オリジナル緩衝材をお作りします。

 新商品

シート状のエアー緩衝材。商品を包むことができます。
切り取り用ミシン目付き。

袋状のエアー緩衝材。簡単に商品を保護できます。
切り取りミシン目付き。

緩衝材作りながら梱包作業もはかどるカートが新登場！
作業効率がUPします。

●オリジナルバイオマス仕様
●オリジナル印刷
●オリジナルフィルム
●OEM

エアーバブル包装

2022.7

エアーバブル袋タイプ オーダーメイドOK

【パックタイプ】

Cute
キュート

エアー緩衝材／出来合い品

 ※他タイプをご要望の場合でもお気軽にご相談ください。
 ※お届けイメージ

●パックタイプ  200mm幅×100mmタイプ
　　　　　　　　 ( 一箱あたり約 350粒入り )

梱 包 材 販 売 事 業 部

ＴＥＬ  0256-64-7785　FAX0256-64-7764
〒959-1104  新潟県三条市東光寺3689-1 RISEビル本　　　社

東京営業所

E-mail info@sunyou-pmp.co.jp
URL   https://www.sunyou-pmp.co.jp

ＴＥＬ  03-3836-1517     FAX050-3737-7584
〒110-0015  東京都台東区東上野2-10-10 協和ビル2F


