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粉粒体を取り扱う各種業界における製品の荷姿は、袋サイズおよび充填量により、

①大口業務用、 ②業務用、 ③一般家庭用とに大別されます。

　　　　 の「自動定量充填機」は、②業務用、③一般家庭用に使用できます。

この自動定量充填機の計量方式には、ネット計量方式とグロス計量方式があり、また

投入フイーダ形式によっても区別されています。

次ページ以降にその代表例を紹介します。これ以外の型式については、供給装置例を

参照していただき、ご用命・お問い合わせは、当社営業部へ連絡願います。

Mode of packing in the powder handling industries classifies into ① large 
commercial use, ② commercial use and ③ household use by bag size and 
filling volume.
Yamato's Automatic Pre-determined Weight Filler can be used for ② 
commercial use and ③ household use.
Weighing method in Automatic Pre-detemined Weight Filler classifies into Net 
Weighing and Gross Weighing, and also classified by charging feeder style.
Please refer to the following pages for our typical example.
Other applications are available on request, please contact one of our sales 
representative for queries.
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《Auger Type Compact Design》
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新投入計量機構を採用し、高速・高精度計量を実現

FNL-3010CC
1 新投入機構により、安定した流量で高精度を実現
2 投入部、排出部の摺動部摩擦粉を製品に混入させないクリーン構造
3 計量ホッパーを吊り下げ式にして偏荷重をなくし、応答性のスピードアップによる高能力を実現

1 New feeding mechanism stabilized accuracy.
2 Clean structure prevents contamination from fiction powder.
3 Hanging weighing hopper eliminate unbalanced load and enabled high-speed processing.

●クリーン構造で安全・安心 ！
摺動部を計量室から分離して、摩耗粉等の異物を製品
への混入を防止しました。

●高速化でイニシャルコストを削減
計量能力の向上は、高速化によるライン稼働時間の短
縮や電力使用量の削減はもとより、設置スペースの省
力化やメンテナンス時間の短縮につながり、ECO
（エコ）化が実現しました。

●歩留り向上！
例えば、1袋25kgの製品について精度が±20gから
±15gへ向上すると、1年間で9.6トンもの歩留まり
効果が期待できます。結果、マテリアルの生産コスト
をキログラムあたり100円とした場合、1年間で96
万円の原料コストの削減が実現します。

●Safety and security with clean construction!
The sliding parts are separated from the weighing 
chamber, preventing contamination of the product by 
foreign objects such as debris from wear.

●High speeds lead to reduction of initial costs
Improvements in weighing capacity lead to shortened line 
operation times and reduced power usage through high 
speeds. The result is reduced installation space and 
shortened maintenance times, turning “eco” into a reality.

●Improved yields
For instance, when accuracy is improved from ± 20 grams 
to ± 15 grams for 25 kilo grams of product in one bag, you 
can expect a yield effect of 9.6 tons in one year. As a 
result, in the case of material production cost of 100 yen 
per kilogram, a cost saving of 960,000 yen on raw materials 
can be realized over one year.

FNL-3010CC

10～30kg

800～2000B/H

±15g（1000B/H）
±25g（2000B/H） 樹脂ペレット、豆類、精米、肥料・飼料など、

200μm 以上の流動性のよいもの。
Rasin pellets, beans,rice, fertilisers, feeds those less than 
200μm with good flowing characteristics.

Newly designed feeding & weighing system achieved high speed & accuracy.
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高精度・高速化で収益向上、異物混入レスで安全・安心を提供します！！
最適投入制御による高速計量

Improved profits through high accuracy and high speeds, as it provides 
safety and security through reduced contamination from foreign objects.
High-speed weighing by optimal loading gates

FNL-308CC
従来の無段階サーボ投入方式に、新たに開発した最適投入制御を採用することにより高速計量が可能となりました。当社従来機種比
170％の高速化となり1000袋/時（1連当たり）を実現。自動包装機への投入時間を短縮し高速包装を安定させます。従来の2連式の計
量能力を1連式で対応可能となり、設置スペースの削減も実現しました。

In the previous methods of stepless servo loading, high-speed weighing was made possible through the adoption of newly 
developed optimal gates. Compared to previous machines, we have increased speeds by 170%, achieving 1,000 bags per hour (per 
line). This has shortened the times for loading on automatic packing machines and made highspeed packing more stable. Weighing 
capacity by conventional two-line systems can now be achieved by a single line, while installation space can also be conserved.

Clean weighing by machinery that reduces foreign objects
The weighing chamber is designed to be separated, so that wear debris from loading and discharge components does not 
contaminate the product. Therefore, air instruments and sliding parts are fully separated from the weighing chamber, so 
that clean weighing with no foreign substances can be achieved. In addition, maintenance features have been improved.

異物混入レス機構によりクリーンな計量
投入部、排出部の摺動部摩擦粉を製品に混入させないため、計量室を分離構造としました。これにより摺動部およびエアー機器を計量
室から完全に分離して、異物混入レスのクリーン計量を実現し、さらにメンテナンス性を向上させました。

●高精度で歩留まり向上
―1/1000から1/2500の精度アップ―
例えば、1キロ200円の原料を25kg詰めで精度±25g 
から±15g に向上すると…
1時間あたり600袋の充填で、1日（8時間）4800袋、
1ヶ月で約14万袋、1年で約170万袋では重さに換算
すると約17トン。お金に換算すると約340万円の歩留
まり効果が得られます。

●高速化でイニシャルコストを削減します
―2連から1連で初期投資額を削減―
例えば、2連が1連、3連が2連に可能となると…
設置スペースの省力化、高速化によるライン稼働時間の
短縮、電力使用量の削減、メンテナンス時間も半減しラ
ンニングコストも減らせます。

●異物混入しません ―安全・安心―
しゅう動部を全て計量ルームより分離構造としたため、
摩擦等による機械的な異物混入は起こりません。

●High accuracy leads to improved yields
- Accuracy raised from 1/1,000 to 1/2,500 -
For instance, when you pack 25 kilograms of raw material with 
each kilogram priced at 200 yen, and when accuracy is raised from 
±25 grams to ±15 grams…Then when 600 bags are replenished an 
hour, that would make 4,800 bags per day (based on eight-hour 
days), approximately 140,000 bags per month, or 1.7 million bags a 
year, which calculates to about 17 tons. In monetary terms, that 
would mean a yieldeffect gain of 3.4 million yen.

●Cutting initial costs through high speeds
- Reducing initial investments by going from two lines to one. -
For example, when it becomes possible to go from two to 
one lines or from three to two lines…then installation space 
is conserved, line operation times are shortened through 
high speeds, power usage is cut, and even maintenance 
times are halved, reducing your running costs.

●No contamination from foreign objects
- Safe and secure -
There is never any contamination from foreign objects 
from wear debris, because the design separates all sliding 
parts from the weighing chamber.

FNL-308CC

10～30kg

±1/1000～1/2500 ＊1

400～1200B/H

＊1 精度1/2500は能力700B/H時での最高精度です。

樹脂ペレット、豆類、精米、肥料・飼料など、
150μm 以上の流動性のよいもの。
Rasin pellets, beans, rice, fertilisers, feeds those less than 
150 μm with good flowing characteristics.
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サーボ制御投入方式（アナログ式）の採用で高速充填を実現！
能力７００袋/時の高速充填を自動維持する

Epoch-making Analog Servo Stepless Control enables high-speed filling!
High-speed filling of 700 bags per hour automatically maintained

さらにコントローラ FEC-2000（22頁参照）によって、つねに最適な投入時間を自動制御します。

sophisticated controller FEC-2000 (see page 22).

入力部に1/300,000の高分解能、1920回/秒のサン
プリング周期をもつ高速A/D変換器を採用していますの
で、高いカット精度が得られます（当社製FEC-2000／
22頁参照）。

of 1920 times per

FEC-2000, see page 22).

指示制御器（FEC-2000／22頁参照）
Controller (FEC-2000/See Page 22)
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無段階サーボ投入方式の採用で高速投入を実現！！
粉をシャープに切る！

Epoch-making Servo Stepless Control enables high speed filing!!
Cut the Powder sharp!

frequency of 1920 times per sec. at maximum.

最高1920回/秒のサンプリング周期をもつ高速A/D

（当社製FEC-2000／22頁参照） FEC-2000, See page 22).

FEC-2000（22頁参照）
FEC-2000 (See Page 22)
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2段投入カットオフゲート式で安定した高速投入を実現！！
グロス計量方式で能力１８０袋/時の高速計量を実現

Stable and High-speed Filling achieved by 2-step Dosing with Cutoff Gate!!
High throughput of 180 bags per hour achieved by Gross Weighing Method

さらに、コントローラ FEC-2000（22頁参照）がキー操作のため、調整が簡単になりました。

FEC-2000 (see page 22) gives a very easy

FEC-2000, see page 22).
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粉体内エアーを高速かつ確実に脱気！！
オーガ（スクリュ）に脱気装置（ポーラス式）を加え、クローズドに高速充填!

High-speed and Exact Deairing the powder!!
Auger (Screw) combined with Deaerator (Porus) achieves High Speed “Closed” Filling!

710
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コンパクト設計 各種充填システムの構成が可能
充填能力Ｍａｘ．15個/分のハイスピード  豊富な機能で運転・調整も簡単

Downsizing, Flexible in fitting to various Filling Systems

無段階サーボ投入方式の採用で高速投入

Epoch-making Servo Stepless Control enables high speed filing!!
High Speed of Max. 15 pcs. Per min., Versatile, User-friendly

1920回/秒のサンプリング周期をもつ高速A/D変換器を採用しています。

frequency of 1920 times per sec. at maxmum.

FGL-014AAS FGP-014AAS
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FGL-014AAS FGP-014AAS



カットゲート＋
振動フィーダ（CV型）
Cut-gate and 
Vibrating feeder

カットゲートだけでは精度が安定しない、粉
体や粒体を精度よく計量する装置です。

Suitable for powder and granules 
products, which were unstable with 
cut-gate weighing.

型　　式

ＦＥＣ－１００Ｒ

ＦＥＣ－３００

ＦＥＣ－５００

ＦＥＣ－７００

ＦＥＣ－７１０

製作中止時期

1990年4月

1990年4月

1998年12月

2008年7月

2018年1月

最終修理期限

1998年4月

1998年4月

2006年12月

2016年7月

2026年1月

型　　式

ＭＲ－Ｊ

ＭＲ－Ｊ２５－Ａ

ＨＡ－ＦＥ

ＨＣ－ＫＦＳ

製作中止時期

2002年1月

2015年8月

2002年1月

2015年8月

最終修理期限

2008年12月

2022年8月

2008年12月

2022年8月

サーボ
アンプ

サーボ
モータ
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FEC-2000
FEC-2000は、自動定量充填機専用のコントローラです。従来モデルの高機能・高精度・高分解能を継承する
と共に、タッチパネル付きカラー液晶画面を採用し、一段と見やすくなり、操作も行いやすくなりました。新た
にマルチ言語対応、多彩なグラフ表示、充実した自己診断機能を搭載し、CEマーキング、RoHS指令の国際
規格に対応した安全・安心な計量を実現する高機能モデルへ進化しました。

❶タブ表示
　計量・銘柄・モニタ・グラフ・操作 各画面に切り替え

❷状態表示
　零付近・大投入・中投入・安定待・安定・排出等の計量状態を表示

❸計量判定表示
　過量・適量・不足を表示

❹重量表示
❺銘柄番号
　最大30銘柄 銘柄名称を表示

❻所定量
❼能力
　時間あたりの計量回数

❽不足・適量・過量の実績回数
❾メニューボタン
運転開始／停止ボタン
零メモリボタン
風袋メモリボタン
シーケンスリセットボタン

1
2

6

7

８

43

10 11 12 13

5

9

POINT·1 高精度・高速充填
①AD変換1920回/秒 高精度に充填
1920回/秒（従来機の2倍）のAD変換をおこなって比較信号を出力しています
ので、高精度に充填できます。

②無段階サーボ投入対応
投入装置にサーボモータを使用し、投入量を制御しながら計量する無段階
サーボ投入の制御機能を内蔵しています。中投入時、最適アルゴリズムに
よって投入流量をなめらかに下げ、オーバーシュートを防止するので、高速かつ
高精度に充填できます。

③充填時の重量波形確認機能
充填時の大投・中投・小投区間
を色分けして表示します。現状を
直感的に把握しながら、充填パラ
メータを調整できます。

④豊富な補正機能
自動零補正・自動落差補正など
豊富な補正機能を持っています。

新機能

新機能

所定量
落差量

安定待 排出

所定量前

大投入量

ゲート開度

大　投

小　投

重　量

小投入中投入大投入

中投入
（投入量に応じて、投入ゲートを閉じる。）

0

0

計量時間

POINT·2 使いやすさを追求
①登録機能
30銘柄までの充填パラメータを登録でき、外部信号によって変更できますので
銘柄変更時の煩わしい操作は不要です。銘柄名称も表示できます。

②シーケンス制御機能
自動定量充填機に必要なシーケンス機能と入出力を組み込んでおり、PLC
レスが可能です。

③ヒストグラム表示機能
銘柄毎に最大100万サンプルの計量結果をヒストグラム表示できますので、
充填量のばらつきを直感的に把握できます。

④USBメモリ対応
USBメモリを接続することで、内部パラメータ・運転履歴のバックアップ／リストア
ができます。

⑤ネットワーク機能搭載
パソコン上のWebページから設定値や運転履歴の確認、銘柄名称・保守情報
の入力ができます。エラー情報をメールで送信できます。（オプション）

⑥マルチ言語対応
日本語以外に英語、中国語（簡体・繁体）、韓国語（ハングル文字）の言語に
切り替え可能です。

⑦マニュアルレス
設定値やエラー、各コネクタの信号名等を表示できますので、マニュアルレス
で操作できます。

新機能

新機能

新機能

新機能

新機能

重量波形グラフ

登録機能 ヒストグラム表示

点検時期の通知

IP65相当の防塵・防滴

履歴機能

内部設定ヘルプ

POINT·3 安心・安全な計量を実現
①ロードセル回路の自己診断
A/D変換回路はもとより、励磁電圧・ロードセルの配線等のチェック機能が
内蔵されており、異常をいち早く検出できます。

②点検時期の通知
通電時間や運転時間から点検時期を通知しますので、消耗品の故障による
ライン停止を防止できます。消耗品は最大10件登録できます。

③IP65相当の防塵・防滴対応
ケース前面はIP65相当の防塵・防滴に対応しています。
※盤面に取り付けるときは、取り付け金具を規定の締め付けトルクで固定して
下さい。
※直射日光が当たる場所でのご使用は避けてください。

④ＩＯモニタ 強制出力機能
すべての信号の入出力の状態を確認でき、モードの切り替えで強制的に出力
できますので、据付時の配線確認が簡単です。

⑤履歴機能
最新の運転履歴を100件記憶していますので、トラブル時の追跡調査ができ
ます。

⑥CEマーキング・RoHSに対応

⑦工業用ネットワーク CC-Linkに対応

新機能

新機能
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