The Thermal Direct Printers and Automatic Feeders

SMP-350P Series
Connection type feeder

Standard type feeder compatible
with a variety of workpieces

New type feeder capable of
feeding zipper bags

Thermal Direct Printer

Shinmei Co., Ltd

http://www.co-shinmei.com/en/

1. Product

SMP-350P series are thermal direct printers which print product’s names and contents directly on the
surface of packaging bags, and also automatically feed various types of bags. They simplify process and
reduce labor and material costs.

2. Advantages

・Selection can be available to match exact print from 1 to 4 inch and several different material bags by
combinations of 4 kinds of printers and 5 kinds of feeders.
・Labels are not required. Easy to print on bags as many as you want whenever you need. It results in reducing
waste and costs.
・Available to print four directions: forward, reverse, vertical, and horizontal.
・Supporting a large variety of characters, barcodes, ruled lines,
QR code, 2D codes, image files, and serial numbers.
https://youtu.be/FmMW1-zVToU
・Zipper bags are also available to print.
Please see the operation video

3. Performance

・Domestic market share in Food processing, Medical, and Industrial
parts processing industry: Approximately 95%
・Number of customers: Approximately 2,000 companies
・Our agencies in 33 countries

4. Expected customers

Local agents and trading companies which deal with companies in Food processing, Medical and Industrial
parts processing industries.

Please send your inquiry to: Tokyo SME Support Center
TEL +81-3-5822-7241 FAX +81-3-5822-7240 E-mail ttc@tokyo-kosha.or.jp
URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/en/
Tokyo SME Support Center is founded by Tokyo Metropolitan Government to assist SMEs in Tokyo.

直接印字の自動システムで、大幅効率・省力化︕

プリンター SMP－350P シリーズ
連結用フィーダー (供給装置 )

多様なワークに対応の
標準型フィーダー

ジッパー袋対応フィーダー

サーマル ダイレクト プリンター

株式会社シンメイ

http://www.co-shinmei.com/

1. 製品について

袋詰め商品の袋の表面に、商品内容を直接印字するサーマル ダイレクト プリンターです。プリンターと袋を
自動供給するフィーダーから構成される自動印刷を実現しました。ラベルが不要で自動印刷のため、大幅な
効率化、省力化、費用削減ができます。

2. 製品の特徴

・ 印字サイズの異なる 4 種類（1 ～ 4 インチ）の小型プリンターと 5 種類のフィーダー（供給装置）との
組み合わせで、多種多様な袋・印刷内容に対応。

・ ラベルが不要。印刷内容変更にも柔軟に対応でき、作り置きのロスも無くなりコストダウンが可能。
・ 専用アプリで印字内容（文字、バーコード、罫線、シリアルナンバー、QR コードやイメージファイル等）
を自由に設定。
・ 正・逆・縦・横の 4 方向の印字が可能。

https://youtu.be/FmMW1-zVToU

・ ジッパー付き包装袋の供給もできる。

こちらから実際の印刷している
様子をご覧頂けます。

3. 実績

・ 国内の食品加工・メディカル・工業部品加工業界のシェア : 約 95％ 納入先数 : 約 2000 社
・ 海外代理店がある国︓33 か国

4. 求める取引先・パートナー

食品加工・メディカル・工業部品加工業界の会社と取引のあるタイ・ベトナム・インドネシア・フィリピン・
インド・ブラジル・EU 等の現地代理店及び商社。
2021 年 2 月 12 日
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