
タンクフリー™ホットメルト接着剤供給システム

実 証 済 み の 品 質 、先 進 の テ ク ノ ロ ジ ー

InvisiPac®
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仕組み

InvisiPacは、材料の供給に自動真空フィードシステムを採用し

ています。チャンバー内の量を超音波センサーにて監視し、

必要に応じて自動的に材料が追加されます。熱伝達が

効率的に行われるよう設計され、タンクフリーのシステム

で、タンクシステムと同等以上の処理能力を実現しました。

必要な分だけ溶解された接着剤は、ヒーター内に留まること

なく効率良く供給されます。

必要以上に加熱される事無く、焦げの発生が大幅に削減

されることで、品質の向上、保守に費やされる時間の削減が

期待出来ます。

•	 素早い立上げ – 10分以内で準備完了、大幅に立上げ 

 時間を短縮出来ます。

•		タンクフリー – 接着剤は、必要に応じて供給・溶解さ 

 れる為、無駄に加熱されることはありません。

•		接着剤が必要以上に加熱されることがなくなり、焦げの 

 発生を抑える事が出来、材料の劣化が減少します。

•		タンクの焦げによるノズルの詰りがなくなり、システム 

 保守作業が少なくなります。

•		材料の劣化が減少することで、安定した精度で接着剤を 

 供給する事が出来、より優れた品質を実現します。

•		低コストの接着剤を使用した場合であっても高い性能 

 を発揮します。

InvisiPac – 新しいホットメルト技術の到来 
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包装業界向け
革新的なホットメルト装置
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InvisiPac – 新しいホットメルト技術の到来 

InvisiPacHM25、HM50の詳細に関してはwww.invisipac.comをご参照ください。

自動真空フィードシステム

•  接着剤をドラム缶やバルク容器から
 直接供給することで、人件費を削減

•  接着剤を自動的に最適レベルに保持

•  紙のホコリ・紙屑を排除

•  サーマルショックをなくすことで
 衛生水準の向上を促進し、ビード

 ウエイトの一定性を確保

フィルター

•  表面積が大きいため数か月にわたる
 メンテナンス・フリー運転を実現

インライン・メルター

•  タンクフリー設計

•  用途における要求に応じた接着
 剤の溶融

•  焦げが少なくなり、アップタイム
 が増加

•  10分以内に使用温度に到達

• 円形のデザインにより先入れ先出
 し方式の接着剤の流れが可能

パワー・エントリー・モジュール

•  ジャンパーが不要で据付が簡単

•  480 Vシステムの自動検知による

 過負荷に対する保護

InvisiPacGS35

•  特許出願中のモジュール・
 フィルター設計により

 プラグフリー操作が可能

直観的なユーザー・インタフェース

•  グラフィックとテキスト表示による
 簡単な操作

•  トラブルシューティングが容易 –

 問題の根本原因を指摘

•  ヒートゾーン温度をすべて一つ
 の画面に表示

•  接着剤の消費量を追跡

•  USBでのダウンロードが可能な運転

 データ、エラー、イベント履歴

オプション品のライト・タワー

•  システムの状態が一目で分かります。

優れた加熱ホース

•  優れたホース構造により熱を和らげ、焦げの 
 形成をほぼ解消

ポンプ

•  85年の蓄積された流体処理技術に

 裏打ちされたグラコ社の2ボール設計

•  実証済みのNXT® エア・モーター技術により

 ショットの一定性を高い信頼性で実現
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タンクフリー設計 : 新たな包装業界の基準を設定

包装業界向けサポートのネットワーク

全世界でのサポート

全世界で展開されているインフラにより、グラコ社の擁する

博識な専門家のグローバル・ネットワークを活用いただけます。

実証済みの実績

グラコ社は世界有数の装置メーカー、接着剤サプライヤと

密接な協働関係を保っています。グラコ社に対しては、応答性

の高いサービスとサポートだけでなく、お使いの製造機器に

要求される正確性と信頼性も期待することができます。

グローバルな物流

グローバル物流ネットワークにより、交換部品とサービスに

関して配送時間の短縮が期待できます。グラコ社の正規代理

店を通して、お客様の事業に特有のニーズを理解できる専門

家に相談することができます。

従来のタンクシステム

•	使用温度まで徐々に加熱

•	大量の接着剤を高温に維持

•	接着剤の劣化を促進

•	焦げが生じ、ノズルの詰りが発生　　　

InvisiPacのタンクフリー・システム
•	使用温度まで素早く加熱

•	必要に応じて加熱された接着剤の連続的な流れを維持

•	接着剤の劣化を防止　

•	タンクの焦げによるノズルの詰りを解消

•	ほとんどの大容量タンクシステムと同等以上の溶解率を 
 達成

タンクフリーが従来のタンクシステムより好まれる理由
•	必要な分だけ接着剤を供給ことで焦げの形成を防止

•	溶解量が少ないため接着剤がある温度に止まる時間が短縮　–　焦げが少なくなり、劣化が減少

•		選択肢が増加 – ロー・グレードの接着剤を使用する場合にはロー・グレードを使用し、高性能を確保する場合には  
 ハイ・グレードの接着剤を使用することが可能
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ノズルの詰りによる保守時間を短縮
InvisiPacプラグフリー™・ホットメルト・アプリケータを使用すると、保守に要する時間が短縮さ

れたことを実感できます。革新的なフリーフロー・マニホールド設計と一体化モジュールによる

フィルタリングが – InvisiPac・システムとの併用により – ノズルの詰りを解消することができます。

タンクフリー設計 : 新たな包装業界の基準を設定 生産効率の引き上げ

InvisiPacHM25、HM50の詳細に関してはwww.invisipac.comをご参照ください。

工場設定されたスプリング

•  工場設定されたスプリングはあらゆる空圧・
 流体圧力レンジで作動可能

 – 現場での調整が不要

フリーフロー・パス

•  設計により焦げがたまるデッドゾーン 
 を解消

マニホールド

•  マニホールド・フィルターは屑と焦げを捕捉するため 
 フィルター交換時にこれらを排除

•  マニホールド・フィルターは加熱されたゾーンにある 
 ためコールド・スポットがなく、接着剤塗布の一定性 
 を確保

•  10分以内に使用温度に到達

モジュラー型フィルター

•  ボールとシートに屑や焦げの侵入を防ぐ設計

•  インビジパック・システムとの併用によりノズルの
 詰りを解消

ソレノイド

•  グラコ社方式による最適化制御

•  高速・高温運転に耐える設計

安全性

•  UL/CSA規格への適合性を示す第三者機関による認証

その他の型式も用意



InvisiPacを使用すれば、材料の　　
使用状況やその他の生産上の　　
イベントの追跡が行えます。

•	 運転データ、エラー、イベント履歴のUSBへのダウン 

 ロード

•		単位当たりコストの追跡し、経費節減、品質確保を 

 目的として接着剤消費量を簡単にグラフ表示

•		予防保守の向上とダウンタイム短縮を目的とした 

 機器性能の定量的分析
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優れた追跡・監視機能

優れた加熱ホース設計

接着剤の焦げの蓄積が少なくなるように設計されている

グラコ社の焦げに強いホースを使用することで生産効率

が上がり保守コストが削減されます。シリコーン層を追加

することで均等な加熱が促進され、焦げと表層形成を引き

起こすホットスポットとコールドスポットを解消します。

•	 ホースの長さを多数用意しているため設置が容易

•	 水洗型か標準型かを選択可能

•		食品安全型包装作業用のInvisiPac水洗型ホースは、

 水洗用途における性能の国際規格であるIPX6型を

 採用

内蔵型の温度超過に対する安全性を確保したインターロック

シリコーン絶縁層

10分以内に所要温度まで上昇
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InvisiPac・タンクフリー・ホットメルト
接着剤デリバリー・システム
 

使用電源 AC 200～240 V、単相、50/60 Hz  AC 200～240 V、単相、50/60 Hz

     AC 200～240 V、3相、50/60 Hz  AC 200～240 V、3相、50/60 Hz

     AC 400～480 V、3相、中性線付き、50/60 Hz  AC 400/480 V、3相、中性線付き、50/60 Hz

     AC 200～240 V、3相、中性線付き、50/60 Hz  AC 400/230 V、3相、中性線付き、50/60 Hz

所要温度までの時間 10分以内*  15分以内*

溶融率 / 一定スループット* 25 ポンド/時 (11.3 kg/時)  50 ポンド/時 (22.6 kg/時)

ポンプ 空気圧ピストン、12:1  空気圧ピストン、12:1

使用空圧範囲 20～100 ポンド毎平方インチ / 1.4～7 バール / 0.14～0.69 MPa  20-100 ポンド毎平方インチ / 1.4～7 バール / 0.14～0.69 MPa

使用流体圧力範囲 240～1200 ポンド毎平方インチ / 16～83 バール / 1.6～8 MPa  240-1200 ポンド毎平方インチ / 16～83 バール / 1.6～8 MPa Control

温度範囲 38～204°C (100～400°F)  38～204°C (100～400°F)

周囲温度範囲 0～50°C (32～122°F)  0～50°C (32～120°F)

チャンネル数 最大6チャンネル 最大6チャンネル

チャンネル当たり最大ガン・ワット数 400 W  400 W

インプット能力 4インプット (0～30Vdc)  4 インプット (0～30Vdc)

アウトプット能力 4 アウトプット (AC 240V、DC 24V、2A)  4 アウトプット (AC 240V、DC 24V、2A)

機械重量 85 ポンド (34 kg)  105ポンド (48 kg)

機械寸法 (幅x高さx奥行) 20.7 x 38.4 x 16.9 インチ 19.0 x 42 x 16.5 インチ

     (526 mm x 975 mm x 429 mm)  (483 mm x 1067 mm x 419 mm)

グルー形状 ペレット ペレット

最大真空移送ホース長さ 30フィート (9.1 m)  30 フィート (9.1 m)

 (横 x 縦) 20フィート x 10 フィート (6.1 m x 3.0 m)  20 フィート x 10 フィート (6.1 m x 3.0 m)

真空作動空気圧範囲 40～80 ポンド毎平方インチ / 2.8-5.5 バール / 0.28-0.55 MPa  40～80 ポンド毎平方インチ / 2.8～5.5 バール / 0.28～0.55 MPa

40ポンド毎平方インチにおける真空用空気消費量 　　 9.5標準立方フィート毎分 (間歇的負荷、4% @ 25ポンド/時)  9.5標準立方フィート毎分 (間歇的負荷、4% @ 25ポンド/時)

80ポンド毎平方インチにおける真空用空気消費量 17.2標準立方フィート毎分 (間歇的負荷、4% @ 25ポンド/時)  17.2標準立方フィート毎分 (間歇的負荷、4% @ 25ポンド/時)

認証および規格 UL499、CSA88、CE、ISO 9001  UL499、CSA88、CE、ISO 9001

InvisiPacGS35 プラグフリー・ホットメルト接着剤アプリケータ
内容   エア・オープン、スプリング・クローズ、ボール、シート

速度   3,500サイクル/分以上

温度到達時間 10分以内* *

最大使用流体圧力 1500 ポンド毎平方インチ / 103 バール / 10.3 MPa

使用空気圧範囲 40-80 ポンド毎平方インチ / 2.8-5.5 バール / 0.28-0.55 MPa

最大使用温度 204°C (400°F)

周囲温度範囲 0～50°C (32～122°F)

ソレノイド・バルブ AC 24 VまたはAC 110 V

   グラコ方式、工場取付

電源   AC 200～240 V、50/60 Hz、400 W

認証および規格 UL499、CSA88、CE、ISO 9001

技術仕様

HM25 HM50

* 包装グレードの接着剤の代表的な溶融率。実際の溶融率は化学的組成やその他の要因に応じて変わります。

** 21°Cから177°Cまで（70°Fから350°Fまで）の間で、電源、機械構成、グルー・タイプによって変動します。

　詳細な寸法と構成についてはwww.graco.comから入手可能な取扱説明書3A2347、333347、3A2805をご参照ください。
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