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●取り扱い品目
蒸米機（OH式二重蒸気槽）/多品種充填打栓機（オマカセクン、MK-Ⅱ）/多品種打栓機（コマ
ワリクン）/卓上型半自動ラベラー（KM-88）/電子式液面採尺計（トンボⅡ型、自動停止装置
受入れ時）/醪品温管理装置（もろみ見張り番）/低騒音型蒸米輸送機（サイレントブロワ）
/ケースクリーナー（S-1、ロータリー型、MKW-300～500）/島津アルコール分析システム
（AB-2A、AB-1D-2型）/全自動製麹システム（NOS自動製麹システム、三菱自動製麹システ
ム）/全自動発酵タンク（OS発酵タンク）/ボトルクーラー（BS-1000、1500）/
窒素発生装置（クラセップ）/無菌除湿機（カサバー）/中古再生品各種/他醸造食品機器/各種ギ
フト箱、各種王冠類、他醸造資材全般

ＯＨ式二重蒸気槽

硬質米でも軟質米でも
目的の硬さで
しかも外硬内軟なむし米が
出来上がります！

OH式二重蒸気槽
OH-T-1200型

概

－α化度99.5％以上－

要

最近の酒造業界は多品種・小ロットそして高品質の酒を要求される時代に移りつつある事は承知の通りです。
品質を向上させる為には良い蒸しを造る事が絶対条件であり、その為にはクリーンな蒸気で且つ蒸気
量に余裕のある蒸きょう装置でなければなりません。
特に需要の伸びている吟醸酒、純米酒、本醸造酒等は麹が製品の品質に与える影響が大きく麹の良否
が重要になってきます。本機は品質の向上はもちろん、酒化率の向上、特に高精白米、吟醸・麹米の
蒸きょうを目的として開発いたしました。
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ＯＨ式二重蒸気槽

ＯＨ槽を使うと外硬内軟、サバケ、
香りの良い最高のむし米をご提供できます！
むしに必要な蒸気量の理論値と実際値
良いむし米を造るには、理論値と必ずしも一致しない。経験的に理論値の数倍の蒸気量が必要であり、米の品種、
その年の米質、精白度、からし期間、給水量等によって実際値を決定すべきです。本装置はこれらのことより蒸
気発生量に余裕のある設計になっています。

１．蒸気発生槽
Ａ） SUS316ステンレス製で蒸気発生槽の外側は耐熱ウレタンで保温され外部への放熱はほとんどない省エネルギー設計です。
Ｂ） 甑に張る米の量、質に応じて蒸気の発生が自由にコントロールでき、蒸きょう時間の経過と共に発生する
蒸気は乾き蒸気になるように設計されています。
Ｃ） 蒸気発生槽の最上部にはスーパーヒーターがあり、これの使用によって、蒸気を更に乾燥することが可能
で、サバケの良い外硬内軟の蒸米を得るのに威力を発揮します。
Ｄ） 和釜の蒸気発生理論をボイラーで再現した装置で、しかも和釜以上の性能を発揮することが出来ます。
Ｅ） 蒸きょう中の蒸気温度が一目で解かる蒸きょう装置です。
Ｆ） 蒸気槽湯面全体に無駄のない沸き上がりにより、甑肌がなく香ばしいサバケの良いむしが得られます。
従って、麹の造り易いむしとなり良質の麹が得られます。

２．こしき
Ａ） 蒸気発生槽と同じ耐熱性発泡ウレタン及びFRPで保温されておりこしき肌が出来にくくまた、こしき内の
むらむしがなく従来の甑に見られたように、下部と上部での硬さの差はほとんどありません。
Ｂ） こしきに帆布を掛ける事によりむし米温度を101〜102度に保てます。
Ｃ） 大こしきの中に、小こしきをセットする事により少量むしも可能です。

３．オプション
Ａ） 蒸きょう中こしきに蓋をする事により、むし米温度を103度以上に上げることができ、むし米の蛋白の熱
変性を効果的に行います。
Ｂ） こしきに反転装置を取り付ける事により、むし堀作業がなくなります。
Ｃ） 吊上げ装置を付けることによりむし堀作業が軽減されます。
Ｄ） 蒸きょう装置にロードセルを取り付ける事により、むし米の給水率が計測できます。

４．仕
型

様
式

むし量(kg)

蒸気槽寸法(m/m)

こしき寸法(m/m)

本体重量(kg)

こしき重量(kg)

OH-T-200

200

1280φ×750H

1280φ×470H

約450

約200

OH-T-300

300

1430φ×800H

1430φ×480H

約500

約250

OH-T-400

400

1480φ×900H

1480φ×560H

約600

約280

OH-T-500

500

1790φ×900H

1790φ×550H

約700

約350

1850φ×900H

OH-T-800

1850φ×730H

約900

約450

OH-T-1000

1000

800

1950φ×1200H 1950φ×800H

約1000

約500

OH-T-1200

1200

2150φ×1200H 2150φ×800H

約1100

約560

OH-T-1500

1500

2360φ×1290H 2360φ×800H

約1300

約600

※手掘りしなくても良い反転装置も各々の蔵元に合わせて設計製作しておりますのでご相談下さい。
※キャスター取り付けにより移動が可能です。（OH-T-500型まで）
※仕様に多少の変更がある場合はご了承ください。
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簡単なアタッチメント交換で殆ど全ての瓶、ペットボトルに対応します。
多品種充填打栓機
一升瓶からＰＰ瓶、ペットボトルまで
今、充填打栓は小ロット多品種の時代！

オマカセクン

能

力

180ｍｌペットボトル
500ｍｌペットボトル
1Ｌペットボトル
180ｍｌガラスカップ
300ｍｌガラス瓶
720ｍｌガラス瓶
一升瓶

1000本／時間
1720本／時間
1500本／時間
1080本／時間
1080本／時間
1840本／時間
1570本／時間

※ 上記は、水での能力です。

●各種PP瓶、一升瓶
●各種ペットボトル
●ガラスカップ他
◆2名で瓶詰めができる…
◆設置スペースを取らない…
◆可搬式…
◆コンパクト設計…
※ 写真は、ペットボトル仕様です。

特

長

Ａ） ノズル・ホルダー・打栓部のアタッチメント交換で、ガラスカップ・紙コップ・徳利瓶・デカンタ・各種ＰＰ瓶・
ＰＥＴボトル等、殆どの瓶に対応可能です。
Ｂ） ノズル本体から上部タンクまでサニタリー仕様で各部継目はフェルールになっており、完全に分解できる構造にな
っている為、洗浄が完璧、確実に行えます。
Ｃ） 接液部はステンレス製です。清酒、焼酎、醤油、酢、飲料他、色々な液種に対して充填でき、キャップもアタッチ
メントの交換により殆どの種類に対応しております。
Ｄ） 機械本体がコンパクト（1450×710×2300〜2100高）で取扱いが簡単で、壜詰め作業は２名にて可能です。
オプションでキャップ供給装置を取り付ける事により更に省力化に貢献できます。
Ｅ） 設置スペースが少なく、可搬式、コンパクト設計で、ご提供できます。

ペットボトル充填部
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ガラスカップ打栓部

充填部、待タンク部
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ＰＰ瓶から一升瓶、ペットボトル他まで打栓可能！
多品種打栓機
コマワリクン

アタッチメント交換で、ガラスカップ･紙コップ･徳利瓶･デカ
ンタ･各種ＰＰ瓶･ＰＥＴボトル等、殆どの瓶に対応可能です。
取扱いが簡単で、誰にでも作動可能です。
設置スペースが少なく可搬式、コンパクト設計です。
機械本体がコンパクト（５６０角×１６８０高）で取扱いが簡
単で1名にて作業可能です。時間当たり700〜1200本打栓可
能です。

PP打栓部

ガラスカップ打栓部

フィンロック打栓部

1000本型・1500本型／時間、2種類のラインナップ
ＢＳボトルクーラー
従来の概念を打ち破った新機構！
時代にマッチした省エネ設計
冷却水・井戸水は、冷却部分をボトルと逆流再循環
する冷却水使用量節約設計。しかも、効率よく冷却
いたします。
もちろん洗浄、メンテナンスがより簡単になりました。

省スペース型
従来品に比べ、大幅に小型化を実現。わずかなスペ
ースで設置可能となりました。もちろん冷却能力は
従来品以上です。ボトルは冷却ネット部へ縦横正確
に整列して入り、移動停止を繰り返しボトル内部の
熱酒を揺さぶり、対流を促進し、さらに高能率噴射
シャワーとの相乗効果により急冷します。
●清酒充填壜入口温度 60〜65℃
●壜出口温度
35〜40℃
※ビン燗急冷機の仕様も御座います。

寸

法
BS1000型 大きさ 750×3450mm
BS1500型 大きさ 750×4650mm
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小瓶から一升瓶、各種ペットボトルまで対応！
卓上型半自動ラベラー
一分間に10〜15本は誰でも貼付可能です！
KM-88

各種ペットボトル（360ml、500ml、1L、1.8L取手
付など）が貼付け可能。多少変形した形状でもOKです！
瓶の場合は小瓶から一升瓶までノーアタッチメントで貼
付可能です。
コンパクト（450×360×310mm）です。
構造がシンプルでメンテナンスがラクです。
シンプル設計でどなたにも簡単操作出来ます。
ラベル糊付け機としての使用も可能です。
もちろん円周貼りにも対応しています。
貼付ボトルの変更調整が簡単です！

静かで強い！ 高騒音を解決します！
サイレントブロワ
オールステンレス製で錆しらず！
オールステンレス製（ファンはアルミ）で衛生的です。
蒸し米輸送専用に開発した高効率ブロアです。
78dB(A)以下の低騒音です。
インバーターを標準装備・任意の特性で運転できます。
また、起動・停止がソフトですから耐久性が向上します。
キャスター付により移動が可能です。
高風圧で広い用途に使用できます。
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電源を入れてスイッチを押すだけで簡単採尺！
トンボ
Ｔ字計（トンボ）に変わる採尺計（トンボ）です。
操作は簡単、スイッチを押すだけ。尺はデジタル表示
します。
読取り誤差がありません。（バックライト付液晶表示
器により、暗い場所でも使用が可能です）
小型（13×13×15cm）で軽量（1.5kg）、すっき
り設計により持ち運びが容易です。
計測は赤外線センサーとマイクロコンピューターを使
用し、高精度の計測が可能です。
充電方式によりコードレス作業が可能です。

過冷却防止機能付もろみ品温管理装置です。
モロミ見張り番
わずらわしいバルブ操作から開放されます！
タンク毎の品質管理を低価格で実現しました。

モロミ見張り番

既設のジャケットタンクまたは冷水マットと冷水配管
の間に取り付けるだけで、納品即使用可能です。
もろみの状態に応じて通水条件が設定可能な「過冷却
防止機能」により従来の制御にありがちな冷え過ぎを
防止する安心設計です。
簡単な操作で誰でも使用可能です。
コンパクト設計で必要なタンクへの持ち回りが可能です。
電源AC100Vです。泡消機のコンセントでの使用が可
能です。泡消機は本機の補助コンセントでご使用くだ
さい。
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中外エアシステム株式会社
増田商事株式会社

無菌除湿機 カサバー
なぜ日本酒製造に ＫＡＴＨＡＢＡＲ なのか

ＫＡＴＨＡＢＡＲは日本酒、ビール、食品製造等の空調設備として幅広くご使用して頂いております。
ＫＡＴＨＡＢＡＲは、なぜ日本酒製造の空調に幅広く御支持をいただき、最適とされているのかについて説明します。

構

造

ＫＡＴＨＡＢＡＲ とは塩化リチウム溶液（ＬｉＣｌ ）を吸
着剤として用いた除湿機で図に示すとおりエアーコンタクタ、
リゼネレータ、熱交換器より構成されます。
① 処理空気はエアーコンタクタへ送られ、充填材部で塩化リチウ
ム溶液（商品名Ｋａｔｈｅｎｅ ）と充分に接触し、除湿殺菌
されます。
② エアーコンタクタで水分を吸収したｋａｔｈｅｎｅ は濃
度が薄くなります。そこで溶液の一部をリゼネレータに送
り加熱して、水分を空気中に放出し、濃縮させてポンプタ
ンクにもどします。この再生は連続的、自動的に行われる
のでＫａｔｈｅｎｅ は常に所定濃度に保つことができます。

無菌環境を実現する ＨＡＣＣＡＰ 対応設備
ＫＡＴＨＡＢＡＲ 導入すると・・・
◆
◆
◆
◆
◆

低温・低湿空気が安定かつ簡単で得られる
無菌空気が得られる
床面、壁面が清浄となる
製造室内の送風ダクトに保冷不要
装置の寿命が半永久的に長い

従来の空調方式と比べ割高といわれますが
種々な空調方式がある中で、従来の方式に比べＫＡＴＨＡＢＡＲ は割高であるといわれますが、しかし、
日本酒の製造に適した、冬季の低温、低湿の清浄な空気環境を作るのはＫＡＴＨＡＢＡＲ だけです。
昭和36年に4季蔵を手がけ、以来 新設、リピートも含めご愛顧いただいております。
また、日本酒の製造工程を含め約４０００ 基と幅広い分野で使用されております。
今後共に御客様の御要望を満足すべく努力いたしますので、是非ともＫＡＴＨＡＢＡＲ のご採用を御
願い申し上げます。
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全天候オールシーズン醪発酵管理支援システム
OS式全自動発酵タンク
屋内型

概

要

- 再現性

手造主義の提案 -

時代の要求にマッチした酒造りは、技術者の技を重労働に煩わす
ことなく十二分に発揮させ、魅力ある労働環境を目指し、しかも
吟醸、純米など古来より難しいとされていた発酵管理を簡易に、
そして衛生的に意のままに行えることです。
このOS式全自動発酵タンクはそれらの諸条件を満たすために開
発されました。
完全な品温管理と理想的な撹拌を可能にすることで小規模の仕込
から大規模の仕込まで手造りと同様の品質を再現します。

特

OS式全自動発酵タンク（屋内型）
屋外型

１．オールステンレス製全面通水型ジャケット式の完全保温の頑丈な魔法瓶型タンク
外気温に影響されることなく仕込温度を思いのままに設定す
ることにより自動制御を行います。
２．特殊撹拌機
完全撹拌なくして仕込みは語れません。特殊撹拌機による櫂入
れにより希望する時期・時刻に必要なスピード・回数で正確に
撹拌し、酵母分散・濃度分散・温度分散が均一に行われます。
３．底部球型タンク
仕込には理想の底部球型タンクですから醪内容物の一部滞留
がなくスッポン仕込で 初添 が期待した通りに踊ります。
４．コンピューター制御装置
仕込管理が一人で出来ます。
30本の発酵タンクを一ヶ所でコントロールできるコンピューター制御
装置により、1人で24時間完全管理ができ、初添から上槽までを正確
に意のままに制御し、理想的な醪の環境づくりを行うことができます。

仕

OS式全自動発酵タンク（屋外型）

OS式全自動発酵タンク全体模型

仕込タンク底部

長

様

形

状／

材
容
制

質／
量／
御／

撹

拌／

オプション／

半球型密閉発酵タンク
冷温水循環用ジャケット付
SUS304オールステンレス製
3KL〜220KL（1,200石）
コンピューター制御による
全自動制御盤（二重安全装置付）
自動櫂入れ 特殊撹拌機正逆回転
撹拌機は無段変速装置で、
回転数は2〜12回転/分
泡消装置、自動洗浄装置
通水型撹拌機、材質SUS316

特殊大型撹拌機(停止時)

特殊大型撹拌機(運転時)

※ ご愛顧頂いてる皆様へ
現在ご使用中の制御盤は、部品の廃番などの理由で将来的に整備できなくなることが御座いますので
最新のタッチパネル型制御盤等への更新をお勧めいたします。
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伝統的手造式全自動米麹製造システム
KOS式全自動製麹装置
設計条件

麹蓋法こそ永遠の麹
数ある製麹方法の中でも、麹蓋法がベストであることは言うまでもあ
りません。豊富な経験と高い技術を必要とする麹蓋法の思想をベース
にいつでも、大量に、安定した自己の要求する麹造りを可能にしたの
がこのKOS式全自動製麹装置です。製麹の操作、調整機能には、可能
な限りフレキシビリティーを追求し、麹蓋法と同様に好ましい突ハゼ
麹、総ハゼ麹を酒造万流それぞれの希望通りに造ることができます。

１．サニタリー
結露がない、米粒溜りゼロ、洗浄の
自動化、完全乾燥。
２．完全自動
省力化、何台でも一人で操作可能。
３．薄盛多段
密閉系、ドライ通風装置。
４．通気以前の条件の一定化
大前提→盛込品温、破精廻り均一、
厚さ均一、培養中の導入空気は室内空気。
５．常時監視体制
各要素の異常監視装置、停電、漏電の
チェックと対応。
６．二重、三重の安全装置
非常押しボタンの設置（数ヵ所）、非常警報装置、
品温、ポンプ圧力、エアー圧力、扉の開閉。
自動と手動の操作回路、停電時の運転方法。
７．出麹冷却
本装置内で完全に冷却を行う。
８．微調整機能
数値の組み合わせは無限になり、微調整機能を
有する。酒造万流のどれにも適応できるフレキ
シビリティーを有する。

蒸米の引込から出麹冷却までを全自動化
麹に触れれば触れるほど雑菌が付き、品質の良い麹造りを阻害します。
このKOS式全自動製麹装置は作業工程において、麹蓋の技法を取り入
れ、引込から冷却、盛込予熱の11工程を全自動で行うことが出来ます。
従来の重労働はすべて排除され、品質の確認と清潔さを保つ洗浄作業
が重要な仕事になります。

二次培養槽（多段盛棚）内部
二次槽には仲仕事機構も保有されています。最高温
度到達後、製麹上要求される必要条件の通風を行い、
出麹を迎え本装置内で低温通風による出麹冷却が行
われます。出麹は仲仕事機構の床もみ機と出麹くり
こみ装置より、エアーシューターで直接水麹となり
ます。出麹後は二次槽の加温乾燥及び盛込予熱運転
に入り、引込から冷却、盛込予熱の11工程の全て
をKOS式全自動製麹装置が行います。

限りない技術者の要求を具体化
一次培養槽（引込床）内部
一次槽の床もみ機構は引込・切返し・盛出を１台で三役を行います。
盛込は完全密閉保温の二次槽（棚）に行い、麹蓋法と同様な保温管理
と温湿度の調整は、その折々に要求される最適条件で行われ、破精廻
りと破精込の誘導が容易に得られます。

コンピューターが24時間完全管理します。要求す
る製麹条件を一度機械に記憶させれば、昼夜を通し
てその指示通りに保たれます。必要とあらば、好む
方向への軌道修正や微調整などをいつでも、何回で
も行うことができます。データを読み取り、麹と対
話をしながら、希望する条件を設定すれば、その結
果を忠実に再現します。

※ 増田商事株式会社は、株式会社マルサよりOS式全自動発酵タンク及びKOS・NOS式全自動製麹機を引き継ぎました。
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小ロット・多品種に最適サイズ！
1000Lステンレス角タンク

特

長

20フィートコンテナに10本収納でき10KLの貯蔵が可能です
（MTF-1000型）。
フォークリフトで四方向からの差込が可能です。
材質はSUS316、SUS304ステンレス製です。
積重ねは3段まで可能でスペースをとりません。
タンク底部がテーパーになっており、お酒が残りません。

仕

タンク全体

MSF-1000型
MTF-1000
タンク上部

様

寸 法 1050角×1750高（MTF-1000）
1130角×1450高（MSF-1000）
重 量 約220kg
容 量 約1KL
材 質 接液部SUS316他SUS304
※他容量のタンクも取り扱っております。
※オプションで窒素置換などのシステ
ムも施工できます。
※上記仕様は予告なく変更する場合が
あります。

ブティック商品
島津アルコール分析システム

島津アルコール分析システムAB-1D Ⅱ型
ガスクロマトグラフィーで酒精度を
測定します。
１．蒸留の必要がありません。
２．温度調整が不要です。
３．測定時間は６分です。
４．測定試料量２μLです。

アルミボトル

アルミボトル 720ML
オールアルミ製のため利点がたくさん！
１．軽量で在庫･運搬しやすい！
２．耐食性、衛生性、遮光性リサイクル
性等に優れている！
３．冷却効果が高い！

１．可塑剤を含んでいません。脱塩ビです。
２．環境ホルモン影響物質を含んでいません。
３．耐寒性に優れています。
４．軽量（水に浮きます）かつ、柔軟です。
５．原アルコール（96％）で使用が可能です。

ブティック採尺口フィルター

１．フィルターはオートクレーブ滅菌OK
２．疎水性フィルターを使用
３．外気からの雑菌を阻止（孔径 0.5μm）
４．大容量のポンプ引き抜きもOK
５．各メーカーのタンクに対応（特注も可）

ブティックライト

ブティックライト1号 ブティックライト2号

ブティック珪藻土
224

