
全国をカバーするサービスネットワーク、安心のフットワークも充実しています。 
さらに各種展示会への参加など、地域に密着したエンジニアセールスにも積
極的に取り組んでいます。 

■エンジニアセールス基地 

本社・工場 
〒920-0059　金沢市示野町リ-69  
TEL（076）268-2411　FAX（076）268-2424 
E-mail info@shintaku-kogyo.co.jp

創造への限りない情熱が、 
明日へのフロンティア・スピリッツをかきたてる。 

21世紀、時代は大きく急テンポで変化しております。 

 このような中で私達はつねにチャレンジし、 

またチャレンジ精神を持ち続けたいと考えております。 

 当社シンタクはボトリングシステムを通じて豊かな社会作りに貢献することを目標に、 

時代のニーズを見つめ次代のニーズを探り、日々努力致しております。 

 技術革新が急速に進む市場の中にあって、 

私達は先端技術を結集し、その使命である食飲屋業界で 

あくまでも高品質を追求する効率化の実現、特にボトリング工場の省力化、省人化、 

省スペース化等基本設計を元に機器の開発にあたっております。 

 シンタクはこれからも限りないパワーで各地区にメンテナンス基地を設け、 

価値ある企業として皆様と共に一歩一歩着実に前進して参ります。 
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製造品目 SHINTAKU BOTTLING SYSTEMS

《洗壜・リンサー》 

ＳＲＪ型全自動洗壜機 
ＶＬ型洗壜機 
ＳＳＲ型洗壜機 
ＳＲ型洗壜機 
ＳＰ型洗壜機 
SKN-12R型リンサー 

《モノブロックシリーズ》 

・リンサー 
・フィラーキャッパー 
・リンサーフィラーキャッパー 
・マルチハンドシステム 
・マルチグリップシステム 

《充填・キャッピング》 

ＳＴＭ型充填機 
ＳＣＦ型カーボフィラー 
ＳＣＦ型半自動カーボフィラー 
ＳＦＣ型充填キャッパー 
SLF・PLF型ラインフィラー 
ＰＣＲ型４ヘッドマルチキャッパー 
SPC・PCR型1ヘッドマルチキャッパー 
ＳＶＳ型・ＳＰＹ型キャップ供給機 

《殺菌・クーリング・ラベリング》 

ＳＰＲ型パストクーラー・ライザー 
ＳＬ型自動４点貼りラベラー 
ＳTＬ型タックラベラー 

《包装》 

ＤＰ型バルクデパレタイザー 
ＳＩＴＣ型ボトルインケーサー 
パレタイズシステム 
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製品案内 

●全自動洗壜機SRJ（N）タイプ 

兼用タイプの樹脂製バスケットを使用し広範囲の壜種に対応でき 

一段と省力化、省人化に貢献できるタイプです 

※ダブルエンド方式で12種類の装置が兼ね備えてあります 

※特に小壜、カップ類の回収壜にはその威力を発揮します 

※自動給排壜装置付のSRJNタイプもラインUPされています 

SRJN-全自動洗壜機 

ダブルエンド・ノンブラッシ・ジェット式 

多様なニーズに応え、合理化・省力化に貢献する、 
理想にかなった自動洗浄機 

WASHING
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製品案内 WASHING

●自動洗壜機　VLタイプ 
従来の平面型を立体型（二階建）の構造にするこ

とにより本洗浄時間を通常の約2倍に向上させ、仕

上げ洗浄を間欠運転させることで水量、燃費、電力、

等のランニングコスト削減に大幅貢献する省エネ

タイプで認定された機械です 

●洗壜機-SR　SSRタイプ 
水中濾過装置（塵を抄い上げる機構）、特殊外

洗ノズルなど新機構を兼ね備え、内外洗浄力を

更にUPした。作業性にも壜出し入れ口を低く

設計すると同時に経済性、耐久性にも優れてい

ます 

又ポンプ類、注油部分も機外に配置し点検、注油、

メンテナンスも容易です 

特にSSRタイプに於ては洗浄時間を更にUPす

る装置を兼ね備えたタイプです 

●リンサーSKN-12Rタイプ（オールSUS） 
ガラス、PETボトル（ワンウェイ）兼用の多品種少量のニーズに合った簡

易タイプで、ノズルは追従方式で洗浄時間は1000BPHで約20秒です。

無段変速で作業に合せて変速できる回転リンサーです 

※一階～内外洗予備洗浄、洗剤液で浸漬を兼ねた

低圧洗浄 

※二階～洗剤液の高圧本洗浄、タイマー付仕上温

水 
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製品案内 モノブロックシリーズ 

リンサーフィラーキャッパー 

マルチハンド・マルチグリップ仕様　RBC型リンサー マルチハンド・マルチグリップ 

・各ステーションの同期運転より高速かつ安定した充填が可能！ 
・ヘパフィルター内蔵ＦＦＵユニット取付け仕様（オプション） 
・ＰＥＴボトル・リシール缶・ガラス壜、加熱充填、非加熱無菌充填に対応！ 

多品種ボトル兼用時による 
アタッチメントレス化を実現 
しました。リンサーグリッパ・ 
搬送スターホイル・Ｒガイドの 
交換が不要になり、型換え時間 
の簡略化とアタッチメント部品 
管理が容易になりました。 
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製品案内 

マルチハンド仕様　フィラーキャッパー ＣＩＰ対応　フィラーキャッパー 

ホイル式フィラーキャッパー 

《ボトルコントロール》 
・スターホイル＆Ｒガイド 
　（標準仕様） 
・ネック搬送システム 
・マルチハンド＆マルチグリップ＆ 
　マルチポジション型換え、 
　アタッチメントコストの簡略化！ 

《リンサー》 
・内・外洗浄、２工程洗浄、エアー洗浄、口元・グリッパ洗浄 
《フィラー》 
・グラビティ充填、ノズル非接触充填、ガス充填 
・ＣＩＰ制御システムに対応！ 
・全自動充填ノズル洗浄・簡易ダミーカップ式ノズル洗浄 
・密閉式・半密閉式・タンクバキューム式フィラータンク 

《キャッパー》 
・ＰＥＴボトル・リシール缶・ガラス壜による 
　各種キャッピング条件に対応！ 
・圧栓シーマー・ＰＰシーマー・ 
　パーマヒストルク式マグナトルクシーマー 
・ボトルピックアップ式、 
　キャップインシーマー式 
《キャップ供給》 
・ベルト搬送式、垂直エレベータ式、 
　エアー式、キャップ洗浄トンネル式 

モノブロックシリーズ 
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SVS型供給機＆SPC型キャッパー 

製品案内 FILLING

●SFC-8型充填キャッパー ●STM型充填機 
本機はマルチキャッパー＆充填機をテーブル上にセットし、
給排壜コンベア―を組み込んだタイプです。 
機構は間欠方式による充填即キャップを巻締めする、多品
種少量生産の商品に最適な機構です。 
さらにキャップ供給機を同テーブルに組み込むことにより
衛生的で省人化、省スペース化にも貢献できます。 

●SLF・PLF型ラインフィラー 
コンベア上で独自な機構による整壜方式を採用するこ
とで壜種を変更する際もほとんどアタッチメントの交換
の必要が有りません。万一液垂れが生じた場合でも、そ
れに対応する装備がしてあります。 

●SCF型カーボフィラー 
タンクをドーナツ型の完全な気密式にし、カウンタープレッ
シャー方式（均圧バルブ方式）を採用する事によりガス入り
飲料の充填を可能とした。又キックバルブにより壜内外の
圧力調整、スニフト（大気圧に戻す）が自動的に行えます。 

ガラス、PET、丸、角を問わず1台でアタッチメントの交換だ
けで兼用が可能です。充填ノズルは特殊加工したパッキン
により液漏れはほとんどなく、入味の空寸量も専用パッキ
ンで調整が簡易です。又材質も接液部、液種に対して選定し、
サニタリ面においても細心の注意を払っております。 

豊富な経験と技術によるオールマイティーな先進自動充填機 

《各種充填方法》 
　・落差式グラビティ充填 
　・ポンプ加圧式グラビティ充填 
　・ピストン式容量充填 
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製品案内 CAPPING

●PCR型４ヘッドマルチキャッパー 

●SVS・SPY型キャップ供給機 

キャップシュートからの樹脂キャップをキャップインシーマ
ー方式で確実にキャッチングしボトルにキャッピング致します。 
又、PPキャップはボトルピックアップ方式により供給を行い
キャッピングを行います。 
（注記：スクリュキャップとPPキャップの兼用は不可です） 
※４ヘッドキャッパーを採用する事により、高能力化を実現 
　できます。 

SVS型：キャッパーホイル内供給 
　　　　キャップインヘッド供給用 

SPY型：キャップ供給本体にボトルグリップベルト 
　　　　装置が組み込まれており供給機単体での 
　　　　キャップ供給が可能。 

《オプション仕様》 
・ＵＶ殺菌装置取付 
・静電除去装置取付 
・集塵ユニット取付 

●SPC型１ヘッドマルチキャッパー 
 PCR型1 ヘッドマルチキャッパー 
マルチキャッパーの１ヘッドタイプ！ 
低能力仕様ラインに最適。 

圧栓・PP・スクリュウキャップ対応 
（注記：スクリュキャップとPPキャップの兼用は不可です） 

SVS型供給機＆SPC型キャッパー SVS型供給機＆SPC型キャッパー 

「美しく・速く・清潔に」を極めた能力に応じた自動キャッピング装置 
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製品案内 STERILIZE

●パストクーラー／ライザー 
転倒殺菌＆ボトルクーリングのほかキャップ殺
菌シャワー工程やパストライザー機能との併
用等、フレキシブルな仕様に対応出来ます。 

《多彩な条件に合わせた自動給排装置》 
・小スペース内で冷却効率を上げるこ
とが出来る整列型シリンダー給排。 

・高能力に対応したランダム供給とシ
ングルファイラーによる自動一列コ
ンベヤ排出。 

●SL型４点貼りラベラー 
・ボトル前面、裏面の枚葉ラベリングが可能です。 
・ラベル全面糊付けタイプ。 
・パレットステーション内での日付捺印装置搭載。 
・化学系、澱粉系などの多種糊に対応。 
・多様なラベリングパターンが可能。 
・循環式糊ポンプ装置搭載。 

●SRL型全周巻ラベラー 
ラベリングユニットが上下アジャスト出来ます
ので、貼付け位置はハンドル操作で可能です。
尚、ボトル変更アタッチはスクリュウ・Ｒスポン
ジ部品のみで各種ボトルに対応出来ます。（ラ
ベル変更時他アタッチ必要） 

●STL型タックラベラー 
汎用性が高くシンプル操作を可能にした 
タックラベラー 

SRL型全周巻ラベラー 
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製品案内 PACKAGING

●DP型デパレタイザー 

バルク包装されたボトルを一段づつ専用コ
ンベヤに移し充填ラインへボトル供給します。 
トッププレート・合紙も専用ストッカーに排
出します。 

全自動仕様 直取り仕様 

●パレタイズシステム 

●SITC型インケーサー 
単列・複列（ケースバッチ式）取り仕様が有ります。 

《ボトル単列取りインケーサー》（上フォト） 
特殊整列装置により各インケースパターン
に自動的に整列するため、ハンドリング部は
位置調整だけで多彩なインケースが可能に
なりハンドリングアタッチメントのコストが
不要です。 

《多種仕様》 
・全自動パレタイズシステム仕様（パレットストッカ～パレタイズ～紐掛け・ストレッチフィルム） 
・パレタイズ後のフォークリフト直取り仕様 
・半自動ハンド式パレタイズ仕様 
・インケース＆パレタイズ仕様 
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