ワイン樽 /Barrel/Barrique 関連用品：

樽の関連用品

ed.11.1
ワインシーブス

バトナージュ棒

（30cm 定規）

バレルミキサー（バトナージュ用）

回転させると先端のプロペラが開きます。

ミキサー用オプション：
手回しハンドル

プラスチック製
Pyrex ガラス約 51cm

ステアラー（バトナージュ用）

先端の羽はここを中心に可動。

Pyrex ガラス” Bordeaux Type”

→終売

このカーブが、使いやすさのポイント。

NEW !
ガラス製バング

Pyrex ガラス “ベントタイプ”
終売となったボルドータイプの、
代替えです。

（右の 2 個。左の木栓とメン
ブランは参考品）

it!

Tidb

Tidbit!
サンドブラストによる社名やロゴ表示可能。
ショップ・グッズとして最適です！

Pyrex 51cm の
大きさはこのくらい。

ラッキングチューブ

吸い込みは側面の穴から。
深さ調整は先端のねじで行う。

サイトグラスとバルブ

" 樽ラッキングチューブ "

ランプ付きのサイトグラスとバルブ 上部のハンドルを廻すと、先
（写真にはありませんがバルブ付属） 端のねじ高さが変わる。吸い
込み深さ調整が作業中も可能。

" 樽ラッキングチューブ〜深さ調整ハンドルつき " →受注終了

NEW !

" 樽ラッキングチューブ〜ガス押し出し式 "

サイト
グラスと
バルブ

上部のダイヤルを廻すと、先端のねじ高さが
変わる。吸い込み深さ調整が作業中も可能。

Tidbit!
プラスチック製ワインシー
ブスは実は 3 分割。3 本
ご購入いただいて中心部を
つなぐと、樽底のワインを
チェックできます！

Tidbit! 押すので、濁らせずにラッキングできるほか、酸化

不活性ガスを樽に充填する事で穏やかにワインを

防止に有効。もちろん、ポンプで引く事も可能です。

サルファバーナー
サルファバーナー〜樽栓＆フック付き

NEW !
" パンチョン樽（大型の 450 〜 500 ℓ樽）用
ラッキングチューブ〜ベント（曲がり）タイプ "

Tidbit!
サイト
グラスと
バルブ

サルファバーナー〜スタンダード

焼酎の貯蔵に使われてい
るのは 500 ℓ樽 が 多い。
焼酎用にもご利用下さい！
燃焼用サルファ（亜硫酸）
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機械名称

機能、特徴の説明

大きさ、重さ、など

価格、備考

●電動ドリルなどに取
長さ：約 50cm “バレル・ミキサー”
り付けて樽内部を撹拌。
（写真）
" バレルミキサー " 手回しハンドルも作成
手回しハンドル（ルーツ製、写真）
(TCW 社製）いたします。
●先端の羽は挿入時は
長さ：約 80cm “パンチョンミキサー”
閉、回転の遠心力で開。
" ステアラー "

ご照会下さい
ご照会下さい

●先端の羽は可動式。
長さ：約 100cm（写真）
両手で棒を持って撹拌。

●バングからワインを
抜き、グラスに注ぐ器
具。指かけハンドルつ
"Wine Thieves"
（ワイン・シーブス） き。
シーフ＝「盗人」の意 ● Pyrex ガラス製は、
ハンドメード。

" ガラス製バング "

ご照会下さい

φ 2.9cm, L 約 48cm, プラスチック ご照会下さい x 2 個
（写真上）
以上単位
φ 2.5cm, L 約 51cm, Pyrex 製：
（写
真中。但し、指かけ部の形状は異な
ご照会下さい
る場合があります。）
"Bordeaux Type" 先端φ約
1.5cm、胴部φ約 4cm, L 約 51cm,
終売
Pyrex 製 ( 写真下 )
「ベントタイプ」Pyrex 製
ご照会下さい

●ボルドーのシャトー
で良く利用されている
栓。醗酵途中の樽に。

底径約 40mm、最大径 50-55mm、
ご照会下さい x 12 個
高さ 70-80mm。（ハンドメードな
単位
のでばらつき有り）
樽栓＆フック付き（写真上）

ご照会下さい

スタンダードタイプ（写真下）

ご照会下さい

" サルファバーナー " ●亜硫酸を焚く。SS 製。

" 燃焼用サルファ "

●サルファバーナーで
（注：パッケージは写真と異なる場合
燃やす亜硫酸。落ちに
もあります。）
くいドーナッツ型。

「樽ラッキングチューブ（写真）」32
●ラッキングチューブ： インチ（約 80cm）1 インチチューブ、
ワインを抜く時に使用。 1-1/2 ヘルール
澱を吸い込まない様、
底から少しあがった部 「樽ラッキングチューブ〜吸引深さ調
分（高さ調整可能）の 整ハンドルつき（写真）」約 120cm
側面に穴。
（ハンドル含む）1.5 インチチューブ、
" 樽ラッキング
チューブ " （右欄の他、長さや形状 1-1/2 ヘルール（または指定サイズ）
" 樽充填チューブ " はご注文に応じます。）
「樽ラッキングチューブ〜ガス押し出
●充填チューブ：ワイ し式（写真）」吸引深さ調整つき
ンを入れる時に使用。
（右欄には記載していま 「パンチョン樽（大型の 450 〜
せん。ご照会下さい。） 500 ℓ樽）用ラッキングチューブ〜
ベント（曲がり）タイプ」（写真）

ご照会下さい

ご照会下さい

終売

ご照会下さい

ご照会下さい

（一般的ご注意）
●価格：表示している価格は右上記載の作成年月日現在で有効な価格です。特に輸入機器については、
社会情勢や為替レートの変動に応じて価格を修正する場合がありますので、
ご発注にあたっては見積をご請求ください。●運賃、取引条件：表示価格はルーツ機械研究所 ( 奈良市 ) 渡しの、現金取引価格です。上記価格のほかに梱包代・宅配便代 ( 千円から数千円程度 ,
品物と出荷地域による ) が必要です。●写真は細部において日本仕様と異なる場合があります。また、技術改良に伴い仕様は予告なく変更する場合があります。
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