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東陽の開発力が明るい未来を包む

ほしいものを創りだす力
独自の開発力を駆使し真に必要な包装機を創り出す

さまざまな商品に、それぞれの特徴があるように、商品を包む包装にも、品々

の数だけご要望と課題があります。

TOYO が提供する包装機は、一台一台すべてが、お客様と共に考え、

つくり込み開発された 100％オーダーメイドです。

創業以来の姿勢「Only One for You」をもって、他の追随を許さない

技術をさらに磨き、TOYO ならではの製品開発を軸に事業を展開して

いきます。

これからも豊富な経験と独自のノウハウから生まれる高品質で高付加価

値の製品づくりを通じて、満足を提供できる企業として挑戦し続けます。

開発型の包装機械メーカー
世界トップクラスのノウハウと技術でより高品質を目指す

わたしたちにとっては開発力がすべてです。世界も認めるアイディアと技術、

チームワークを常に最大限に活かし、時代の最先端を走り続けます。

DEVELOP OUR TECHNOLOGY TO SATISFY

OUR CUSTOMERS

Every product has its own characteristic and we need to satisfy every customer’s 

requirement. It’s our duty to find the best packaging solution. 

We TOYO respond to one by one with our original technology. Each machine is one 

and only original machine. This policy has been maintained since TOYO’s 

establishment and will be carried on.

INNOVATE PACKAGING TECHNOLOGIES

AND FORMATS

We are driven by a desire to be successful, maintaining our position as one of the world’s 

leading packaging machinery suppliers, constantly innovating packaging technologies and 

formats to improve people’s daily life.
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東陽の開発力が明るい未来を包む

Authentic Four-side-seal Sachet
Excellent seal integrity to protect product integrity is a feature of four-side-seal 
sachets, large surface area allows for comprehensive and eye catching on 
pack graphics and printing. Continuous high speed four-side-seal sachet 
packaging machines are easy to integrate to collation systems as well as 
cartoning machines for the pharmaceutical and food industries.

進化する四方シール包装
四方が全てシールされている医薬品・食品の顆粒、粉末、
液体用包装です。
強いシール、大きな印刷表示面積、二顆粒充填、安定した
計数集積・二次包装など優れた特徴を持っています。
写真は世界最速を実現した医薬品高速充填包装ラインです。

Stickpack of the Global Trend
TOYO are the pioneer of stickpacker in Japan and have been at the forefront 
of development of the machinery technology since 1978 as well as striving to 
develop and enhance the pack design. The stickpack format is more 
convenient and easier to use for the consumer and delivers cost savings to 
the manufacture, reducing material transport and storage costs. 

拡大し続けるスティック包装
1978年に開発して以来、スティック包装は急成長してきました。
近年は世界各国に拡大し個包装のグローバル・スタンダードと
なっています。粉末、顆粒、液体製品のコンパクトなスティック
包装品は、消費者に飲み易さと使い易さを提供し、生産者に
高付加価値のビジネスモデルをもたらしました。

四方シール充填包装機
FOUR‒SIDE‒SEAL PACKAGING MACHINE

スティック充填包装機
STICK PACKER

●Four-side-seal Sachet Packaging Machine  / Model MS series

●Tablet Strip Packaging Machine  / Model MS

●Four-side-seal Sachet Packaging, Collating, Banding System  / Model MS・MG・B

●High Speed Pharmaceutical Packaging System  / Model SV

●Four-side-seal Pouch packaging Machine with multilane Auger filler  / Model MS45-ZC

●Multi-product Packaging Machine  / Model MW55・MW45

●Four-side-seal Packaging System for Liquid & Paste  / Model MV55・MG14

PRODUCTS

●四方シール充填包装機  / Model MS series
●錠剤ストリップ包装機  / Model MS
●四方シール充填包装・計数・集積・バンド結束ライン  / Model MS・MG・B
●医薬品高速充填包装ライン  / Model SV
●多列式オーガー搭載高速中袋充填包装機  / Model MS45-ZC
●多種類充填包装機  / Model MW55・MW45
●液体用四方シール充填包装機  / Model MV55・MG14

製品ラインナップ

●Stick Packaging Machine / Model TM series

●Stick Packaging Machine with Auger filler  / Model TM-ZC series

●Stick Packaging Machine for Liquid & Paste  / Model TM-ZB series

●Stick Packaging & Collating System with Auger Filler  / Model TM70-ZC・TG12

●Stick Packaging, Collating, Banding System  / Model TM70・TG12・TX10・B

●Stick Packaging, Collating, Cartoning System  / Model TM70・TG12・TX10・ZE10・Cartoner

●Stick Packaging Machine  / Model TM10 MACKY single lane

PRODUCTS

●スティック充填包装機  / Model TM series
●多列式オーガー搭載スティック充填包装機  / Model TM-ZC series
●液体・粘体用スティック充填包装機  / Model TM-ZB series
●多列式オーガー搭載スティック充填包装計数集積ライン  / Model TM70-ZC・TG12
●スティック充填包装計数集積バンド結束ライン  / Model TM70・TG12・TX10・B
●スティック充填包装計数集積箱詰ライン  / Model TM70・TG12・TX10・ZE10・Cartoner
●汎用型単列スティック充填包装機  / Model TM10 MACKY single lane

製品ラインナップ
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東陽の開発力が明るい未来を包む

優れた技術を生む環境
広い設計室はたゆまないアイディア作りのための空間。
一人一人の発想がそれぞれの機械に結実していきます。

■■製品工程の流れ  ／ PRODUCTION PROCESS FLOW 

■■展示会  ／ EXHIBITION 

[ 主な輸出先 ]
EU 諸国、ロシア、ウクライナ、中国、アメリカ、台湾、韓国、マレーシア、インドネシア、タイ、
シンガポール、フィリピン、オーストラリア、コロンビア、ブラジル、ナイジェリア

[Overseas Reference ]
EU, Russia, Ukraine, China, USA, Taiwan, Korea, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Philippines, Australia, Columbia, Brazil, Nigeria

FACILITIES FOR TECHNOLOGY
Each one of our employees comes up with many ideas and each department mass up those ideas to 

develop a new machine. Each one of our ideas and efforts is put into our machines.

グローバルネットワークの構築
国内はもとより海外においてもアジアをはじめ、ヨーロッパ、北南米、アフリカと、
世界 25カ国とのネットワークを展開し、世界中のお客様から信頼を得ています。

GLOBAL NETWORK
We offer our machine not only in Japan but also in foreign countries directly or via our network of dedicated 

distributors. Our continuous effort towards higher quality machine and service has contributed worldwide.

Consult with customers to
establish requirement

顧客要求

Propose design plan

設計プラン
提　案

Finalize specifications
with customer

仕様打合わせ

Design machine

設　計

Procure parts
and components

部品機器
調　達

Inspect for quality
and conformance

受入検査

Assemble machine

製　造

Inspect and test
before delivery

出荷前検査

Install, commission and
provide technical training

据付・調整・
技術指導

Guarantee quality

品質保証

Offer technical service
and spare parts backup

アフター
サービス

設計室　 DESIGN OFFICE 展示室　 SAMPLE ROOM 

展示室ではこれまでの包装サンプルが一覧できます。リラックスした
雰囲気の中でお客様とともに新たな包装について話合いをします。

Examples of many of the cutting edge packs we produce are on display at 
our dedicated sample room, where our customers, engineers, designers 
can meet in comfort to discuss new concepts and products in confidence.

間仕切りのない広い設計室では、お互いにいつでも自由にアイディア
を交換し、お客様に最適な提案ができるよう構想作りをしています。

Our open plan design office based at our manufacturing site allows for the 
free exchange of ideas and concepts throughout the design department 
ensuring delivery of the best possible solution to a customer’s requirements.

国内、海外の主要包装機械展に参加することでTOYOとお客様の交流を深めています。
TOYO have a presence at the majority of the major packaging machinery exhibition in both Japan and overseas.　
We look forward to meeting you for a positive discussion.
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