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V 75 Thermoforming - filling - sealing machine

From top to bottom

Machine step

75 mm

Speed

30 cycles/min.

Monodose capacity

0.25 ml to 200 ml

• Siemens 12’’ touch screen for
machine control by pages system

機械のピッチ

75ミリ

速度

毎分/30サイクル

• Monodose washing by Nitrogen gas

一回使い切り容器容量

0.25ミリリットルから200ミリ
リットルまで

• New flexible cutting device system.
全体

• シーメンス製の12インチのタッチスクリーンを使用したページシステムによる機械制御
• 窒素ガスによる一回使い切り容器の洗浄
• 柔軟性の高い新しい切断装置システム

V 75 is the latest generation of thermoforming and
filling lines for the production of monodoses in single or
coupled plastic film.
Chemical, pharmaceutical, veterinary, cosmetic and food industries are the main fields of application. The filling capacity of the vials and monodose units produced by V 75 varies
from 0.25 to 200 ml also. The versatility is the main advantage of this Valmatic FFS machine model. In fact, the 75mm
mould pitch makes this machine suitable not only for the
production of monodoses with reduced capacity (1 ml) but
also of larger monodoses (50-100 ml), used for example in

the agricultural field. The unwinding system could be mono
reel for the production of stand-up monodose or double reel
for the production of standard and peelable monodoses
with or without aluminium. The mould area is equipped
with a container’s sealing control and the interchangeable
cutting device allows the production of strip or shaped
monodoses. V 75 can be combined with the Thermoprinter
Valmatic V100 machine, a one-colour printer placed before
the unwinder unit; the latter frees the customer from external printing services, with no wastage.

V 75 熱成形・充填・シール専用装置

First line, from left to right
• Shower gel and shampoo disposable monodoses
made by Valmatic
• Disposable pharmaceutical products

1段目、左から
• ヴァルマティック製のボディーシャンプーとシャンプーの一
回使い切り容器
• 使い切りの医薬品

Second line, from left to right
• Food dressing monodose
• Double cannula monodose for agriculture
• Monodose application in veterinary industry

2段目、左から
• 食用ドレッシングの一回使い切り容器
• 農業用の2本式カニューレ
• 獣医業界用の一回使い切り容器

V 75は、一重または二重のプラスチックフィルム製の一
回使い切り容器を製造する熱成形および充填製品ライン
の最新世代の製品です。

多い一回使い切り容器(50～100ミリリットル)の製造に
も適しています。巻き戻し機には、平底（スタンドアッ
プ）型の一回使い切り容器製造用のモノロール、または
アルミニウム使用あるいは未使用の標準的でピーラブル
な一回使い切り容器製造用のダブルロールがあります。
鋳型領域には容器のシーリング制御機能があり、交換可
能の切断装置を使用すると、細長い容器や成形された容
器を製造できます。V 75は、巻き戻し機の前に設置する
1色プリンターであるヴァルマティックのサーマルプリ
ンターV100と結合できます。V100を使用すると、外部の
印刷サービスが不要になり、無駄がなくなります。

主な適用分野は、化学、製薬、獣医、化粧品、および食
品業界です。V 75によって製造されるバイアルと一回使
い切り容器の充填容量は、0.25ミリリットルから200ミ
リリットルまでです。このヴァルマティック製のFFS機
械モデルの主なメリットは、その多機能性にあります。
実際に、この機械は、鋳型ピッチが75ミリであるため、
容量の少ない一回使い切り容器(1ミリリットル)だけで
なく、例えば農業分野などで使用されるような、容量の
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V 75
TECHNICAL FEATURES

技術仕様

Machine: V 75
Type: Automatic thermoforming, filling and sealing machine of monodoses
in plastic film
Application areas: chemical, pharmaceutical, veterinary, cosmetic and
food fields
Employed materials: PVC/PE, PET/PE, PVC/PVDC/PE, PET/EVOH/PE,
PP/PET/EVOH/PE, ACLAR/PET/PE, PS/PE, PP/PE,
PCTFE/PET/PE/EVOH/PE, PP/COC/PP/PE, PP/COC/EVOH/PP
and other thermoformed materials coupled with aluminium or paper.
Unit-dose container capacity: 0.25 to 200 ml
Movement system: Electro-mechanic and pneumatic
Movement system control: Pneumatic/PROFINET modules
Manufacturing materials: Stainless steel AISI 304 + ERGAL 55
Film feed pitch: 75 mm
Production: 30 cycles/1 min.
Weight: 900 kg
Dimensions: 3,796x1,528x2,034 mm
Required operators: 1
Installed power: 8 Kw
Air consumption: 150 nl/1 min.
Water consumption: 15 l/1 min.
Water pressure: 2 atm
Air pressure: 6 atm

機械名: V 75
種類: プラスチックフィルム製の一回使い切り容器の自動熱形成・充
填・シール機械
適用分野: 化学、製薬、獣医、化粧品、および食品
使用素材: PVC/PE, PET/PE, PVC/PVDC/PE, PET/EVOH/PE, PP/PET/EVOH/PE, 		
ACLAR/PET/PE, PS/PE, PP/PE, PCTFE/PET/PE/EVOH/PE, PP/COC/PP/		
PE, PP/COC/EVOH/PP
		 およびアルミニウムまたは紙と組み合わされた他の熱形成素材
一回使い切り容器容量: 0.25ミリリットルから200ミリリットルまで
作動装置: 電気機械式および空気圧式
作動装置制御: 空気圧式/PROFINET機構
製造素材: ステンレス鋼AISI 304 + ERGAL 55
フィルムフィードピッチ: 75ミリ
製造: 毎分/30サイクル
重量: 900キロ
寸法: 3,796 x 1,528 x 2,034ミリ
必要な作業員: 1人
設備電力: 8キロワット
空気消費率: 毎分/150ナノリットル
水消費量: 毎分/15リットル
水圧: 2気圧
気圧: 6気圧
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