
INNOVA ELECTRIC series Phenomena
Smart Packaging System Frontier for the fast moving consumer goods
Responds and Approaches the subject to: 
Look into improvement of the industrial product quality and safety. 
Focus for brand protection and enhancement. 
Introduce innovative technologies contain creative chemical and mechanical 
characteristics to become an active.
Your choice with INNOVA ELECTRIC Series is the only guaranteed solution to start 
experiencing with the newest concept of technology in the consumer goods industry 
for the future. 

スマートパッケージングのスタート
スマートパッケージングとは？
内容物の流通期限を延長し
消費者の安全を向上させる
新しい化学的・物理的特性を保有する、新概念のパッケージングの意味です。

INNOVA ELECTRICシリーズとの出会いは
スマートパッケージングのスタートです。

Energy Savings
省電力

Productivity Optimization
高い生産性

Multi-Functional Controller
多機能プログラム

Hardware Optimization
最適のハードウェア

Noise Minimization
低騒音

Clean Environment
清潔な環境

Extensibility
無限の拡張性

INNOVA ELECTRIC series
INTER MECHATRONICS All-Electric Blow Molding Machine

Always Do Better Than Necessary
お客様の要望､それ以上の満足
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INNOVA ELECTRONIC Energy Cost Savings  
Electronic Molding Machine provides a dramatic reduction with 
electricity consumption to create a larger amount of savings. It makes 
for INNOVA ELECTRIC to become a possible with servo motor being in a 
standby mode throughout whole period of operating time and designed 
to react with prompt responses at only for the time being servo motor 
is required to be in operation mode. It also shortens the cycle time and 
decreases the number of defects. Electric comparing to hydraulic 
machine reduces the cost of electricity by about 50% as per an each 
product output.(**Hybrid basis)

イノーバエレクトロリックエネルギー節減効果
電動式ブロー成型機を使用する時に感じる最も大きな変化は、電気使用量の急激

な減少です。

サーボモーターは必要な瞬間だけ一時的に作動するので、低電力消費が可能で

す。また、製品を生産するためのサイクルタイムが、油圧式に比べて短縮でき、同

時に不良率も低減できます。 

電動式機械は油圧式機械に比べて、1個の容器を生産するための電気使用量が約

半分の水準になります。(当社のハイブリッド成型機対比)

Energy Saving 省エネルギー

Clamping Motor Torque Graph As Per Cycling Time of Electric Blow Molding Machine 
電動式ブロー成型機のサイクルタイム別型締モータートルク  グラフ

電動式の冷却水使用量減少
•   油圧式機械で運営している企業は、全体の電

気使用量中14%を冷却機稼動のために使用

している。

•   油圧式ブロー成型機が使用する冷却水の

80%は、油圧作動油を冷却するために

使用されます。

•   冷却水の20%は金型を冷やすために

使用します。

•   �INNOVA�ELECTRICは金型のための20%の

冷却水だけが必要になります。

•  冷却のためだけならば、既存対比20%の

容量の冷却機(チラー)だけ稼動させても

充分です。

Total�site�
compressed�air
コンプレッサー 
21%

Lighting
照明 
6%

Pumps�
ポンプ 
6%

Granulation�
粉砕 
1%

Blow�Molding�Machines
ブロー成型機  
52%

Chillers�
チラー 

14%

Blow Molding Industrial Manufacturer’s Electricity Consumption
ブロー成型品 生産企業の用途別 電気使用量 比率

Coolant Cost Saving 

•   Hydraulic�machine�users�share�with�

and�consume�about�14%�of�their�entire�

electricity�consumptions�to�cooling�

operational�system.�

•   Approximately�80%�of�coolant�being�

used�for�hydraulic�machine�is�mainly�to�

cool�down�hydraulic�oil.�

•   The�rest�of�20%�use�is�to�cool�down�

molds.�

•   INNOVA�ELECTRIC�doesn’t�require�

that�much�of�coolant,�but�only�20%�

of�what�they�used�to�be�required�for�

the�completion�of�entire�operational�

process�based�on�ordinary�hydraulic�

machine.

Great�Britain�英国,�Tangram�Technology,�[Energy�efficiency�in�plastics�processing.�Practical�worksheets�for�industry]

Even�though�hydraulic�motor�requires�a�continuous�non-stop�spinning�

by�consuming�energy�in�order�to�keep�maintaining�the�pressure�during�

blowing�process�which�takes�almost�whole�period�of�each�cycling�

time,�INNOVA�ELECTRIC�servo�motor�doesn’t�require�or�consume�any�

energy�at�all�during�that�period�of�time.��

1サイクル中の大部分であるブロー(吸気)が占める時間中も、油圧モーターは圧力を

維持するので、休みなく稼動しています。

しかし、この時にINNOVA�ELECTRICの金型開閉サーボモーターはエネルギーを

消費しません。
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Energy�Consumption�is�closest�to�“0”�during�clamping.
型締め中の電気消耗量はほとんど “0” に近いです。
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Mold Open
型開

Carriage Forward
型移動

Mold Close
型閉

Carriage Reverse
型移動

Blowpin Down(Blowing)
ブローピン下降(吸気)

Blowpin Up(Exhaust)
ブローピン上昇(排気)

Total Time
トータルタイム

Hybrid
ハイブリッド 1.5 1.0 1.5 1.0 13 0.7 18.7

Electric
電動式 0.7 0.5 0.7 0.5 13 0.7 16.1

Time Gap
タイム差 0.8 0.5 0.8 0.5 0 0 2.6

(All�data�provided�by�INTER�MECHATRONICS�Hybrid�series.�Can�be�different�from�the�other�brands�or�machines.)
(自社ハイブリッド機種との比較資料です。上記のデータは製品によって変動します)

INNOVA�ELECTRIC�saves�2.6�sec�per�each�cycling�time.�
**DIY:�How�much�can�you�increase�your�productivity�and�save�

electricity?�Cycling�Time�Saver�:�2.6�Sec
ELECTRIC�series�can�save you with 49 Days�from�One�year,�365�Days,�

worth�of�production�requirement�which�is�an�very�optimistic�reality�to�

everyone�who�chooses�INNOVA�ELECTRIC�series.

イノーバエレクトリックはサイクルタイムを2.6秒短縮させます。 

この資料を元に、どの位の生産性を向上させ、どの位の電気料を節約できるか、直

接計算してみましょう。サイクルタイム 2.6秒

365日間 ハイブリッド方式の機械で生産できる数量の製品を316日で生産するこ

とができます。誰かにとっては夢の話ですが、貴方にとっては現実です。イノーバエ

レクトリックを選択する限り…

Maintenance and Repair Downtime Saving 

INNOVA�ELECTRIC�is�manufactured�with�all�certified�parts�and�

components�by�the�world’s�industrial�standard.�Any�parts�or�

components�are�very�easily�replaceable�with�a�lesser�troubleshooting.�

INNOVA�ELECTRIC�can�provide�you�an�extreme�privilege�to�save�lots�of�

maintenance�and�repair�time.

24/7 Live Assistance through Online 

Remote System
No matter where you are located, with any internet accessibility, 
INNOVA ELECTRIC series makes it possible for us to reach out 
immediately to assist you with any troubleshooting.
This service provides you to minimize a loss time from 
the production schedule and makes it possible 
for us to assist you with an appropriate action or 
feedback which can be taken at almost instantly if 
there are any issues being detected or monitored 
as problems.�(This service is available as an option.)

Interactive System Live communication is 
available and can be exchanged through the cam 
and speaker attached on the controller. Installed cam 
is extendable, so it can easily reach out to the problem area 
or part of the machine to detect or monitor the cause.
Online Remote System Once INNOVA ELECTRIC is connected to the 
internet access, live assistance is available to you regardless your 
location and time to help you achieving with productivity optimization.

メンテナンス時間の短縮
優れた耐久性により量産稼動時は、メンテナンスのための定期的なグリースの注

入だけです。 

(自動グリース注入システムのオプション選択も可能)

イノーバエレクトリックを選択すればメンテナンス時間の短縮にもつながります。

インターネットを通じたリアルタイム遠隔サポート
世界中のどこにあっても、イノーバエレクトリックをインターネットに繋げば、リア

ルタイム遠隔サポートが可能です。

時間と空間の制約を受けないインターネットを通じて、リアルタイム遠隔サポ

ートシステムを構築し、機械修理期間による生産日数ロスを最小化し

ます。 遠隔接続した瞬間、機械の異常発生原因を確認でき、リア

ルタイムでフィードバックできるので、迅速な対応が可能です。

(本サービスはオプション事項です)

Interactive System コントローラーに付着したカメラとスピ

ーカーを通じて、リアルタイムで機械に対する意見交換が可能

です。接地されたカメラは延長が可能で異常部位を直ぐ

に見ることも可能です。これらを通じて、より迅速

なメンテナンスが可能になりました。

Online Remote System イノーバエレクト

リックがインターネットに連結された瞬間 遠

隔サポートも始まります。時と場所を選ばない

リアルタイム遠隔サポートで生産性の極大化

を支援します。

Cycling Time Saving サイクルタイム短縮

Productivity Optimization 高い生産性

Electric
電動式

Hybrid
ハイブリッド

Productivity increased by 14%
生産性14％増加

김진설
설명선
イノーバエレクトリックは検証された規格部品の組合せで成り立っており、異常が発生した場合にも手軽に交換が可能です。 優れた耐久性により量産稼動時は、メンテナンスのための定期的なグリースの注入だけです。 (自動グリース注入システムのオプション選択も可能)イノーバエレクトリックを選択すればメンテナンス時間の短縮にもつながります。

김진설
사각형
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Multi-Functional Controller 多機能プログラム

INNOVA�ELECTRIC�is�originally�designed�to�perform�all�different�tasks�

and�functions�in�one�program�as�a�compact�solution�to�achieve�an�

ultimate�productivity.�Our�restless�and�continuous�R&D�efforts�will�be�

never�stopped�and�upgrade�our�vision�responding�to�your�needs�and�

satisfactions.

作業現場での多くの希望が現実になっています。

誰もが願ったことがイノーバエレクトリックでは実現します。

最適の生産性のために、必要な多くの機能を一つのプログラムに盛り込みました。

私たちのプログラムは、今この瞬間にも使用者の利便性を高めるための方向で、

常に進化しており、その進化は止まることはありません。

15" Color LCD Screen
INNOVA ELECTRIC is operated by high 
performance embedded computer 
installed with 15” color LCD screen.  
It also reveals and guarantees fast 
process with multi-functional program. 

15インチカラーLCDスクリーン
イノーバエレクトリックの作動は

15インチカラーLCDスクリーンが装着された、

高性能コンピューターにより構築されてます。

多機能プログラムを素早く処理する

だけでなく、高い実現性と拡張性を保証して

くれます。

Easy with many information contents

About Mold Indicator
Watching mold information with pictures during operation 
process helps to enhance operator’s productivity.

Temperature Indicator
It makes easier to manage temperature that is important 
to forming from showing all temperatures of pre-selected 
spots.

History Management Screen
A black box function is added on to store all mechanical 
and operational activities.

Production Information Indicator
Shows production process status including time 
of completion accordingly to the estimated goal of 
productivity.

Data Management Function
Initial setting time can be saved by pre-setting 
temperature and speed.

USB Saving Function
Designed to have any operator can easily save production 
data into ordinary USB memory card. It is now much easier 
and greater in accuracy to analyze data on PC to create 
productivity improvement.

多くの情報をより安易に表します。

金型情報表示

生産中の金型情報を写真と同時に表示して、オペレーターの作

業能率を高くします。

温度情報表示

各設定地点の温度を作業中常に表示して、製品成型の

核心である温度をより綿密に管理できます。

履歴管理画面

機械の全ての作動及び操作を保存するブラックボックス機能が

搭載されています。

この記録は誰も改ざんも修正も上書きもできません。

生産情報表示

生産中の金型情報を写真と同時に表示して、オペレーターの作

業能率を高くします。

データ管理機能

温度と速度など各種設定値を保存してデータ化し、初期セッティ

ング時間を短縮できます。

USB 保存機能

どなたでも手軽に生産データを一般的なＵＳＢメモリーキーに

保存できます。PCから、より簡単に正確にデータを分析で

きるので、生産性を向上させることができます。

BLACK 
BOX

SAVE as

50%

10: 27: 38

김진설
설명선
設定された目標数量に合せて、生産進行現況及び完了予定時間を表示します。

김진설
사각형
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Mold Management Screen
As per the type of mold, it is relatively 
manageable  both blow pins and mandrel  
at the same time. 

Easy and Simple 
Parison Controller Settings
More accurate parison thickness control 
with an easy and quick adjustments 
of settings can be drawn on and 
programmed with an immediate instant 
application in a variety of different shape 
of transferable forms to touch screen.

Multi-Languages Availability
In�order�to�help�or�resolve�with�foreign�

operations�from�different�countries,�

INNOVA�ELECTRIC�provides�in�many�

different�languages;�such�as�Korean,�

Japanese,�English,�etc…more�with�

different�to�be�extended�in�a�near�

future.�Once�you�pre-select�and�set�

with�a�certain�language,�you�will�be�

automatically�routed�to�your�own�

selected�language�upon�log-In�to�the�

system.

Easy Control of Speed 
and Simple Position Settings 
It�is�designed�to�be�fully�utilized�by�any�

desirable�settings�of�speed�and�position�

that�makes�it�easily�for�the�specific�

application�including�controlling�the�

speed�and�position�of�other�operational�

components;�such�as,�Carriage,�Blow�

Pin,�Open�and�Close�Molds,�etc..
�In�addition,�INNOVA�ELECTRIC�fully�

complies�with�exact�operator’s�desirable�

speed�and�position�to�ease�of�production�

setups.

Maintenance and Repair 
Management Screen
It�is�a�common�to�skip�or�ignore�a�regular�

maintenance�and�repair�program�during�

busy�season�of�production.�INNOVA�

ELECTRIC�has�a�function�to�remind�or�

alert�you�with�pre-set�schedule.

金型管理画面

生産の基本となる金型を基準として、金型と

ブローピン、ダイスを連携して管理できます。

写真と製品データを同時に管理することで、

成型条件セッティング時間を画期的に

短縮することができます。(条件の再現が容易)

簡単パリソンコントローラー設定

パリソンの厚み設定が、指先で描いた模様の

通りに適用されます。

画面に沿って、思い描いた模様をな

ぞるだけです。

多国語表示可能

生産現場に携わる多くの外国人職員が

日本語の読解能力の問題で、機械の

ポテンシャルをフル活用できていません。

彼らが機械の能力をフルに活用するためには、

コントロールプログラム画面を読解可能な

言語に変換しなければなりません。

イノーバエレクトリックは当該職員がマシンに

ログインすれば、設定した言語に変換されます｡

(現在は韓国語、日本語、英語から 選択可能。

随時対応言語を拡大予定です)

速度と位置を自由に設定可能

キャリッジ(金型取付板)、ブローピン、

型開閉等の動きを0.01mm単位で

自由自在に 操作できます。

イノーバエレクトリックは使用者が求める

位置まで、求める速度で正確に作動します。

この機能によって、成型条件の設定が

簡単にできるようになりました。

メンテナンス管理画面

多忙な生産現場では機械の

メンテナンス業務を怠りがちになります。

イノーバエレクトリックでは設定値によって

メンテナンスの時期をお知らせします。

Korean English Japanese
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Hardware Optimization with Noise Protection 最適なハードウェアとローノイズ

Strong Frame
The�frame�is�made�of�called�“Duralumin”�being�used�in�aerospace�

industry�and�“annealed�steel�structure”�to�provide�an�extra�strong�

firmness�for�the�safety�and�protection�and�guarantees�accurate�

operation.

Manufactured with world top brand parts and components;
Such�as�YASKAWA,�THK,�APEX,�etc…

強靭なフレーム
素材を惜しまず、入念に制作したフレームが精密な作動を保障します。熱処理、シ

ョット、紛体塗装されたフレーム自体を精密加工しました。航空機材料に使われる

ジュラルミン(Duralumin)素材で作られたブローピンとヘッドパートがより軽く､より

強く、より美しく作ろうという意志が反映されています。アノーダイジング処理され

たジュラルミンの流麗さが機械の価値を高めます。

(一部部品は必要に応じて、他の部品を使用しています)

世界頂上級の部品を使用
YASKAWA, THK, APEX等、その名前だけでも信頼の象徴である企業の部品を最

適の条件で構成しました。

Noise Minimization
You might hear only as loudest noise as cooling fan spinning around with 
switch turned on.

Relatively electric blow molding machine generates very low and lesser 
noises comparing to hydraulic blow molding machine. You can hardly 
detect any noise, but only cooling fan spinning around when you turn on 
the switch. Electric machine provides much lesser noise and creates 
a quiet environmental workplace which has been dreamed of all 
operators.

ローノイズの実現
電源を入れた時に、最も大きな音は冷却ファンの音です。

電動式ブロー成型機は、稼動中に油圧式とは比較できない程度の音しか発生しま

せん。電源を入れた時に唯一響く音は、小型冷却ファンが回る音だけです。

稼動中にも機械の前で静かに対話できるとういう事が、既に現実のものになって

います。静かで快適な環境で生産する製品と、作業者が耳栓をしなければならな

い環境で作られた製品とでは、どちらが美しいですか？

イノーバエレクトリックは作業者の環境改善にも取り組んでおります。

Electric Machine
電動式機械

Noise in a Quiet Country Town
静かな郊外の街の音

Hydraulic Machine
油圧式機械

About�50�Decibel
約50デシベル

About 70 Decibel(Noisy Office Level)

約70デシベル(昼間の事務所内の音)

Above�90�Decibel(Street�Constriction�Level)

90デシベル以上(道路工事現場の騒音水準)
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Food and Consumer Goods 
Standard in Advanced Countries
Most�important�key�factor�is�considered�

as�a�cleanness�of�product�under�the�

circumstance�of�daily�stiffer�and�

stronger�regulations�and�guidelines�

by�the�governments�in�the�food�and�

consumer�goods�industry.�We�shall�

worry�about�product�safety�and�quality�

control�for�the�next�generation.�Already�

in�advanced�countries,�majority�of�

requirements�in�the�food�and�consumer�

goods�industry�has�been�manufactured�and�being�produced�by�electric�

blow�molding�machine.

Due�to�tons�of�disposal�hydraulic�oil�and�environmental�pollution�

generated�from�ordinary�hydraulic�machines,�most�of�manufacturers�

have�already�converted�their�product�line�from�hydraulic�to�electric�

machines�in�the�advanced�countries.

Eco Packaging Introduction
Global�demands�and�trends�for�natural�and�environment�friendly�

products�have�led�manufacturers�and�producers�of�organic�and�

low�carbon�products�deeply�considering�about�ways�of�packaging,�

product�transportations,�and�consumer�goods�deliveries�to�become�

more�efficient�in�natural�and�safer.�This�is�mainly�why�the�food�and�

consumer�goods�producers�in�the�advanced�countries�mostly�choose�

the�energy�efficient�electric�blow�molding�machines�instead�of�

hydraulic.�Electric�blow�molding�machines�are�only�choice�of�complied�

and�satisfied�with�“Eco�Packaging”.�

先進国の食品容器生産基準
益々要望が多くなるブロー製品の品質基準、特に食品容器の

品質基準で最も重要な事は清潔であることです。

我が子が食べるものだから、容器の生産過程から環境と清潔を

考えずにはいれません。

既にブロー成型の先進国である日本では、電動式成型機を

取り揃えた企業が中心として食品容器を生産しています。

機械ごとに数百リットルの油圧作動油が注入され、その油が

外部に果てなく流出する油圧式機械では、食品容器の

生産現場で求められる基準を、到底満たすことはできないので、

先進国では電動式機械で生産しています。

エコパッケージングのスタート
自然と環境調和を目指すグローバルトレンドにて、先進国の食品会社では、

内容物の有機農生産化・環境に優しい・低炭素云々は勿論のこと、内容物を

包んでいる包装資材、包装資材の移送方法、完製品の配送に至るまで自然と

環境を考慮しています。従って先進食品会社では一切の環境汚染物質を排出せず、

エネルギー効率がすぐれた電動式成型機の選択が必要に

なっています。先進国消費者の製品選択基準である

エコパッケージング(Eco-Packaging)を

満足させるブロー容器は

電動式成型機を

通じてのみ可能です。

one INNOVA ELECTRIC

Clean Environment 美しい環境

Low Carbon Fulfillment
INNOVA ELECTRIC consumes only a half of energy 
comparing to ordinary hydraulic machine and 
dramatically reduces carbon dioxide emission

Conversion�ratio�from�Hydraulic�to�INNOVA�ELECTRIC�

is�equivalent�to�plant�10,000�trees�per�every�year.
(Based�on�CO2�emission�reduction�effectiveness)

低炭素の実現
既存の油圧式機械に比べて、エネルギー消費が半分水準である

イノーバエレクトリックは、電気を作るための莫大な天然資源の

消費と、発電する時の二酸化炭素排出量の削減に寄与します。

1台の油圧式機械がイノーバエレクトリックに変わることは、

毎年 10,000本の木を新たに植えることに値します。

(二酸化炭素排出低減効果基準）

CO2

= Trees

김진설
설명선
既存の油圧式機械に比べて、エネルギー消費が半分の水準であるイノーバエレクトリックは、電気を作るための莫大な天然資源の消費と、発電する時の二酸化炭素排出量の削減に寄与します。

김진설
사각형



                                         

Screw Diameter
(mm)

Capacity
(ml)

Mold Dimension
(W×�L�×�T)

Daylight Opening
(mm)

Extrusion weight per hour
(kg/h)

50 20~500 200×250×100 400 50

70 200~1,000 300×300×150 500 90

90 1,000~10,000 400×350×200 600 120

100 2,000~20,000 600×500×250 650 170

120 more�than�20,000�is�possile 800×500×280 700 250

Line-Up ラインアップ

Extensibility 無限の拡張可能性

Unlimited�extensibility�is�an�excellent�advantage�of�INNOVA�ELECTRIC�

carries�a�flexible�mechanism�flow�to�compile�and�respond�to�any�

changes�or�modifications.

INNOVA�ELECTRIC�is�an�assembled�and�custom�tailored�machine�that�

provides�you�unlimited�extensibility.

イノーバエレクトリックの長所は拡張の可能性にあります。

変化に対応しやすい柔軟なメカニズムで、顧客の要求にすぐ対応することができま

す。技術的完成度を高めるために果てしなく導き出されるアイディアを、実際に機

械と組み合わせた瞬間から新しい夢が実現していきます。

だからイノーバエレクトリックには、固定された仕様というのは存在しないのです。

それぞれのユーザーが追い求める、最適の仕様を現実化させるための研究だけが

存在するだけです。

INNOVA ELECTRIC

Above�data�is�only�for�a�reference.�

INTER�MECHATRONICS�provides�and�satisfies�you�with�the�ultimate�

electric�machine�contributing�to�a�fulfillment�about�your�goals�and�

needs.

上記のデータは参考値です。 

インターメカトロニクス社は、顧客の目的に最適化した機械を提供します。

VISIT ! Our Web Site
www.intermecha.com

Registered
ISO 9001:2008/ISO 14001:2004

INTER MECHATRONICS Co., Ltd.
Sihwa Industrial Complex 2 Ma 707-1, 2087-13,
Jeongwang 2-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel �+82-31-497-9882��Fax�+82-31-497-9884��

E-mail�machine@intermecha.com
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