
食品、ペットフード、製薬、コスメの
加工機械とシステム

カッター
ミキサー
グラインダー
コンティカッター
プロダクションライン

In the hands of the best



食品、ペットフード、製薬、コスメの
加工機械とシステム

カッター
ミキサー
グラインダー
コンティカッター
プロダクションライン
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ザイデルマン社は170年以上の歴史を誇るドイツのクラフト
マンシップを継承する世界トップクラスの加工機械メーカー
です。
ドイツ南部で生産されるボウルカッター、ミキサー、グライン
ダー、コンティカッター、プロダクションラインは5大陸、全世
界の130カ国で使用されております。
ザイデルマンは高耐久・高品質な機械を提供し、ユーザーの
優位性を約束します。

機械の設計から組立てまで、ドイツ・アーレン工場の熟練スタ
ッフの手で行われます。
それゆえ、ボウルカッターはクリアで微細なカットが確保され
ています。
グラインダーは理想的なカッティングが特長です。
ミキサーは、バキュームと冷却機能を融合させ、最適かつ均
一な混合が可能です。
コンティカッターは、連続操作で高い生産性を発揮します。
これらのマシンは、絶えまない研究と進化によって最大の能
力と最高の安全基準を確保し、操作やクリーニングがしやす
くなっています。

また、あらゆる生産規模に対応しており、80種以上のスタン
ダードモデルの中から最適な機械を提供致します。
全てのマシンはオーダーメイドで生産されています。お客様
のご要望に沿って、特別仕様での製造にも対応致します。

ザイデルマン In the hands of the best

ドイツのエンジニアリングが提供する
最高のテクノロジー。
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アプリケーション

ミンチ ボイルとクックドソーセージ ドライソーセージ

ファストフード／コンビニエンスフード 水産製品 ドネル・ケバブ

フルーツとヨーグルト 野菜 ほうれん草

製菓とナッツベース製品 チーズ製品 マジパン

スパイスパンの再生利用すり身 ペットフード化粧品 医薬品

ミンチ製品 ペースト 粗挽きボイルソーセージ

パスタフィリング インスタント食品 コンビニエンスフード

フルーツ ペースト マヨネーズ

スナック パン用スプレッド サラダ



98

ボウルカッターは、高品質な製品が生産できます。カッター
刃の高速回転が効率的にタンパク質を抽出し、最適なエマ
ルジョンを作ります。

また、高品質な食肉加工品だけでなく、他の食品や薬品の
生産も可能です。

カットやエマルジョン、およびミキシング以外に、ザイデルマ
ンカッターの最先端技術で多様な加工処理ができます。
例えば、冷却、クッキング、メルティング、低温殺菌、滅圧乾
燥、真空、細粒化などに対応しています。

真空下でのカットには多くのメリットがあります。酸素を抜く
ことで、製品の劣化を遅らせることができます。また、タンパ
ク質の抽出がより効果的にでき、ソーセージのエマルジョン
結合が改善され、より多くの水と氷を付加できます。
最終製品の味、外観と美味しい音を生む質感を改善します。

クッキング機能付きのカッターは、クッキングとカッティング
という個別ステップが一体化されることで節電と作業時間
の短縮、クッキングで失われる水分や味、香り、タンパク質を
保てます。

カッター

バキュームカッター K 324 AC-8

それにより、少ないスパイスの付加量で風味を向上させるこ
とができます。

高性能カッター 
20 - 1200 L ボウル容量

クッキング機能とバキューム機能付き
60 – 1000 L ボウル容量

クッキング機能付き
60 – 1000 L ボウル 容量

バキューム機能付き
60 – 1000 L ボウル容量

高性能カッターK 120 AC-8

カッター
ミキサー
グラインダー
ミキシンググラインダー
コンティカッター
プロダクションライン
コントロール／オートメーション
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ミキサーは原料（製品）とスパイスや添加物などを混ぜ合わ
せるマシンです。食肉、水産物、チーズ、フルーツ、お菓子、
フィリング、ファストフードやコンビニ惣菜などの製造に適し
ています。

標準装備として、前後にシフトし、すばやくスピードを切り替
えられる二つのミキシングシャフトを備えています。
また、革新的な形状のミキシングパドルで製品の温度上昇を
抑えたミキシングを短時間で行い、油圧排出フラップがすば
やく楽に排出します。

オプションの冷却機能は、原料や製品によって最適な加工温
度を確保します。また冷却装置の必要がないため、製造の採
算性が向上します。

ホッパーの底面に装備される、二酸化炭素（CO2）または液
体窒素（LN2）を入れるノズルを通じて、原料や製品は希望
温度まで冷却できます。またマシンカバーのスノーホーンか
ら二酸化炭素（CO2）の微細氷を噴霧することができます。

ミキサー

バキュームミキサーVMR 600

ミキサー
580 – 4700 L ホッパー容量

冷却機能付き
580 - 4700 L ホッパー容量

クッキング機能付き
580 – 4700 L ホッパー容量

バキューム機能付き
580 – 4700 L ホッパー容量

グラインダーはチルド肉、冷凍肉、その他の様々な形態の材
料を効率的かつ高速にカットできます。
オートマチックグラインダーは、強力なウォーキングワームと
円錐形のフィードワームを装備しています。
ミキシンググラインダーは予め材料を混ぜ合わせることがで
きるミキシングユニットを装備しています。

フローズンミートグラインダーは、冷凍ブロック肉のためのワ
ーム形状と、強力なドライブユニットが設定され、カット部に
搬送する前に凍結されたブロックを崩しながら搬送します。 
 
ユニバーサルグラインダーは、革新的なウォーキングワーム
の6ステップスピードと、搬送ワームの4ステップスピードで、
各材料に理想的なカッティング効果を確保します。チルド肉
からマイナス25°Cまでの冷凍のブロック肉、チーズ、カカオ
豆、野菜などをカットできます。生鮮原料と冷凍原料をコスト
変動に対して使い分け、比類のない柔軟性を可能にします。

チーズグラインダーは、特別なホッパーとクラッシュアーム
と円錐形の送りワームを装備しています。さらに、油圧プレ
ス装置は穏やかかつ効果的に一定の吐出が出るようチーズ
ブロックをワームプッシュします。

グラインダー

ユニバーサルグラインダー AU 200 U

スタンダードグラインダー
直径114 mm ホールプレート

オートマティックミキサーグラインダー
直径130 – 250 mm ホールプレート

オートマティックグラインダー
直径114 – 300 mm ホールプレート

ミキサーグラインダー 
直径114 – 200 mm ホールプレート

オートマティックグラインダー AE 130

ユニバーサルグラインダー
直径200 または 300 mm ホールプレート

フローズンミートグラインダー
直径300 または 400 mm ホールプレート

ミキサー MR 1800

ミキサーパドルとミキサーリボン ミキサーリボン
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ミキシンググラインダーAMR 2500 / 250 冷却機能付き、
油圧カバーとスノーホーン付き

ミキシンググラインダーは、グラインディング機能があるミキ
サーです。すばやく効率的に加工できます。予備ミキシングで
混合とグラインディングを同一機械で同じワークステップで行
います。グラインダーは、2つのミキシングシャフトがあり、各シ
ャフトは単独で前後にシフトでき、スピードも変更可能です。
中規模能力のミキシンググラインダーのホッパー容量は
1300L、または1800Lです。グラインディングホールプレー
トの直径は160mmまたは200mmです。スタンダードとし
て、ミキシングシャフトは排出の方に向け、パドルとリボンが
装備されています。グラインディング機能を使用せずに原料
（製品）のミキシングだけを行うこともできます。その場合、
原料（製品）はグラインダー本体でなく、油圧の排出フラップ
を通じて排出されます。

大規模や中規模生産のためには2500Lまたは1800Lのホッ
パーとホールプレート直径が200、250、または300mmのオ
ートマティックミキシンググラインダーを用意しております。
グラインダー出口へのマシンの高速排出能力は、革新的な
長い送りワームによって保証され、ウォーキングワームは上
記ホッパー下部に並列に配置。送りワームはリバースギヤと
ともに無段変速ドライブを装備。同時にこれらの機能は、そ
れぞれの材料を均質に混合します。標準としてミキシングシ
ャフトとパドルが備わっています。

ミキシンググラインダー

唯一のカッティングテクノロジーで原料（製品）を希望のサイ
ズに粉砕し、高品質なエマルジョンを作ります。コンティカッ
ターは短時間で連続的にプレミアムな製品を作れます。例え
ばソーセージやスパイスや医業品などです。
 
予備ミキシングした原料（製品）は縦のホールプレートシステ
ムに通過し、カットおよび粉砕されます。最小の距離を保ち、
接触がないプレートは摩擦がありません。そのため原料（製
品）の金属混入を避け、プレートの磨耗が少なくなります。

エマルジョンの希望の細かさを達成するために、カッティン
グセットは、様々な穴の大きさを最大7つのプレートを装備
することができます。プレートが使用枚数を増やすか、より小
さな穴を選択することで、より細かくカットすることができま
す。パイプの吐出側の減圧弁を調整することで、カット性能
ならびにエマルジョンの温度を調整することもできます。

コンティカッター（乳化機）

コンティカッター 
直径140 と 250 mm ホールプレート

バキュームカッターK 204 AC-8 とコンティカッターKK 140 AC-6 コンティカッター KK 250 AC-6ミキシンググラインダー MRU 1300

ホッパー MRV 2500

固定プレート 回転プレート

プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
フ
ロ
ー

コンタクトフリーカッティングプレートシステムで
ファインエマルジョンと粗挽きとの混合

ミキシンググラインダー
1300 – 2500 L ホッパー容量
中規模能力
1300 または 1800 L ホッパー容量
直径160 または 200 mm ホールプレート
大規模能力
2500 L ホッパー容量
直径200、250、または 300 mm ホールプレート

オートマティックミクシンググラインダー
1800または2500 L ホッパー容量
直径200、250、または 300 mm ホールプレート
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各ザイデルマンマシンは、プロダクションラインを構成でき
ます。さまざまな製品の生産規模に対応すべく完全自動プロ
ダクションライン、半自動プロダクションライン、他社の機械
との連動などお客様の要望に沿って、設計、デザイン、製造
します。

また、生産レベルにより自動で個別に選択できます。個々の
マシンが互いに搬送システムを介して接続され、手動でも個
別に操作できます。また、中央操作端末から一人で容易に生
産ライン全体を制御できます。

自動プロセスの各ワークステップは高い品質と作業効率を
確保しながら実施されます。予備カッティング、カッティング、
ファインカッティング、エマルジョン化とバキュームミキシン
グおよび効率化、材料加熱、X線と近赤外線計測の分析、二
酸化炭素（CO2）または液体窒素（LN2）の冷却を含めていま
す。

プロダクションライン

搬送コンベヤシステムは従来の時間と手間がかかるトロリー
搬送を改善します。
プロダクションラインはザイデルマンの設計とアセンブリー
の豊富な経験が各原料（製品）に対する最適なソリューショ
ンをお約束します。

クロスフライトコンベヤベルト（上部へ搬
送するコンベヤ）と金属探知機

フローズンミートグラインダーGW 300

オートマティックグラインダーAG 160 付
属の油圧 ローディング装置

スクリューコンベヤ、可動式 コンティカッター KK 250 AC-6

ボイルソーセージなどの完全自動のプロダクションライン 

1200 L ホッパー エマルジョンポンプ
とパイプ付き

ミキサー MNR 1800 ワークプラットフォー
ム付き

バキュームミキサーVMR 3500 ワークプラット
フォーム付き
大容量コンテナー用ローディングデバイス
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ザイデルマンはそれぞれのマシンとその仕様のために最適
なソリューションを提供します。

コマンドはデジタル表示で、ドライブの速さを事前に設定で
きます。マシンの運転状況は大きな表示で見やすくしていま
す。コマンドはお客様のご要望により、機械または壁に設置
ができます。 

オートコマンドはウィンドウズに基づいた、最新鋭のレシピコ
ントロールです。ザイデルマンカッター、ミキサーやミキシン
ググラインダーのための最適な作動デバイスです。
異なるバージョンがあるオートコマンドで完全自動プログラ
ム運転ができ、一定の効率化と品質管理を確保しています。
各バッチは決まったレシピと重量で混ぜ合わせます。
また、複雑なレシピも再現できます。色々なレシピが生産プ
ランとして保存され、段階的に実施されます。その上、生産
プランにはレシピ計算機能が内蔵されており、原材料量を調
整できます。

全てのワークステップがデータ記録されており、いつでも作

コントロール／オートメーション

動プロセスを遡ることができるので、例えば品質認証の為の
長期記録を作成できます。
また、ユーザーの職位により各ユーザーのためにアクセス許
可が設定できます。オートコマンドと個々の仕事現場を繋ぐ
ことができるので、各マシンについて製造室の外側、例えば
マネージャーオフィスから操作できます。
 
プロダクションラインで設備されたマシンは単独運転もでき
ますが、セントラルオペレーティングターミナルという一つの
コントロールデスクからも安全かつ簡単に操作できるので人
件費を抑えられます。
各マシンの機能が自動運転し、品質と生産性を確保します。

コマンド 1500 オートコマンド4000 

セントラルコントロールデスクとオートコマンド4000、プロダクションラインの効率かつ確実な運転
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全てのマシンは最高の安全基準と衛生基準によって作られ
ています。安全で簡単に洗浄ができます。本体は重厚なステ
ンレスで製作されており、各面は水と洗浄剤が流れるよう高
い精度で磨かれたなめらかな傾斜になっています。
全てのカバーは水と洗浄剤がマシンに入らないようデザイン
されており、高圧洗浄も可能です。この構造が、ザイデルマ
ンのマシンに堅牢で高い耐久年数をもたらしています。

衛生的なデザイン

責任を負うことはザイデルマンのコーポレートアイデンティ
ティの特徴です。最新の持続ディマンドを満たすために製造
プロセスを絶えず評価、更新しています。ザイデルマンマシ
ンを開発する際は、最初から機械の部品の再利用性を考え、
また機械の耐用年数に注目します。ですからザイデルマンマ
シンはエネルギー効率のよいドライブを備え、無害なグリー
スと油を使用しています。お客様と共に環境保護を見失うこ
とはありません。

持続可能

ザイデルマンの各機械とコネクションは現在の事故防止の
規定を応え、CEマークを有しています。

安全

–  世界中のサービス
–  適格なサービスマン
–  幅広く、積年に保障する予備部品サプライ
–  緊急サービス24/7
–  ローン マシンサービス

サービス

革新的な考え方、効率的な動作、高品質の製造、これらを達
成するため、ザイデルマンは製造体制の全てを含む品質管
理システムを導入しました。ISO 9001で保障されたザイデ
ルマンマシンは最高の品質で、お客様の条件を満たすこと
ができます。

高品質

1843年の創立からザイデルマンは食品機械の発達に重点
を置いて、革新的かつ最新のテクノロジーを用います。ま
た、食品機械メーカーの中でも歴史の長い会社の一つです。
現在ザイデルマン社はザイデルマン一家の5代目と6代目に
より経営しています。ベテランの社員が多く、有資格者は幅
広いノウハウを確保しています。全てのマシンはドイツ、アー
レン工場で生産されています。

伝統とノウハウ

© 2014 Maschinenfabrik Seydelmann KG
このパンフレットのすべての内容、特にテキストと写真が抜粋された形で
Maschinenfabrik Seydelmann KG、D-70174 Stuttgartの知的所有
権があります。版権所有。このパンフレットの部分は、Maschinenfabrik 
Seydelmann KGの承認なしで全てのコピーまたは複写および配布できま
せん。この禁止は、電子データベースで記録して、コピーして特定の商業用
の複写に制限を付けます。データ媒体での複写およびプリントされた製品の
他の形に移動する。

イノベーションスタンダード 
 
ザイデルマンのエンジニアはもっと効率的、かつ耐用年数が
高く、 使用しやすく、整備しやすいことが重要と考え、最新の
技術と伝統的なドイツのクラフトマンシップを融合し、技術開
発をしています。その目的はザイデルマンマシンを使ったす
べてのお客様が、その製品から最大の効果を得ていただくこ
とです。世界中の顧客満足を目指しております。
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