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世界に伸びる日本の麺
　東京オリンピック開催年の２０２０年、我が社は創業１１０周年となり日本で最も歴史と実績のある会社としての節目を
迎えます。日本伝統の手打ち技術を忠実に再現した「さぬきの製麺機」は国内から世界各国に多大な実績を
更新中です。また最新の技術指導所として知られる四国本社の「麺総合技術研修センター｣は日本で唯一！国の事
業としても運営され多くの成功・繁盛例を築き、麺業界の品質向上や数々の麺製品開発に実績を挙げています。日本
の伝統製法「手打ち麺」は最高品質の象徴として、また最高の製麺技術として常に麺業界の目標とされてきまし
たが、すでに “手打ち技術だけでは通用しない時代”となりました。時代は「最高品質の多加水麺の時代
に！」・・・日本の麺業界を常にリードし進化を続ける「さぬきの製麺機」により「日本の麺」は飛躍的に品質
が向上し、麺専門店の成功確率を高め、コンビニ・スーパー等に並ぶ麺製品の売り上げにと多大な貢献をしています。

ラーメン・讃岐うどん・日本蕎麦・生パスタ・焼きそば・・・・・

さぬき麺機はハードとソフトの全てを有する製麺機メーカーです！

うどん・ラーメン・蕎麦・パスタ… 起源はすべて『手打ち』

品質に“直結”する４つの秘訣！！

麺は「ネリ」で決まるを実感！
完璧な水和とグルテンの引き出し

ネリ上がりで
驚く程の粘り

足踏みとダンゴ作り
１台２段

コシと粘りは
これで
決まり！
凸凹ロールに
よるもみと
ひねり作用 スライドカッター機構

刺身を切る原理

切り口最高！
食感最高！

刺身を切る「引き切り」の原理
刃物の原理はすべて同じ！

「足踏」の鍛え
凸凹ロールは製麺機の条件！

ダンゴ（団子）の「菊もみ」の原理
グルテンの網目組織の完成

その手打ち製法を“忠実に再現”した『さぬきの製麺機』
［手ごね］ ［足ふみ］ ［ダンゴ作り］ ［荒延し］ ［仕上げ延し］ ［包丁切り］

さぬき麺機の業務案内

製麺・調理技術指導
｢麺総合技術研修センター｣の活用
原材料選定～製麺の基礎～最新製法

ラーメン学校・うどん学校
スープ・ダシ・天ぷら・新メニュー開発

アフターフォロー（将来）
麺の品質改良・技術指導の継続
新しい麺の開発・新レシピ提案

麺専門コンサルタント
安心のメンテナンス体制

最適！な製麺機・製麺設備の提供
店舗用小型製麺機～大型製麺工場設備

計画を成功に！
　　　　　特注機にも対応！
日本で唯一！ あらゆる設備可能

製麺機
最新機構

製麺技術指導
蓄積したノウハウ

さぬき麺機

◆さぬき麺機のニーダー ◆さぬき麺機のプレス成型機 ◆さぬき麺機の凸凹ロール ◆さぬき麺機の「引き切り」

❶ ネリ（手ゴネ） ❷ 団子（菊もみ） ❸ 荒延し（座布団） ❹ 包丁切り
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店舗用小型製麺機 讃岐うどん・手打ち蕎麦

No.1!ネリ・鍛え・団子・荒延し・仕上げ・包丁切り

極薄刃使用の為、切り口は包丁切り同様に！

手打ち職人から『さぬきの手打ち麺機』の時代に！

50万円/月（年600万円） 2～5万円／月（年24～60万円）

理由  ① 手打ちより確実に勝る品質（素人で可）
　　　② 毎日一定品質を保ち、大幅省力化
　　　③ 人件費が不要…利益確保

コンパクト設計

手打ちラーメン・手打ちパスタ

高い成功確率を誇り
人気度・実績

３０％
省エネ

日本から世界に躍進…讃岐うどんの歴史と大ブームに貢献！

《包丁切りシリーズ》

《スリッター（切り刃切り）シリーズ》

手打ちの条件をすべて満たす！

《驚異の成功確率！》

手打ち職人

この差は重大！ リース終了後は０円
（リース会社により最終買取り価格は異なります）

通常は約 1カ月か2ヶ月分

さぬきの製麺機

AP-６型 1Ｋ AP-１２型 1Ｋ AP-１２型 3ＫAP-６型 3Ｋ

《３点セット》
・６㎏ニーダー
・１㎏ローリングプレス
・製麺機（包丁切り）

《３点セット》
・６㎏ニーダー
・１㎏ローリングプレス
・製麺機（包丁切り）

・足踏み
・手打ち延し
・包丁切り
・全自動
・700食/時
・量産型

《３点セット》
・６㎏ニーダー
・１㎏ローリングプレス
・製麺機（スリッター）

《３点セット》
・12㎏ニーダー
・１㎏ローリングプレス
・製麺機（包丁切り）

《３点セット》
・12㎏ニーダー
・３㎏ローリングプレス
・製麺機（包丁切り）

《３点セット》
・６㎏ニーダー
・３㎏ローリングプレス
・製麺機（包丁切り）

［客席数30～60席の店舗に適合］ ［客席数50～100席の店舗に適合］

１

全自動ロボット型製麺機

AP-６型

手打ち麺機

AP-12型

手打ち麺機

さぬき Ｍ-８０８ AP-６型
〈麺線整列装置付〉

さぬき Ｍ-３０１ AP-６型
〈コンパクトタイプ〉

®

725
㎜

1,290㎜

1,110㎜

725
㎜

1,245㎜

885㎜

725
㎜

1,115㎜

885㎜

1,0
65㎜

1,510㎜

1,200㎜

725
㎜

1,290㎜

1,110㎜

725
㎜

1,360㎜

1,460㎜

725
㎜

1,360㎜

1,460㎜
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■多加水 手打ち麺用ニーダー（40％～ 60％加水）３タイプ

〈加水量40％～ 60％〉〈加水量 26％～ 60％（全加水帯）〉〈加水量40％～ 60％〉

■少加水 ピンミキサー（26％～43％加水） ■ねり美人

●プレスニーダー ●マルチニーダー

機種はどちらも（11機種）3・6・12・25・50・75・100・125・150・200・250㎏用

少加水用・高速撹拌ミキサー
ロール麺機用として多大な実績！

●スーパーニーダー

各種（５タイプ）

ミキサー

２

３

手打ち蕎麦用製麺機
手打ち麺機更科 AP-６型

手打ち専用ねり機
　スーパーニーダー

菊もみ形成
  ローリングプレス

手打ちそば専用機 更
さら

科
しな

手ごねの原理そのままに、水
回し・ねり込み・くくりまで
ゆっくりねり上げ熱を持ちま
せん。３㎏～６㎏/回

１.５㎏～２㎏用

ネリ・くくり・つら出し

少加水～多加水・
　　テスト用にも最適

手打ちうどん・
手打ちそばなど
の専用ネリ機
手ゴネの原理

“本物のネリ”を実現ミキシング＋ネリ込み＝強靱な麺生地 驚異！！の水和（ピンミキサーより優れます）

3・6・12・25・50㎏用（5 機種）
●プレスニーダー　●マルチニーダー ●スーパーニーダー

●ピンミキサー　3・8・12・25・50・75・100・125・150用（9機種）

手打ち蕎麦に最適

生地を回転させながら
凹凸ロールによる菊も
み作用で手もみ以上の
生地に仕上がります。

菊もみ・成形

　十割そばも打てます。
・12段階仕上げで無理なく圧延
・便利なフットスイッチにより楽々手作業
・包丁切りは刺し身を切る原理の引き切り
・切れ味抜群、カド立ち抜群
・手切りらしさの乱切り装置（オプション）

これ一台で手ゴネから圧延・切り出しまでＯＫ！
手打ちそば用製麺機セット

725
㎜

1,295㎜

1,460㎜

AP-６型

手打ちそば専用機
さらしな

更科

常圧

常圧 常圧

常圧

真空 真空

真空

常圧

店舗用

手打ち職人の技
わ　ざ

を忠実に再現！
ねり・菊もみ・延し・切り一度に最大

３キロ玉が
延ばせます

少加水用～多加水用（26％～60％）
麺はネリで決まる！

ネリ上がりで
驚く程の粘り

ネリ羽根 ネリ羽根

真空ピンミキサー
常圧ミキサー ネリ羽根構造

内部構造図 ネリ羽根

RP-200P型

従来の日本の
製麺機はほとんど
このミキサー

グルテン膨潤最速！
理想・最適
驚きのネリ
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手打ち技術最大の秘訣『菊揉み』作用が活きる
●RP-1P型

●RP-200P型

●RP-3P型

●RP-300P型 ●RP-500P型

グルテン多重網目組織形成2,000食～9,000食／時に対応

手打ち蕎麦・讃岐うどん

菊もみの大切さ

ローリングプレス（ＲＰシリーズ）

ＵＣシリーズうどん・蕎麦・ラーメン

包丁切機

４

５

しっかり菊揉みとひねりを加え、
麺生地を回転させながらプレス。
内部まで菊揉み効果、網目状の
グルテン組織で理想の麺生地に！

（１㎏／回－団子生地）

（2㎏ / 回－団子＋厚板生地）

大型・小型２機種 大量処理･4,500食／時

全自動包丁切り・大量生産可
グルテン組織通りにカッティング
太・細・乱切り自在。
・シングル
　1,000～4,500食／時
・ダブル
　4,000～9,000食／時

卓上型･300食／時

　「Ｗプレス」

（3㎏ / 回－団子生地）

（6㎏ / 回－団子＋厚板生地）
　「Ｗプレス」

（12㎏ / 回－団子＋厚板生地）
　「Ｗプレス」

ねじり巻き部

麺生地形成部
ねじり巻き

さぬきの
基本技術です。
青竹切りも
　引き切り！

スパッ！

タテにもヨコにも粘り
強いグルテン組織

粘力システムにより
製造された麺生地

連続プレス圧延部

包丁切り自動計量装置

340
㎜

620㎜

445㎜

850
㎜

1,110㎜

892㎜

890
㎜

1,230㎜

1,065㎜

620
㎜

660㎜

560㎜

905㎜
205㎜ 555

㎜

605㎜
205㎜ 555

㎜

477
㎜

570㎜
1,090㎜

892
㎜

1,035㎜

1,326㎜

449
㎜

544㎜

570㎜

多加水用40％～60％
麺生地プレス成形機

ダンゴ

スイング

麺生地形成機
１台２段足踏み
とダンゴ作り

スライドカッター機構
刺身を切る原理

切り口最高！
食感最高！

麺の技術を知る人は『驚き（理想）のグルテン組織』を実感！

包丁切り
UC-手切り

包丁切り
UC-1P型

包丁切り
UC-5P型

ターンカッター

包丁切り麺線自動計量機

計量能力
２秒/回
毎分30回
時間1,800回MAX
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６マルチ製麺機店用小型製麺機 麺が命コンパクト設計

ラーメン・うどん・パスタ・そば・ギョウザの皮などすべてＯＫ！

繁盛・成功に実績、ダシ・スープ・麺も本格指導

成功確率を高める！
ひと口で感動の食感

SERIES

コンパクトで高性能
こんな麺機が
欲しかった！

性能もＴＯＰ！　品質もＴＯＰ！　使い易さもＴＯＰ！

100～200食/時

200～500食/時
ミキサー内蔵型

麺線
取り出し
コンベア

マルチニーダー
（６ｋｇ～12ｋｇ/回）

ロール圧延部 切り出し部

登録商標

スーパーミックス
SS-８P 型 トップヌードル

TP-１型

455
㎜

880㎜

700㎜

650
㎜

1,326㎜

1,100㎜

1,125㎜

650㎜ 900
㎜

販売実績No.1！全世界で活躍中

世界初！多機能小型製麺機（超コンパクト・高性能）

小型で量産可能！

麺取り出し

楽
らく

楽
らく

作業
立ったまま・イスＯＫ！

麺線切り出し方向360°可

日本で唯一！
ミキシング能力
　 6～12㎏/回OK
　　　（65食～130食/回）

【機能のご紹介】
１．小規模店舗に最適
　　コンパクト設計・少スペース
２．簡単操作で高品質
　　素人でも簡単に製麺が可能
３．優れた性能
　　製麺量・省電力

【機能のご紹介】
１．らくらく作業
　　腰痛防止の麺取り作業800㎜以上
　　長時間作業も可能
２．ミキサー内蔵・量産可能・省電力
　　・ミキシング能力（6～12㎏/回）日本唯一！
　　・少加水（26％）～多加水（60％）日本唯一！
３．ロール・切り出し分離機構
　　ロール圧延単独作業可（インバータ仕様）
　　切り出し別作業の為、驚くほどの高能率

４．自動調量
　　製線長さ・量目自在
５．優れた安全性
　　日本PL・PSE規格 安全装置完備
　　海外UL・NSF・CSA・CE認証取得

４．優れた安全性
　　日本PL・PSE規格 安全装置完備
　　海外UL・NSF・CSA認証取得
５．自動調量
　　麺線長さ・量目自在
６．切り出し方向360度自在
　　希望の方向へ切り出しＯＫ！
　　※初期導入時に決定の事
※自動散布機はオプションで取付可能

製麺工程

製麺工程

スーパーミックスミキシング

マルチニーダーミキシング 麺線切り出し

麺線切り出し

麺帯形成 複合
麺帯圧延
仕上げ

麺帯形成 複　合 麺帯圧延
仕上げ

850mm

製麺技術
責任指導！

6



７
コシとネバリをだす最高の仕上り、シーズンをとおして均一な品質！
（全機種フロン規制対策済み！）年間通して品質は確実に安定します。手打ち専門店には必需品！！

おみやげ・贈答用などに最適で、
　　　　　　２ケ月品質保持可（無添加）！
手打ち麺除湿乾燥機さぬきSD-9000

製品名 手打ち麺熟成庫
寸　　法（㎜） 重量

（kg）
仕　　　様

A Ｂ Ｃ 内容量（L） 消費電力（単相 100V  三相 200V）
MU-071 600 450 800 43 64 単相 163W（50Hz）・165W（60Hz）
MU-21 1,200 600 800 93 225 単相 229W
MR-31 620 800 2,000 103 480 単相 283W（50Hz）・285W（60Hz）
MR-41 900 800 2,000 126 730 単相 313W（50Hz）・315W（60Hz）
MR-61 1,210 800 2,000 143 1,035 単相 413W（50Hz）・415W（60Hz）
MR-63 1,210 800 2,000 146 1,035 三相 413W（50Hz）・415W（60Hz）
MR-101 1,460 800 2,000 160 1,250 単相 626W（50Hz）・630W（60Hz）
MR-103 1,460 800 2,000 165 1,250 三相 626W（50Hz）・630W（60Hz）
MR-121 1,800 800 2,000 183 1,570 単相 826W（50Hz）・830W（60Hz）
MR-123 1,800 800 2,000 188 1,570 三相 826W（50Hz）・830W（60Hz）
ショーケースタイプ
MS-11 600 585 1,540 67 186 単相 399W

黄金会員限定販売商品

当研究会は「さぬき麺機のユーザー」で組織され、
日本の最新技術・最新情報の学べる
麺類専門の研究会組織です。

『さぬき黄金うどん研究会』
会員専用小麦粉

『さぬき黄金うどん研究会』が開発。
最高品質に自信！の小麦粉です。
さぬきの製麺機を使用しなければ、この
品質は絶対に実現出来ません。

ひとくちで感動する程
　　　美味しい“讃岐うどん”

特許申請・商標登録申請済み

驚く程のコシと粘り、茹で延びが遅く、他店と
の確実な差別化を実現

本格！かえし

粘り腰

乾燥わかめ

便利ダシパック

ゴールドかんすい

カルシウム

さぬきゴールド

パスタゴールド

カラーパウダー

有名繁盛店の味
抜群の美味しさ実現

確実な品質改良！
コシの強さと粘り

独自性・魅力商品に
抜群の色合いと風味

原価安く簡単
素人で本物の味に！

ラーメン用に最適
驚く程のコシ！

ヘルシー・安価（1.5円／人）
高齢化社会に最適

長期保存剤
常温で６０日

生パスタには最高
独特のアルデンテに！

野菜・果実の粉末

特機商品 『さぬき黄金うどん研究会』
黄金会員限定販売商品

手打ち麺熟成庫「ねんねん」シリーズ

ゆで釜・手打ち麺専門店用関連特機商品

（冷蔵５℃～温蔵３５度） 半生麺製造設備システム

・寸法／W970×D505×H1,800㎜
・電源／200V・モーター／12kW
・容量・能力／2,000食以上/日産
・陰湿能力5ℓ～8ℓ/時

省エネタイプのステンレスゆで釜！
手打ち専門店経営に必要な高性能の各種特機商品！

ロープコンベア
・寸法／W970×D505×
　　　　H1,800㎜
・電源／100V・200V
・モーター／40W

店舗用ゆで釜
小型で強力な抜群の沸騰力！
　　　　SUS304（角釜）
ゆでゆで● TN-1 （40ℓ）
〈ガス仕様〉● TN-2（58ℓ）
　　　　● TN-3（76ℓ）
　　　　● TN-4（100ℓ）2槽式

軟水器ソフナーSS-1D型
・寸法／W210×D400×H710㎜
・容量・能力／360ℓ/時
・電源100V・モーター/3W
水の硬度成分重金属イオンを除去
し、麺に最適の水に仕上がります。

ゆでゆでTM-90A型
築炉式丸釜・抜群の
沸きの強さと湯の回り
アルミ製55φ  87ℓ
　　　　60φ117ℓガス仕様
　　　　63φ135ℓ灯油仕様
　　　　67φ180ℓ

湯煎器
・寸法／W900×D600×
　　　　H800㎜
・容量・能力／
　LPG・ＣＧ20,000Kcal
・茹槽＋12ℓポット×２ケ付

ネギスライサーSW-820A
・寸法／W423×D200×H400㎜
・電源／100V・モーター／103W
・1㎜～8㎜厚まで自在刃物研磨装置付

麺水切り機USR-710
・寸法／W356×D356×H583㎜
・電源／100V・モーター／720W
・容量・能力／1.3秒/回
・完全水切り楽楽作業

麺保冷庫RV-350-E-G1
・寸法／W600×D830×
　　　　H1,881㎜
・電源／100V
・消費電力／240W・245W
・容量・能力／
　棚網６段362ℓ（400食内蔵）
・庫内温度－３℃～＋６℃

安全・安心！
立ち消え安全装置付

安全・安心！
立ち消え
　安全装置付

麺掛ラック
・寸法／W1,200×D750×
　　　　H1,600㎜
戻し箱
・寸法／W1,200×D600×
　　　　H520㎜
麺掛棒
・寸法／W1,100×８㎜

Ａ

Ｂ

Ｃ

心強いサポート体制開業後も安心

会員特典
登録商標
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日本伝統の『手打ち麺』を忠実に再現！　さぬき麺機にしか出来ない技術
さぬき麺機の全自動手打ち式（包丁切り）製麺システム

タテヨコ・タテヨコ延ばしで包丁切り
日本の「手打ち麺量産化」に多大な貢献！
製麺工場・セントラルキッチンで大活躍。
手打ち専門店・コンビニ・冷凍麺等…
時間1,500食～3,000食の製麺能力。
1,000台を越す納入実績の全自動製麺機
このクラスで日本最大の納入実績！
日本の麺業界を高品質化に導いた貢献度は抜群！

全自動製麺システム
１,５００食／毎時

全自動製麺システム
３,０００食／毎時

８ 手打ち式（多加水）量産型製麺機

（讃岐）うどん・ラーメン・そば・パスタ・焼そば など

こんぴらシステム麺聖3000
3,000食（10袋）/毎時

こんぴらシステムNO-１型
1,500食（５袋）/毎時

練水タンク

真空プレスニーダー

個食茹で全自動茹で釜に連結可
（能力：2,000食～8,000食/毎時）

第一熟成

粘力システム

第二熟成

包丁切り
仕上げ圧延 スリッター

真空プレスニーダー

粘力システム 兼用切出機

少加水（30%～ 43％）

多加水麺：ねじり巻き 包丁切り

多加水（40%～ 60％）

少加水麺：複合 スリッター

全自動個食茹上装置

全自動反転（移行）式茹釜

全自動連続蒸し機

日本で唯一！最高品質麺量産システム

こんぴらシステムNo.６

全加水帯（30％～ 60％）製麺機

粘
ねん

力
 りき

Multi（マルチ）システム

仕上げは

包丁切り
　 スリッター兼用型

2,000～9,000食/時間

生麺冷凍
７日～３ヶ月

蒸気殺菌麺
３ヶ月～１年

茹麺

冷凍麺

調理麺

ＬＬ麺

生麺

蒸気殺菌麺

要冷（純生）
７日～14日

常温（純生）
60日～90日

常温（半生）
60日～90日生麺

茹・蒸麺

スリッター（切刃）式 全自動製麺システム
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９ ロール式製麺機量産型

1,000～1,500食/時 半自動製麺システム

2,000～3,000食/時 自動製麺システム（6,000食/時まで可）

便利・省エネ・省力化の各種麺製品製造装置を接続可能！

切刃（番手の基準）

性能もＴＯＰ！　品質もＴＯＰ！　使い易さもＴＯＰ！

原液タンク → 自動給水 → ミキシング → 複合 → 麺帯熟成 → 製麺仕上げ・切り出し → 麺線冷却 → 包装

角刃

丸刃

薄刃

日本国内から世界各国へ

実績急伸中！

日本最新の
製麺技術とノウハウ
も合わせて提供します。

麺帯機 複合工程

麺帯複合

麺帯（巻き取り）熟成

麺帯熟成

切り出し工程

生うどん・蕎麦もＯＫ！

ストレート麺

ウェーブ麺連続圧延・仕上げ工程

連続圧延・仕上げ切り出し

製麺～自動箱盛りシステム

製麺～自動梱包システム（二つ折り装置付き）自動まるめ機

生麺連続製麺システム
自動給水・自動熟成・自動麺線冷却・自動包装はオプション

ミキシング（常圧・真空）

アルミバット

麺帯巻取棒

全自動餃子皮製造装置

樹脂箱（コンテナ）

餃子の皮 型抜き器

自動散布機

餃子の皮 巻取りロール

登録商標

SERIES
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各機種仕様書

製　品　名 手打ち麺機
型　　　式 さぬき一番 AP-6型 1K
寸法（W×D×H） 1,110×725×1,290
電　　　源 単相100V 又は三相200V 50/60Hz

　
　
　
　
　
能
力

消
費
電
力

さぬき一番P 345W/300食/時（製麺能力）
SN-6P 100W/3～6㎏/回（ミキシング）
RP-1P 100W/１㎏/回（プレス）
（合計） （545W）（＊熟成庫付仕様（オプション）は 760W）

材
　
　
質

凸凹ロール、平ロール ポリプロピレン（長さ720）
凸凹ロール（プレス機） SUS304
ベルトコンベアー 樹脂ベルト　NS82UG0/2G
包丁刃 SUS（長さ360）
羽根 SUS304
安全カバー類 SUS430　SPCC
下部台 SUS430

重
　
量

上部（製麺機）205㎏
下部セット 170㎏
（合計） （375㎏）

製　品　名 手打ち麺機
型　　　式 さぬきM-301AP-6型
寸法（W×D×H） 885×725×1,115
電　　　源 単相 100V 50/60Hz

　
　
　
　
　
能
力

消
費
電
力

さぬきM-301P型 400W/200食/時（製麺能力）
SN-6P 100W/3～6㎏/回（ミキシング）
RP-1P 100W/１㎏/回（プレス）
（合計） （400W）

材
　
　
質

凸凹ロール、平ロール ポリプロピレン（長さ480）
凸凹ロール（プレス機） SUS304
切り刃（スリッター） SUS303
羽根 SUS304
安全カバー類 SUS430　SPCC
下部台 SUS430

重
　
量

上部（製麺機）105㎏
下部セット 155㎏
（合計） （260㎏）

製　品　名 手打ち麺機
型　　　式 さぬき一番 AP-12型 1K
寸法（W×D×H） 1,460×725×1,360
電　　　源 単相100V 又は三相200V 50/60Hz

　
　
　
　
　
能
力

消
費
電
力

さぬき一番P 345W/300食/時（製麺能力）
SN-12P 200W/6～12㎏/回（ミキシング）
RP-1P 100W/１㎏/回（プレス）
（合計） （645W）

材
　
　
質

凸凹ロール、平ロール ポリプロピレン（長さ720）
凸凹ロール（プレス機） SUS304
ベルトコンベアー 樹脂ベルト　NS82UG0/2G
包丁刃 SUS（長さ360）
羽根 SUS304
安全カバー類 SUS430　SPCC
下部台 SUS430

重
　
量

上部（製麺機）205㎏
下部セット 215㎏
（合計） （420㎏）

製　品　名 手打ち麺機
型　　　式 さぬき一番 AP-12型 3K
寸法（W×D×H） 1,460×725×1,360
電　　　源 単相100V 50/60Hz

　
　
　
　
　
能
力

消
費
電
力

さぬき一番P 345W/300食/時（製麺能力）
SN-12P 200W/6～12㎏/回（ミキシング）
RP-3P 200W/３㎏/回（プレス）
（合計） （745W）

材
　
　
質

凸凹ロール、平ロール ポリプロピレン（長さ720）
凸凹ロール（プレス機） SUS304
ベルトコンベアー 樹脂ベルト　NP4004
包丁刃 SUS（長さ360）
羽根 SUS304
安全カバー類 SUS430　SUS304
下部台 SUS430

重
　
量

上部（製麺機）205㎏
下部セット 230㎏
（合計） （435㎏）

製　品　名 手打ち麺機
型　　　式 さぬきM-808AP-6型
寸法（W×D×H） 885×725×1,245
電　　　源 単相100V 50/60Hz

　
　
　
　
　
能
力

消
費
電
力

さぬきM808P型 285W/200食/時（製麺能力）
SN-6P 100W/3～6㎏/回（ミキシング）
RP-1P 100W/１㎏/回（プレス）
（合計） （485W）

材
　
　
質

凸凹ロール、平ロール ポリプロピレン（長さ525）
凸凹ロール（プレス機） SUS304
ベルトコンベアー 樹脂ベルト　TP82UKR0/8N
包丁刃 SUS（長さ260）
羽根 SUS304
安全カバー類 SUS430　SPCC
下部台 SUS430

重
　
量

上部（製麺機）125㎏
下部セット 150㎏
（合計） （275㎏）

製　品　名 手打ち麺機
型　　　式 さぬき一番 AP-6型 3K
寸法（W×D×H） 1,110×725×1,290
電　　　源 単相100V 50/60Hz

　
　
　
　
　
能
力

消
費
電
力

さぬき一番P 345W/300食/時（製麺能力）
SN-6P 100W/3～6㎏/回（ミキシング）
RP-3P 200W/３㎏/回（プレス）
（合計） （645W）

材
　
　
質

凸凹ロール、平ロール ポリプロピレン（長さ720）
凸凹ロール（プレス機） SUS304
ベルトコンベアー 樹脂ベルト　NP4004
包丁刃 SUS（長さ360）
羽根 SUS304
安全カバー類 SUS430　SUS304
下部台 SUS430

重
　
量

上部（製麺機）205㎏
下部セット 185㎏
（合計） （390㎏）

AP-６型
AP-12型

手打ち麺機

さぬき
Ｍ301
AP-6型

●包丁切りシリーズ

●スリッター（切刃切り）シリーズ

製　品　名 マルチニーダー
型　　　式 マルチニーダーMN-16
寸法（W×D×H） 890×455×708
能　　　力 6～12㎏/回
電　　　源 三相200V 50/60Hz
消 費 電 力 400W

材
　
質

ドラム SUS304
羽根 SUS304
安全カバー SUS304
製 品 重 量 125㎏
電源ケーブル長 3.0m
UL・NSF・CSA仕様は、三相230V 50/60Hz

●マルチニーダー（TPセット用）

製品名 撹拌式ミキサー ピンミキサー
寸　　　法 重量

（㎏）A B C
SS-8P 700 455 880 80
SS-12P 900 455 880 105
SS-25P 1,100 555 970 140
SS-50P 2,210 945 1,721 750

仕　　　様
容量・能力 モーター ミキシング時間

SS-8P 3 ～ 8㎏ 単相100V  400W  200V 5～10分
SS-12P 6 ～12㎏ 三相 200V  750W 5～10分
SS-25P 10 ～ 25㎏ 三相 200V  1.5kW 5～10分
SS-50P 25 ～ 50㎏ 三相 200V  4.1kW 5～10分

材
　
質

ドラム SUS304
羽根 SUS304
安全カバー SUS304

●ピンミキサー（常圧・真空）

製品名 撹拌式ミキサー 真空ピンミキサー
寸　　　法

A B C D E F
SSV-3P 890 640 810 480 530 1,070
SSV-50P 1,860 750 1,140 950 727 800
SSV-75P 2,170 850 1,300 950 727 800
SSV-100P 2,640 1,195 1,360 950 727 800
SSV-150P 2,740 1,260 1,450 1,010 877 800

仕　　　様
ミキシング容量 モーター ミキシング時間

SSV-3P 3㎏ 本体 0.7kW　真空ポンプ 0.2kW 7～15分
SSV-50P 50㎏ 本体 6kW　真空ポンプ 1.5kW 7～15分
SSV-75P 75㎏ 本体 8kW　真空ポンプ 1.5kW 7～15分
SSV-100P 100㎏ 本体 8kW　真空ポンプ 1.5kW 7～15分
SSV-150P 150㎏ 本体 11.5kW　真空ポンプ 2.2kW 7～15分

材
　
質

ドラム SUS304
羽根 SUS304
安全カバー SUS304

製品名 手打ち麺専用ネリ機
型　　　式 ねり美人
寸法（W×D×H） 310×310×668
容量・能力 1.5～2㎏/回

電　　　源 単相
100V50/60Hz

消 費 電 力 200W
ミキシング時間 6～8分
材
質
ドラム SUS304
羽根 樹脂 又はSUS304

型　　　式 15㎏

●ねり美人（常圧）

製品名 手打ち麺専用ネリ機 スーパーニーダー
寸　　　法 重量

（㎏）A B C D E
SN-6P 700 350 610 － － 75
SN-12P 815 445 660 110 770 120
SN-25P 930 555 970 110 1,085 165
SN-50P 1,125 580 1,075 105 1,180 240

仕　　　様
容量・能力 モーター（単相 100V 三相 200V） ミキシング時間

SN-6P 3～6㎏ 単相 100W 15～20分
SN-12P 6～12㎏ 単相 200W 15～20分
SN-25P 10～25㎏ 単相又は 三相 400W 15～20分
SN-50P 25～50㎏ 三相 750W 15～20分

材
　
質

ドラム SUS304
羽根 SUS304（SN-50Pはアルミ）
安全カバー SUS304

●スーパーニーダー（常圧）
手打ち麺・機械麺用 各種ミキサー

製品名 プレスニーダー
寸　　　法 重量（㎏）

A B C D E F 本体 真空ポンプ
PNV-3P 495 280 530 480 530 1,070 50 40
PNV-6P 714 364 810 480 530 1,070 60 40
PNV-12P 935 516 982 480 530 1,070 80 40
PNV-25P 1,130 782 1,091 480 650 1,170 365 75
PNV-50P 1,300 740 1,150 480 650 1,170 550 75
PNV-75P 1,900 1,050 1,250 510 560 1,315 950 90
PNV-100P 1,950 1,050 1,250 510 560 1,315 1,000 90

仕　　　様
ミキシング容量 電気容量（三相・200V） ミキシング時間

PNV-3P 3㎏ 本体 0.2kW 真空ポンプ 0.2kW 7～15分
PNV-6P 6㎏ 本体 0.4kW 真空ポンプ 0.2kW 7～15分
PNV-12P 12㎏ 本体 0.75kW 真空ポンプ 0.2kW 7～15分
PNV-25P 25㎏ 本体 1.5kW 真空ポンプ 0.4kW 7～15分
PNV-50P 50㎏ 本体 2.2kW 真空ポンプ 0.4kW 7～15分
PNV-75P 75㎏ 本体 3.2kW 真空ポンプ 0.75kW 7～15分
PNV-100P 100㎏ 本体 3.3kW 真空ポンプ 0.75kW 7～15分

材
　
質

ドラム SUS304
羽根 SUS304
安全カバー SUS304

●プレスニーダー（多加水用）（常圧・真空）
●マルチニーダー（MNV全加水帯）

※マルチタイプの仕様は同じ
※PNV-3・6は単相100Vも可
（インバータ付は特注） ※電源仕様はすべて三相 200V

※CE認証取得

（ここに記載のない機種、又は大型機等は別途お問い合わせください。） 寸法はすべて（mm）表示になります

製　品　名 手打ち麺機
型　　　式 更科 AP-6型
寸法（W×D×H） 1,460×725×1,295
電　　　源 単相100V 50/60Hz

　
　
　
　
　
能
力

消
費
電
力

更科P型 245W/300食/時（製麺能力）
SN-6P型 100W/3～6㎏/回（ミキシング）
RP-200P型 290W/２㎏/回（プレス）
（合計） （635W）

材
　
　
質

平ロール ポリプロピレン（長さ700）
凸凹ロール（プレス機） ポリプロピレン
ベルトコンベアー 樹脂ベルト　NS82UG0/2G
包丁刃 SUS（長さ360）
羽根 SUS304
安全カバー類 SUS430　SPCC
下部台 SUS430

重
　
量

上部（製麺機）200㎏
下部セット 265㎏
（合計） （465㎏）

AP-６型

手打ちそば専用機
さらしな

更科

製　品　名 全自動手打ち式製麺機
型　　　式 うどんロボ 讃岐職人
寸法（W×D×H） 1,200×1,065×1,510
能　　　力 700食/時（細物250～400食/時）
電　　　源 三相200V 50/60Hz
消 費 電 力 735W

材
　
　
質

プレスロール SUS304
凸凹ロール、平ロール ポリプロピレン
ベルトコンベアー 樹脂ベルト　NS82UG0/2G
包丁刃 SKH9（長さ620）
安全カバー類 SUS430
製 品 重 量 約485㎏
オプション機能 自動散粉機・麺線整列装置

製　品　名 ねじり巻き麺生地製造装置
型　　　式 粘力システム

シングル巻き 粘力 400S
寸　　　法 麺帯ロール 400×300π（麺帯片巻き式/補助ロール付）
能　　　力 800～2,700食/時
電　　　源 三相200V 0.7kW

材
質
ロータリープレス SUS304
凸凹ロール ポリプロピレン

ダブル巻き 粘力 600W
寸　　　法 麺帯ロール 600×300π（麺帯両巻き式/補助ロール付）
能　　　力 3,000食～20,000食/時
電　　　源 三相200V 0.95kW

材
質
ロータリープレス SUS304
凸凹ロール ポリプロピレン
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さぬき麺機は…
日本で唯一の｢麺総合技術研修センター｣を完備

さぬき麺機は･･･日本で唯一の｢試作設備｣を完備

ラーメン学校 讃岐うどん学校
国の事業予算で運営、39年の指導実績、専任講師の充実、国内・海外に多くの専門店開業実績・・・・

製麺機の性能確認と品質確認・少加水～多加水設備・各種真空ミキサー・フリーザー・・・
試作・試食の上、納得の品質・最適な設備をご確認ください！

■日本蕎麦・パスタ・焼きそばなど全般の技術研修・社員研修も受け付け

製　品　名 ラーメン・日本そば・うどん用麺機
型　　　式 TP-1型
寸法（W×D×H） 650×900×1,125
能　　　力 100～200食/時間
電　　　源 単相100V 三相200V  50Hz/60Hz
消 費 電 力 640W

材
　
質

ロール SUS304
ベルトコンベアー 食品ベルト　FAB-5E
切刃（スリッター） SUS303
安全カバー類 SUS430
製 品 重 量 240kg

製　品　名 手打ち麺生地プレス成形機
型　　　式 ローリングプレス RP-1P型
寸法（W×D×H） 445×340×620
能　　　力 １㎏/回
電　　　源 単相 100V 三相 200V 50/60Hz
消 費 電 力 100W

材
質
凸凹ロール SUS304
安全カバー類 SUS304　SPCC
製 品 重 量 40㎏

製　品　名 手打ち麺生地プレス成形機
型　　　式 ローリングプレス RP-3P型
寸法（W×D×H） 570×449×544（最大突起物含まず）
能　　　力 ３㎏/回
電　　　源 単相 100V 50/60Hz
消 費 電 力 200W

材
　
質

凸凹ロール PP
カバー類 SUS430
架台 SS400
製 品 重 量 110㎏

製　品　名 手打ち麺生地プレス成形機
型　　　式 ローリングプレス RP-200P型
寸法（W×D×H） 560×620×660
能　　　力 ２㎏/回
電　　　源 単相 100V 三相 200V 50/60Hz
消 費 電 力 290W

材
質
凸凹ロール ポリプロピレン
安全カバー類 SUS430
製 品 重 量 135㎏

製　品　名 手打ち麺生地プレス成形機
型　　　式 ローリングプレス RP-300P型
寸法（W×D×H） 892×850×1,110
能　　　力 ６㎏/回
電　　　源 三相 200V 50/60Hz
消 費 電 力 600W（コンプレッサー仕様タイプは800W）

材
質
凸凹ロール ポリプロピレン
安全カバー類 SUS430　SPCC
製 品 重 量 280㎏

製　品　名 手打ち麺生地プレス成形機
型　　　式 ローリングプレス RP-500P型
寸法（W×D×H） 1,065×890×1,230
能　　　力 12㎏/回
電　　　源 三相200V 50/60Hz
消 費 電 力 1,150W

材
質
凸凹ロール ポリプロピレン
安全カバー類 SUS430　SPCC
製 品 重 量 520㎏

製　品　名 包丁切り機
型　　　式 UC-5P型
寸法（W×D×H） 1,326×892×1,035
能　　　力 4,500食/時
電　　　源 三相200V 50/60Hz
消 費 電 力 240W

材
　
質

ベルトコンベアー 樹脂ベルト　NS82UG0/2W
包丁刃 SKH9（長さ620）
安全カバー類 SUS304　SUS430
製 品 重 量 150㎏

製　品　名 包丁切り機
型　　　式 UC-1P型
寸法（W×D×H） 1,090×477×570
能　　　力 300食/時
電　　　源 単相100V 50/60Hz
消 費 電 力 145W

材
　
質

ベルトコンベアー 樹脂ベルト　NS82UG0/2G
包丁刃 SUS303（長さ360）
安全カバー類 SUS430
製 品 重 量 80㎏

製　品　名 包丁切り機
型　　　式 UC-手切り
寸法（W×D×H） 905×555×205

材
質
台 合板、ゴム
包丁刃 SKS
製 品 重 量 9.5㎏

製　品　名 全自動手打ち麺機
型　　　式 こんぴらシステムNo.1（KS-1P）
寸法（W×D×H） 2,230×1,050×1,545
製 麺 能 力 1,500食/時
電　　　源 三相200V 50/60Hz
消 費 電 力 870W

材
　
質

凸凹ロール、平ロール ポリプロピレン
ベルトコンベアー 食品ベルト NS82UG0/2G
包丁刃 SKH9（長さ620）
安全カバー類 SUS430

製　品　名 全自動手打ち麺機
型　　　式 こんぴらシステム麺聖3000
寸法（W×D×H） 3,140×1,895×1,750
製 麺 能 力 3,000食/時
電　　　源 三相200V 50/60Hz
消 費 電 力 2.75kW

材
　
質

凸凹ロール、平ロール ポリプロピレン
ベルトコンベアー 食品ベルト NS82UFG0/2W
包丁刃 SKH9（長さ700）
安全カバー類 SUS304

製　品　名 ラーメン・日本そば・うどん用麺機
型　　　式 TP-2型
寸法（W×D×H） 1,100×650×1,326
能　　　力 200～500食/時
電　　　源 三相200V 50/60Hz
消 費 電 力 980W

材
　
　
質

ロール SUS304
ベルトコンベアー 食品ベルト　FAB-5E
切刃（スリッター） SUS303
ドラム SUS304
羽根 SUS304
安全カバー類 SUS304　SUS430
製 品 重 量 360㎏
UL・NSF・CSA仕様は、三相230V 60Hz

●小型マルチ製麺機 ●ローリングプレス（菊もみプレス）

●包丁切りシリーズ（UCカッター）

●こんぴらシステム（中型量産機） ●全自動包丁切り

寸法はすべて（mm）表示になります

トップヌードル シリーズ

TOP NOODLE SERIES

生麺製麺設備試作 冷凍麺試作生うどん試作 試食・検品

11

※UL・NSF・CSA・CE 対応機種
※インバータ付（特注）は三相 200Vのみ

※UL・NSF・CSA 対応機種
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さぬき麺機のネットワークを、日本から世界へ！
さぬき麺機の販売サービス網は、日本全国から世界に伸びています。

メンテナンスと共に優れた製麺技術で最高品質の『日本の麺』を世界に紹介します。

製麺機のトップブランド

麺総合技術研修センター

さぬき麺機HP Facebook

■さぬき麺機グループ
① さぬき麺機㈱本社
② 札幌販売
③ 東北販売
④ 栃木・茨城販売
⑤ 北関東販売
⑥ 東京販売㈱
⑦ 東京営業所
⑧ 名古屋販売㈱
⑨ 福島鰹㈱ 金沢支店
⑩ 福島鰹㈱ 本社
⑪ 大阪営業所
⑫ 東中国販売
⑬ 広島販売
⑭ 山口販売
⑮ ㈱丸菱 福岡支店
⑯ 福岡営業所
⑰ ㈱丸菱 本社
⑱ 東九州販売
⑲ 南九州販売

■会社概要
さぬき麺機株式会社 本社（麺総合技術研修センター）
〒767-0011 香川県三豊市高瀬町下勝間148-3
TEL: 0875-72-3145　FAX: 0875-73-5139

0120-21-3300
HP：www.menki.co.jp　E-mail：sanuki@menki.co.jp
お問い合わせ・ご相談などは

■営業所
東京営業所

❷

❸

❻
❺❹
❼

❽

❾

❶

札幌

仙台

栃木
東京
東京営業所

群馬

名古屋

金沢

京都
大阪
営業所

さぬき麺機㈱本社
（麺総合技術研修センター）

岡山広島
山口

福岡福岡営業所
熊本
大分
宮崎19

〒181-0012 東京都三鷹市上連雀9-18-12
TEL： 0422-24-6966
FAX： 0422-24-6967 

大阪営業所
〒537-0021 大阪市東成区東中本2丁目16-21
TEL： 06-6974-3366㈹
FAX： 06-6974-3365

福岡営業所
〒839-0862 久留米市野中町428-4 高良川ビル１F
TEL： 0942-43-3197
FAX： 0942-43-3210 

■Busan office
CHOE Young-jin
Danggam-ro 17st. 9-1103, 
Jingu Busan KOREA
TEL：+82-70-8824-6698
【E-mail】
sanuki2000@naver.com

■Incheon office
CHOE Won-young
MITOYO UDON
Damji-ro 104st. 23-1, 
Seogu Incheon KOREA
TEL：+82-10-9438-6220

■Shanghai office
Shanghai
Foodways Co., Ltd.
Room H, 25F, 
888 WanHangDu Rd.,
JingAn, Shanghai,
China 200042
TEL：+８６-２１-５２３７-５５２０
FAX：+86-21-5237-5519

■Netherlands office
BIDEN VOF 
Joris Ivenslaan 29  1325 LX
Almere The Netherlands
TEL&FAX:+31（0）36-521-7689
【E-mail】biden@tiscali.nl

■Germany office
Treha Europe GmbH
Dorotheenstrase 80
40235 Dusseldorf, Germany
TEL：+49（0）21199912355
FAX：+49（0）21199912356
【E-mail】
Yoshitomo.Hirasawa@me.com

■Thailand office
VOX TRADING
（THAILAND）CO., LTD
33/66 Wall Street Tower 14F,
Room 1402 Surawongse Road,
Suriyawongse,Bangrak,
Bangkok 10500, Thailand
TEL：+66-2237-4762-9
FAX：+66-2237-4733
H・P：+66-8-1834-3381
【E-mail】 koji-fujimoto@anet.net.th

■Moscow office
JAPAN TOOL SERVICE LTD
Korovij Val street 7 ,
Office 168 Moscow, 119049
TEL＆FAX： +7-495-970-15-73
【E-mail】 info@japantool.ru

■North American Dest.
J.C. uni-tec, Inc.
1467 W. 178th St., Suite 301,
Gardena, CA90248, United States
TEL: +1-310-323-5299
FAX: +1-310-323-1503
【E-mail】sales@jcuni-tec.com
Chicago: TEL: +1-847-021-7200
　　　　  FAX: +1-630-860-2015

■Singapore office
Foodways Menki Asia Pte. Ltd.
6 Harper Road, 
#07-08 Leong Huat Building, 
Singapore 369674
TEL: +65-6288-7374／+65-6288-2818
FAX: +65-6287-3339
【E-mail】
chan_cs@highlightholding.com.sg

■Sydney office
Joseph Lee & Co.
Unit 9, 2 Rachael Close, Slough Business 
Park, Silverwater, NSW 2128 Australia
TEL：+61-2-9748-0868
FAX：+61-2-9748-0869
【E-mail】jlpack@jlpackaging.com.au

■France office
Santop sarl
4 rue Chabanais 75002 Paris France
TEL: +33（0）1-42-96-90-64
FAX: +33（0）9-56-00-52-23
【E-mail】santop@free.fr

■Taiwan office
YI TENG YUAN CO., LTD.
No.310, Chongde 6th Rd.,
Beitun Dist., Taichung City 40670,
Taiwan (R.O.C.)
TEL：+886  422479595
FAX：+886  422471010

■Hong Kong office
HONG KONG PACKING
EQUIPMENT CENTRE LTD.
Unit02-03, 21/F, CITIC Telecom Tower, 93 kwai
Fuk Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong.
TEL：+852-2610-2277 (10 Lines)

■Canada office
Sanko Trading Co.
730 Queen St. West,
Toronto Ont,
M6J1E8, Canada
TEL：+1-416-703-4550
FAX：+1-416-703-8593
H・P：+1-647-686-5419
【E-mail】
sanko@toronto-sanko.com

■Kyonggi-Do office
Jin Myung Fmc
13-2, Sundong-2Ri,
Chowol-Myung,
Kwangju-Kun,
Kyonggi-Do, Korea
TEL：+82-31-765-5130

（四国本社）
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