
積荷安定化の為の接着剤塗布システム
BAG FIX™

貴社の積荷を守ります
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1980年の設立以来、H.Rand社は環境に配慮した積荷安定化システムの専業メーカーとして、
今日に至っております。 お客様の様々な要請にお応えするために、我社は、広範囲の用途に開発さ
れた解決策を、BAG FIX 接着剤塗布システムと、GRIP FIX 滑り防止用接着剤でご提供致します。

	 BAG FIX™ application systems and 
 GRIP FIX™ antislip products.

私達のBAG FIX（塗布システム）はお客様の個々の用途に合わせて設計され、カスタマイズされ
ています。BAG FIXは、頑丈で、長時間の使用に耐え、メンテナンスも少なくて済みます。このカ
タログでは、標準的な製品を紹介しておりますが、個別のご要請についてはお問い合わせを頂け
れば、貴社の包装のニーズに合わせた最適な解決策をご提案致します。

私達のGRIP FIX(滑り防止接着剤)はパレット上やスリップ防止紙上の積荷の荷崩れを防ぐ、水
溶性・溶剤不使用の接着剤です。120種類を超えるGRIP FIXは実質上全ての標準的なパッケー
ジへの使用を約束します。パレットから降ろされた各個包装品には殆ど（もしくは全く）接着剤の
痕跡が残りません。

GRIP FIXの製造に使用される原材料は食品産業由来のもので構成されており、完全に生分解
性であります。これらの製品はまたBFR（ドイツ連邦保険省）規格及びFDA（米国・食品医薬管
理局）規格に合格しております。

この当社の荷崩れ防止システムの根幹はパレタイズ用接着剤GRIP FIXです。この接着剤は、個
々のお客様の用途に合わせて設計、カスタマイズされた製品です。あなたがご使用中の包材を当
社へ送って頂ければ、その包材に合わせてカスタマイズしたGRIP FIXを開発致します。これを
実現するために、私達は研究室で数多くのテストを繰り返し、包材の材質の物性に合わせて滑り
止め接着剤を最適に調合します。お客様が求める接着強度、剥離に要する時間、固定に要する時
間、そして勿論接着面の外見もお客様のニーズにしっかり一致させることを約束致します。
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大きな特長として、お客様のニーズに合
わせた容量でGRIP FIXを提供すること
ができます。１リットルの手持ちサイズの
ボトルから、30リットルのドラム缶、さら
には1000リットルの中型容量コンテナ
で、接着剤を供給することができます。

H.Rand 社のコンセプト:

• 最大50％のコスト削減
• 余分な包装材料が不要
• 余分な包装材料の廃棄費用が不要
• エンドユーザーの手元まで、製品を
 安定固定
• 環境保全に対する積極的貢献

下記の製品に対応する解決策をご提供します。

 紙袋

 ポリエチレン袋

 織布袋

 カートンボックス

 シュリンクフィルムで固定された
 トレイ  

 セロファン包装された原料
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用途
パレタイザーの供給部に設置；
段ボール、紙袋、織布袋、PE袋

（ある条件下）

特長
• コンテナからフィルターを通
 じて噴射ガンまでのクロ
 ーズドシステム
• 可変するパッケージの長さを
 自動検知
• 標準でPLCインターフェイスでの
 ローレベル警告音発生システム
• 液滴・散布・スプレーまでの連続調整
 機能
• コンテナ交換時に塗布ラインの連続
 運転可能
• 簡単でシンプルなコンテナ交換機構
• PLCコントロールによる、最上段層
 への塗布をスキップ

※このシステムは、またク

ローズド制御盤の型式

BAG FIX ESP4

にも適応されます。

圧縮エア 最少: ５bar 電源： 100-240 V/AC 又は　24V/DC
重量： 45KG  機械寸法： 1200x600x400mm

全自動パレタイジングライン用
多機能型滴下・散布・スプレー方式塗布機 
型式 BAG FIX ESP-2

BAG FIX ESP-2はBAG FIXシリーズの中で
も最も多くの用途に対応します。
滴下から微細なスプレーまで調節可能です。
反射式センサーは個々のパッケージを検知し
て、プログラムでコントロールされたシステム
を通じて噴射ガンをコントロールします。

2個のダイアフラムポンプが、フィルターを通し
てGRIP FIXを噴射ガンへ供給します。これは、
圧力レギュレーターでコントロールされ、標準
でGRIP FIXのローレベル表示機能も搭載し
ています。

このローレベル表示アラーム機能により、
GRIP FIXを塗布装置内に残しながら、コンテ
ナを空にすることを手助けします。これにより、
塗布ラインを止めること無く(GRIP FIXの)コ
ンテナを交換することができます。
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圧縮エア 最少: ５bar	 電源： 230V/AC; 3KW/h max
制御盤:重量: 100KG 	 	 寸法： 1800x600x500mm
塗布ヘッド： 重量 ： 20KG 	 寸法： 500x250x500mm

用途
パレタイザーの供給部に設置；紙袋用の
不凍結GRIP FIX 接着剤に使用

特長
• 温度コントロールヒーター：キャビネッ 
 ト、チューブ、噴射ガンは温調され、また
 -20℃での動作確認を済ませています
 閉鎖されたキャビネットによる防塵仕様
• コンテナからフィルターを通じて噴射ガ 
 ンまではクローズドシステム
• 可変するパッケージの長さを自動検知
• 標準でPLCインターフェイスでのロー 
 レベル警告音発生システム
• 液滴・散布・スプレーまで連続調整機能
• コンテナ交換時に塗布ラインの連続運 
 転可能
• 簡単でシンプルなコンテナ交換機構
• PLCコントロールによる、最上段層へ 
 の塗布をスキップ

暖房器具無しの製造工場 (-２０℃まで）における
滑り防止接着剤用積荷安定化システム 
型式 BAG FIX S20

本システムは、セメント、動物飼料や肥料など
の産業でしばしば見られる、暖房器具無しの
製造工場で環境温度が-２０℃ 度Ｃまで下が
る工場のために特別に開発されました。
このシステムはパレターザーの入口に設置し
ます。反射式センサーは個々のパッケージを検
知して、パッケージに対して一般的に0.5-2.0
グラムのGRIP FIXを塗布する様２個の噴射
ガンをコントロールします。

温度制御された加熱システムは、コンテナから
噴射ガンまでの全ての接着剤の通り道が凍結
しないことを保証します。
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– –	 	 – –
重量 ： 13KG		 	 寸法： 490x250x530mm

用途
パレタイザー供給部に設置:主にPE袋、
紙袋（ある条件下）

特長
• 操作時に追加電源不要
• コンテナから塗布ローラーまでは
 クローズドシステム
• 低コスト
• 塗布ローラーは簡単に交換可能
• 省スペース
• 短期間で設置可能
• 袋の高さに合わせて、手動/自動でロ 
 ーラーの高さ調整機能
• PLCコントロールによる、最上段層へ 
 の塗布をスキップ

この装置のメカニカル構造は外部電力を必要
としません。袋を搬送するコンベヤベルトが塗
布ローラー付きのアームを持ちあげます。この
動作が機械的に、可変式ダイアフラムポンプを
作動させ、スポンジやフェルト製のローラーに
GRIP FIXを浸透させます。

当装置を数日間使用しない場合やクリーニン
グをする場合は、塗布ローラーを簡単に手で
取り外すことができ、温水で洗浄することがで
きます。

外部電源不要の、PE袋用ダブルローラー塗布機
型式 BAG FIX W49-J
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PE袋用精密計量ポンプ付きダブルローラー塗布機
型式 BAG FIX W49-E

用途
パレタイザーの供給部に設置:主にPE袋、
紙袋（ある条件下）

特長
•塗布量の正確な計量とコントロール
• 光学式流量制御による精密軽量シリン
 ダーポンプ
• ポンプシリンダー自動洗浄機能
   デッドスペース）
• コンテナからフィルターを通じて塗布
 ローラーまではクローズドシステム
• PLCインターフェイスでのローレベル
 警告音発生システム
• コンテナ交換時に塗布ラインの連続運
 転可能
• 塗布ローラーは簡単に交換可能
• 袋の高さに合わせて、手動/自動でロー
 ラーの高さ調整機能
• PLCコントロールによる、最上段層へ
 の塗布をスキップ

※このシステムは、クローズド

制御盤の型式　 

BAG FIX  W51-E

にも適応されます。

このシステムはパレタイザーの供給部に設置
されます。 PE袋が塗布ローラーを持ち上げ 
ると、ポンプへ信号が送られます。
少量のGRIP FIX、約0 – 2.0グラムがスポン
ジあるいはフェルト製のローラーを経由して
袋の表面に塗布されます。

当装置を数日間使用しない場合やクリーニン
グをする場合は、塗布ローラーを簡単に手で
取り外すことができ、温水で洗浄することが 
できます。

圧縮エア 最少: 4bar	 電源： 100-240V/AC 又は、24V/DC
制御盤： 重量： 45KG 	 寸法： 1200x600x400mm
塗布ヘッド： 重量 ： 13KG 	 寸法： 490x250x530mm
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用途
パレタイザーの供給部に設置:
表面に汚れがないPE袋用

特長
•操作時に追加電源不要
• コンテナからフェルト製ストリップま 
 ではクローズドシステム
• 低コスト
• フェルト製ストリップは簡単に交換可能
• 省スペース
• 現行のコンベヤベルトに短期間で  
 設置可能
• 袋の高さに合わせて、手動/自動でス 
 トリップの高さ調整機能
• PLCコントロールによる、最上段への 
 塗布をスキップ

外部電源不要の、ほこりのない状態のPE袋用
フェルト製ストリップ使用塗布機　
型式 BAG FIX ST 49-J

この装置のメカニカル構造は外部電力を必要
としません。PE袋を搬送するコンベヤベルトが
フェルト製のストリップ付きアームを持ち上げ
ます。 この動作が機械的に可変式ダイアグラ
ムポンプを作動させ、フェルト製ストリップに
GRIP FIXを浸透させます。

当装置を数日間使用しない場合やクリーニン
グをする場合は、フェルト製ストリップを簡単
に手で取り外すことができ、温水で洗浄するこ
とができます。

– –	 	 – –
重量 ： 13KG		 	 寸法： 490x250x530mm
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ほこりの無いPE袋用、精密計量ポンプ付きフェルトストリップ塗布機
型式 BAG FIX ST49-E

用途
パレタイザーの供給部に設置：
ほこりの無いPE袋用

特長
• 塗布量の正確な軽量とコントロール
• 光学式流量制御による精密計量シリン 
 ダーポンプ
• ポンプシリンダー自動洗浄機能（デッ 
 ドスペース）
• コンテナからフェルト製ストリップま 
 ではフィルターを通じて クローズドシ 
 ステム
• PLCインターフェイスでのローレベル 
 警告音発生システム
• コンテナ交換時に塗布ラインの連続運 
 転可能
• フェルト製ストリップは簡単に交換可能
• 袋の高さに合わせて、手動/自動でスト 
 リップの高さ調整機能
• PLCコントロールによる、最上段への 
 塗布をスキップ

このシステムはパレタイザーの供給部に設置
されます。PE袋を搬送するコンベヤベルトが 
フェルト製ストリップ付きの塗布アームを持ち
上げると、ポンプへ信号が送られます。。少量の
GRIP FIX、約0.2-2グラムがフェルト製ストリ
ップを経由して袋の表面に塗布されます。

当装置を数日間使用しない場合やクリーニン
グをする場合は、フェルト製ストリップを簡単
に手で取り外すことができ、温水で洗浄するこ
とができます。

※このシステムは、クロ

ーズド制御盤の、型式　

BAG FIX ST51-E

にも適応されます。

圧縮エア 最少: 4bar	 電源： 100-240V/AC 又は、24V/DC
制御盤： 重量： 45KG 	 寸法： 1200x600x400mm
塗布ヘッド： 重量： 13KG 	 寸法： 490x250x530mm
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PE袋/紙袋/段ボール箱等の手動パレタイジング用 
手動塗布機　 
型式 BAG FIX SM 30

BAG FIX　SM30は可動式のスタンドに設置
され、このシンプルな構造が故に、様々な状況、
特に小ロット生産や、パレットのピックアップの
ような使用にも対応します。全てのチューブは
簡単に巻き上げられますので、使用中の安全性
や操作性が向上します。

ダイアフラムポンプはGRIP FIXをコンテナか
ら手動式のスプレーガンへ供給します。スプレ
ー圧と接着剤の圧力は簡単に調節可能です。

用途
小ロットの多様な用途で使用
できます

特長
• シンプルで頑丈な設計
• 可動式スタンド
• 均一な塗布量のスプレーガン
• チューブは簡単に巻き上げら
 れ、作業スペース確保に寄与
• 現行機械への組み込みも可能

応用
カートンボックスや吸水性を有
す紙袋には滴下方式の塗布ガン
をご推奨いたします。

圧縮エア 最少: 4bar - - 
重量： 15KG  機械寸法： 1200x600x400mm
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H. Rand GmbH
Palletizing Safety Systems
Dieselstr. 19 – 21
67141 Neuhofen
Germany

Tel: +49- 62 36-40  88 00
Fax: +49- 62  36-40  88  01

Email: rand@rand-online.com
Web: www.rand-online.com

日本総代理店 

東京本社
〒166-0013
東京都杉並区堀ノ内1-7-23
Tel: 03-3313-8431
Fax 03-3318-4791
Email: info@seikosan.com
Web:  www.seikosan.com

大阪営業所
〒547-0001
大阪市平野区加美北6-1-2 
Tel: 06 (6794) 3951 
Fax: 06 (6794) 3817

福岡営業所
〒812-0016
福岡市博多区博多駅南4-18-14 
Tel: 092 (452) 2600 
Fax: 092 (452) 2610

All	rights	reserved	©	H.	Rand	GmbH	Germany	–	DEU
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