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最後に、きた産業のボス、喜多 (代表取締役 )に聞きます。「私自身が皆さんの
ところにお伺いするチャンスが減って申し訳なく思っています。展示会は皆さ
んにお会いするチャンス。楽しみにしています。私が「ワインつくりに関する
最近のトピックス」と題した講演も行いますのでぜひ来てください !」
ということで、東京ビッグサイトでお会いしましょう。6月 7日から10日、
ブースは「1E-20」です。

Sienna’s Watching Special: FOOMA preview. Continuing to FOODEX tradeshow in 
March, we will have our booth at FOOMA tradeshow in June. This is a food machinery 
tradeshow, concerning with various food & beverage industry. We will exhibit peristaltic 
pump (Italian), cask & "Kame" cleaning system (Swiss), micro beer canning machine (Japan, 
our products), wine membrane press (Italy), air tester (U.S.) and others. We are sure 
you will fi nd something new at our booth. Additionally, Mr. Kita will have presentation, 
which title is “Recent Topics of Wine Making”. See you at Tokyo Bigsight 

(Text: Sienna.K.Emiri)

Sienna’s Watching 　シーナズ・ウォッチング
前回は 3月に行われた FOODEX( 国際食品飲料展 ) プレビューでしたが、今
回は6月に東京ビッグサイトで行われるFOOMA(国際食品工業展)プレビュー
です。
う ~ん、業界先行きが不透明な時期に連続二回も展示会出展とは、、、積極展開
の戦略か ?それともひょっとして破れかぶれなの ?? その真意を、きた産業の
営業部長、野田 ( 取締役 ) に直撃インタビューです。「前回の FOODEXでは
ガラス壜などのパッケージを中心にご紹介しましたが、機械設備も重要な当社
の営業の柱。FOOMAでは、売れ筋機械、今までにない機械をご紹介します。」
う ~ん、まじめな答え。
では、ルーツ機械研究所の澤田 (取締役、CTO- 技術責任者 )に聞いてみましょ
う。「2000年まではBREWTEX(国際醸造機械展)に毎年出展していましたが、
それがなくなって以来の久しぶりの東京の展示会。当社製の缶詰機のほか、イ
タリア、スイス、アメリカなどから特徴ある機械を集めてご覧に入れます。機
械の売り上げを2倍にするのが私のテーマです。」こちらも本気ですねえ。

●「チューブポ
ンプ」をご存
知ですか ? 接
液するステン
レ ス 部 品 や
パッキン類が
一切なく、フ
レキシブルな
チューブを回転ローラーでしごいてポンピング
を行うシンプルな機構。医療用で使用されてい
る小型のチューブポンプをご存知の方も多いの
では ?

●非常に低速で運転しますので、固形分を含んだ
内容物を傷めることなく (「生卵の黄身もつぶ
さずに送れる」というくらい !) 送液することが
できます。ワインのモロミを送る場合、特に品
質改善効果が大きいポンプです。展示するのは、
チューブ径68mm、処理能力18Kl/hr の「モ
デルMS3」（下の写真）。

●イタリア・Ragazini( ラ ガツィーニ ) 社の
Rotho( チューブポンプシリーズの商品名 ) は、
特にワイン用として有名なほか、食品・飲料、
化学、建設、鉱業、排水処理、スラッジ処理な
どで幅広く使用されています。具体的には、ミ
ルク、ビール、パルプ・製紙、歯磨き、洗剤、
化粧品、手染め、薬品、セメント、塗料、石灰、
建設現場、放射性廃棄物、、、など多くの分野で
採用されています。また、ヨーロッパ (伊、仏、
英、独、スイス、スウェーデン、スペインなど )、
北米 ( アメリカ、カナダ )、南米 ( ブラジル、チリ、
アルゼンチン )、アジア (マレーシア、シンガポー
ル、韓国、中国 )など全世界で利用されています。

展示機械1
Ragazzini の
チューブポンプ
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●スイスMoog 社は、タンク内洗浄システ
ムや、自動車の洗車システムなど高圧水に
よる洗浄システムのスペシャリスト。その
Moog 社の「樽洗浄機」をご紹介します。
お手持ちの高圧洗浄機に接続して使用しま

Moog樽・甕洗浄システム

す。コンパクトで操作性がとても良好。
●世界的に著名なワイン機器展、ボルドーのVinitech 展示会で過去
2回の賞をとった樽洗浄システム。ワインや焼酎のオーク樽の洗浄
にどうぞ。

●「甕 ( かめ ) 仕込み」は高級な焼酎やお酢に欠かせません。しかし
その洗浄作業には大変手間を取られているのでは ? Moogシステム
を改良した甕洗浄システム「甕スペシャル」を展示します。

世界のワイナリーの事例をもとに、「重力式レイアウト」、「ドラマチックな外
観を追及する設備」、「有名ワイナリーの相次ぐ選果コンベア導入」、「コンクリ
タンクやバスケットプレスのリバイバル」、「二層式タンク」など、設備の最新
動向を紹介。さらに「合成コルクやスクリューキャップ」などパッケージのト
ピックスもご紹介します。ワイン関係の皆さん、ぜひご来場ください !

プレゼンテーション「ワイン設備の最新動向」

誌上プレビュー誌上プレビュー

●6月9日11時30分 ~12時15分、場所は東6ホール。
（受付は 10時から東 3ホール前で可能。会場定員は 70
人です。）

●ご来場者にDVDを差し上げます。(「ワインと清酒のび
ん詰めラインのビデオ」X2、「Rgazzini ポンプ」のビデ
オX2、「Moog 樽洗浄システム」のビデオX1、「ビール
と清酒の缶詰めラインのビデオ」X3、の8本の映像入り。)

展示機械2 

来場者プレゼント！

東京ビッグサイトで
お会いしましょう。
期 間 は 6 月 7 日 か
ら 10 日、ブースは
「1E-20」です。
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誌上プレビュー誌上プレビュー

●大手ビールメーカー・製缶メーカーの研究所
や、全国の地ビール醸造所でご採用いただいて
いるルーツ機械研究所製の極小規模ビール缶詰
機「BEER RADIX」。従来のシリーズ II を大幅
に改良した「シリーズ III」を展示します。( 本
稿作成時点でシリーズ III のカタログが出来てい
ませんので、左はシリーズ II のものです。)

●シリーズ II までは「蓋のせ工程」と「ガッシン
グ ( ヘッドスペースの炭酸ガスによる置換 ) 工
程」を同じステーションで行っていましたが、
シリーズ III ではこれを分けることによりさらに
安定したエア置換率を実現しています。（下の図
面の8分割インデックスがシリーズ III）

ルーツ機械研究所の
　　　缶詰機「ビアラディクス III」

展示機械3 

●オプションの「ISOクラス 5のクリーンエア発
生装置とクロージングブース」を搭載したモデ
ルを展示します。

●Roots Machineries Labs’  “BEER RADIX”  is 
used for both laboratory use at big beer 
companies and commercial production 
at craft beer breweries. We will exhibit 
new version “Series III” , which has “new 
design under cover gassing” , as well as 
new optional “ISO class 5 clean air closing 
system” .

東京ビッグサイトで
お会いしましょう。
期 間 は 6 月 7 日 か
ら 10 日、ブースは
「1E-20」です。
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DIEMMEの「閉鎖型メンブランプレス」
展示機械4 

●ワイン醸造工程でブドウを搾る機械です。DIEMME( ディエメ ) は閉鎖型と開放型の2種類を
提供しているユニークなメーカー。

●最小型の「1.5 キロリットル」の「閉鎖型」モデルAR15TD/Cを展示します。閉鎖型はジュー
スの酸化防止に有利です。小規模で高品質なワイン作りをお考えのワイナリーに最適です。

⬇DIEMMEの「除梗破砕機」

⬆DIEMMEの
「選果コンベア

システム」

DIEMMEの➡
「新世代バスケットプレス」

⬆DIEMMEの
「回転かもし醗酵タンク」

●イタリアDIEMME社はワイン醸造設備の世界トップメーカーのひとつです。ワイン設備のことなら当社にお任せください。
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誌上プレビュー誌上プレビュー

卓上PPキャッパー
BFシリーズ  " モジュールP"

＊これは計画図です。

＊キャピングヘッド

NEW!

■Schafer の卓上ラベル糊付け機「MS6」
■卓上手動タックラベル貼り機「はるぞうくん」
■樽の関連用品「ラッキングチューブ」、「グラ
スバング」「ワインシーブス」「ステアラー」
など

■卓上 PPキャッパー「モジュール P」: ベス
トセラーの卓上充填機BFシリーズの新ライ
ンナップです !

その他の展示予定
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■ Zahm&Nagel の「エアテスター」、「カーボ
ネーティングストーン」、「パイロットプラント」

■ BQSL の「ガスボリュームコンピューター
Gv-1」搭載のピアーシングデバイス

■BSL Gas Technologiesの「ガスブレンダー」

その他の展示予定

誌上プレビュー誌上プレビュー
東京ビッグサイトでお会
いしましょう。期間は
6月 7日から10日、
ブースは「1E-20」です。

Sienna’s Watching - シーナズ・ウォッチング


