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醸造・食品機械薬品材料総合商社（創業大正四年）

醸造・食品用品、設備・機械、中古機械各種取り揃えております。
掲載されていない商品でも早急にご案内できます。
お気軽にお問い合せ下さい。

取扱商品一覧
酵母
醸造用種麹
酵素剤
添加物
糖類
フレーバー
活性炭
濾過助剤
殺菌剤・洗剤
濾過筒
濾紙・濾布
打栓機・充填機
布
枡
酒樽・化粧菰
醸造タンク呑口
食品用ホース
ビン・容器類
王冠
包装用品
レッテル・糊
計器
保冷剤・冷蔵庫
広告宣伝用品
ボイラー類
ポンプ
配管資材
塗料
米処理
タンク
仕込
洗浄機
濾過機・搾り機
試薬
安全器具
蒸留装置
熱殺菌装置
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協会酵母、乾燥酵母、培養設備・機器等
各社醸造用種麹、乾燥麹、α化米等
清酒、焼酎、酢、味醂、液化、糖化酵素剤各種
乳酸、ビタミンＣ、コハク酸、クエン酸、核酸調味液各種
ぶどう糖、酵素デキストリン、粉飴、水飴、オリゴ糖各種
食品用フレーバー、エキス、着色料各種
醸造用炭素、ウエット炭、MC炭、浄水用炭素各種
ケイソウ土、セルロース助剤、二酸化ケイ素助剤、柿渋、濾過綿各種
洗瓶洗剤、次亜塩素酸、過酸化水素、安定化二酸化塩素、逆性石鹸各種
カートリッジフィルター、中空糸、活性炭入、セラミック、樹脂各種
メンブレンフィルム、濾紙、濾布、搾り袋など各種
充填、打栓、冠帽、ラベラー、印字、ライン一式。多品種小ロット対応
蒸し米、製麹布、こしき布、各種布類
１升、５合、１合、８勺枡。オリジナル名入れ枡各種
４斗、２斗、１斗。菰巻き樽、飾り樽。ミニ鏡開樽（1.8L、3.6L）各種
ワンタッチカプラー式呑口等、各社呑口取り揃えております
環境ホルモン対策ホース、非塩ビホース、ホースジョイント各種
食料・調味料瓶、酒類用瓶、飲料瓶、PETボトル、キュービテナー各種
1.8L､ＰＰ王冠、単式王冠、マキシ王冠、など各種
和紙袋、キャップシール、酒粕用袋、手提げ袋、包装用品各種
レッテル類、タックラベル、澱粉糊、合成糊各種
醸造用Ｔ字計、温度計、酒精計、浮標類、密度比重計、圧力計各種
蓄冷材、卓上冷蔵庫、プレハブ冷蔵庫など各種
名入れマッチ、のぼりなどオーダーメイドで作成
ボイラー、重油バナー各種
瓶詰め用、醪移送用、水中ポンプ、モノフレックスポンプ各種
サニタリー配管、カプラー、ホース口、流量計各種
サビ止め、抗菌、防カビ、床塗装、各種取り揃えあります
エアシューター、洗米機、放冷機、甑、精米機、浸漬タンク各種
開放、密閉、サーマル、ジャケットタンク各種
冷水機、クーリングロール、冷却機、製麹機各種
高圧洗浄機、布洗濯機、自動タンク洗浄機、洗瓶機、リンサー各種
醪搾り機、濾紙・濾布式濾過器、黒オリ搾り機各種
分析用試薬、分析機器、酵母培養機器一式、培地各種
防塵マスク、メガネ、酸素濃度計、酸素マスク、安全蓋各種
減圧蒸留、常圧蒸留、凍結濃縮機各種
プレートヒーター、蛇管式熱殺菌機、瓶燗機各種
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製品案内
国税庁がアルコール測定用として認可

酒税用検定付

清酒メーター DA-105

流量計 ポンプ停止装置付

速い！ 簡単！ 正確！
測定はボタンを１回押すだけ。測定したい項目のボタ
ンを押すだけで測定開始。
温度調整が不要。電源を入れれば、
測定温度（15.0℃）
に自動温調。
試料が少量。最小試料
量は約8mL（内蔵ポン
プで自動吸引）。
振 動 式 密 度 計 法で精
度向上。±0.1Vol％（ア
ルコール度）の高精度。
読み取り誤差のないデ
ジタル表示。
※アルコール度測定には前処理として蒸留が必要です。
アルコー ル 度
日 本 酒 度
重 ボ ー メ
比
重
寸 法・重 量

測 定 範 囲
0.0〜100.00vol%
+30.0〜−30.0
3.0〜20.0
0.7000〜1.2500

お手持ちのポンプの電源コードを制御ボックスに接続す
るだけ。
誰にでも簡単な操作で高精度な自動制御。小型軽量で
高精度な流量センサー採用。
制御盤で設定した数量にてポンプの電源が切れ自動的
に停止します。
●タンクの容量の検定に 電 源 単相100V
●仕込水の計算に
本体寸法 300（W）×300（D）×330（H）
●各種液体の混合・調合に
●タンクの移動計算に 重 量 約10kg

精 度
±0.1vol%
±0.3
±0.1
±0.00001

275（W）×350（D）×130（H）
：6kg

ユアサホロスター中空糸カートリッジフィルター

醪異物除去ストレナー

優れた濾過特性、耐熱性、耐薬品性を持つ｢ポリスルホ
ン膜｣を使用し0.04、0.1、0.2、0.45μmの高精密濾
過を実現。
■特徴
空瞭率が高いポリスルホン中空糸膜使用。
濾過水量が大きい。逆洗可能。
サイズ 10吋
2

20吋
2

酒粕の異物を除去する装置です。
醪用ポンプと圧搾機の間に接続し、2台のストレナーで
異物を除去します。
メッシュは前段が5〜4φで後段が4〜3φ。
メッシュには特殊加工をしてあります。

30吋
2

面 積 1.6m 3.7m 5.8m

大きさ：1300mm×500mm×700mm
・オールステンレス
・外面酸洗い
・内面バフ仕上げ
・サニタリーヘルール式
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製品案内
半自動糊付ラベラー ＢＧＬ−２０００
簡単な操作で大小様々な瓶にラベルを貼り付ける事が出
来ます。
ラベ ルを 搭 載し
てボトルを置き、
押えローラーで
ボトルを押えると
ラベルを１枚搬送
してラベ ル の 裏
に糊を 付けてボ
トルに巻き付け
ます。

機械仕様
重量 20kg
寸法 横300×縦300×高20m

能力 10〜12本／分
容器 直径50φ×120φ
電源 単相100V

醸造タンク用呑口カプラ
工具不用、ワンタッチで簡単・確実に着脱出来ます
呑口カプラ取付け状態

手動式ボトルラベラー はるぞうくん
簡単操作・低価格のボトルラベ
ラーです。
ボトルをセットしてハンドルを
回すだけ。ラベルが簡単に貼
付出来ます。日付印字機取り
付け可能。

機械仕様
重量 3kg
容器 直径20φ〜150φ
寸法 横500×縦200×高300 能力 10〜15本／分

オールチタン櫂棒
オールチタンで出来た櫂棒。チタンなので軽く、強く、
耐熱・耐薬品に強い特性を持ちます。

バルブの開閉は
接続状態のみ可能な安全設計！
本体材質はステンレス鋼を採用し、
サニタリー性に優れています。
ボールバルブで平滑な内面、
確実なシール性能！

チタン玉仕様

2号・3号呑兼用で使用可能。
バルブを閉じ、スリーブを
矢印の方向へ引けば
呑口から分離します。

呑口とソケットを接続した状態

櫂玉：185φ
柄 ：27φ

押し込むだけで、
ワンタッチ接続ができます。

ＰＰ玉仕様
バルブ開閉用レバー
※小出し調節が容易でサンプリングに最適！

櫂玉：110×180
ボールバルブは、
サニタリー性に配慮し
閉止時はタンクと導通させて
液溜りを無くしました。

樽酒注出システム プッ酒くん
ひと味違う樽の酒、日本の伝統を注ぐ。
窒素ミニカートリッジを使用して樽の液面を加圧し注出レバ
ーを操作する事により、樽内のお酒を注出します。窒素ガス
で樽を加圧してお酒を注出するのでお酒の酸化を防げ、長
期間の鮮度保持が可能です。樽内面は特殊コーティングして
いるので鉄分の溶出はありません。
窒 素ガスの
替りに炭酸ガ
ス を 使 用し
て発泡酒に
することも出
来ます。
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柄 ：27φ

端桶防止（新鮮貯蔵）窒素パージシステム
タンクの空寸に窒素ガスを封入する事により、端桶を
防止する事が出来ます。初期導入コストが安いボンベ
による方式とランニングコストの安い窒素ガス発生機
による方式がございます。

