日本伝統の「 手打ち製法 」を忠実に再現した

さぬきの 製 麺 機
製品案内＆事業紹介

十割蕎麦
多加水手もみラーメン

讃岐うどん

製 麺 機 のトップ ブランド

全日本 麺 総合技術研修センター

企業理念：

進

化

時代の変化に対応し、最新の製麺技術を習得し
製麺機の性能を駆使して最高品質の麺を創り出す

科学技術庁長官賞・発明奨励賞・特許53件

【さぬき麺機の取り組み】
弊社は東京オリンピック開催の2020年で創業110周年を迎える日本で唯一『日本伝統の手打製法を機械化』し
たメーカーです。その製麺機も店舗用小型機から全自動量産機まで全てを揃え、日本を代表する大手製麺会社や
外食企業様に採用頂き、冷凍讃岐うどんの大ヒット、讃岐うどん・ラーメンチェーン、コンビニ調理麺などに多
くの実績を有しています。日本の麺業界は、戦後の人口急増による「質より量」の生産体制が現在も続いていま
す。当然ながら「品質重視」の時代となり、日本で唯一と言われる『さぬきの多加水麺設備』は驚く程の高品質
麺を誕生させています。弊社は「麺学校」も経営し、製麺機メーカーでは日本で唯一と言われるほど製麺技術に
精通し、麺の品質改良や新製品開発にも貢献しています。今では海外からも多くの人が訪れ、優れた製麺機を世
界各国に提供しています。
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＋

豊富な
製麺技術

十割そばでもこのつながりを実現！

＝

さぬき麺機

さぬき麺機は製麺機メーカー
ですが、製麺技術にも多くの
ノウハウを有している会社です。

茹で伸びを抑え、驚きの『高品質うどん』！

風味・食感・高配合『手打ち蕎麦』を再現！

の
包丁切り

魅力！

蕎麦（包丁切り）自動製麺機（1,000〜3,000食/時）
高品質「蕎麦」を増産（五割〜十割）

蕎麦の美味しさ・商品力の魅力

“最高品質の麺”を求めませんか？

小麦粉100％（国産・外麦）
「黄金製法」による透明感、角立ち、風味、量産化！

無添加でコシと粘りが長時間持続！

角立ち・最新の製麺技術

■ 日本伝統の『手打ち製法』を忠実に再現 ！『さぬきの製麺機』
店舗用小型機から全自動量産設備まで・・・日本で“ Ｎｏ.１”のシェアー
日本の “ 最高品質の象徴 ” である「手打ち製法」を機械化し、麺専門店をはじめ日本の大手外食企業のチェーン店に、そして全国の
スーパー・コンビニに並ぶ「茹麺・調理麺・冷凍麺」等の高品質麺商品等、日本の麺業界をリードする「さぬきの製麺機」そして「讃岐
うどん学校・ラーメン学校」の経営による麺の技術指導力、日本で唯一！のハードとソフトを発揮し、国内はもちろん海外にも広く実
績を重ね、日本の麺の発展に貢献しています。

店舗用小型製麺機

讃岐うどんの大ブーム・手打ち蕎麦・手打ちラーメン等専門店の成功・繁盛に多大な貢献！

®

うどん製麺機

国内人気No.1

マルチ製麺機

海外人気No.1

そば製麺機
製法指導もお任せください！

パスタマシン

※麺工場用大型設備は次ページでご紹介

量産設備 … トップヌードル シリーズ
麺工場・セントラルキッチン設備

ラーメン・うどん・蕎麦・生パスタ・焼きそば・餃子の皮

国内・海外のラーメンチェーン・蕎麦・うどんチェーンに多くの実績！
店舗用小型機から、全自動量産設備まで「ロール式製麺機」の実績も多大で、多くのチェーン店を支えています

中型製麺設備

ピンミキサー

麺帯機

1,000〜2,000 食/時

麺帯熟成

連続圧延
仕上げ切り出し

餃子製造機（東亜工業㈱）

自動製麺設備

ピンミキサー

丸め機

ストレート麺

麺帯複合

麺帯熟成

ウェーブ麺

連続圧延・仕上げ切り出し

2,000 〜6,000 食/時
日本から世界へ！

実績急伸中 !
国内はもちろん、海外からも多くの方が製麺技術研修や製麺設備の相談に訪れています。

■ 驚く美味しさ！さぬき麺機は“ラーメン・蕎麦・生パスタ”でも真価を発揮！
日本の麺業界に「高品質麺」で多大な実績！

日本伝統の「手打ち製法」を忠実に再現！

“ 包丁切り ” の最高付加価値商品

さぬきの製麺機

全自動・高品質麺の量産システム

1,000 食〜9,000 食/時
生麺・茹で麺・調理麺・冷凍麺

製麺ノウハウ・製麺技術指導・新製品開発・品質改良等もお任せ下さい！

讃岐うどん・多加水ラーメン・手打ち 式 蕎麦・生パスタ
全自動“包丁切り” 3,000 食/時 製麺システム

プレスニーダー

特許！

第二（麺帯）熟成

こんぴらシステム
『麺聖3000』

粘力システム
第一
（麺生地）
熟成

粘力システム

麺帯を「ねじり巻き」しグルテン多重網目組織形成、
連続プレス圧延でヨコにも強い驚きの麺生地の完成
あや

㊟綾織り装置は組織破壊が起り品質に劣る

科学技術庁長官賞受賞

発明奨励賞４回受賞
特 許・商 標 権 5 3 件

こんぴらシリーズ

連続プレス圧延部

品質に自信！

荒延し・仕上げ・包丁切り
凹凸ロールの揉み・ひねり効果、タテヨコ圧延、
さらに包丁切り最高品質の条件を全て満たします。
←①タテ延ばし

２連凹凸ロール

連動プレス

→Ｕターン

←④包丁切りへ

↑②ヨコ延ばし

←③ヨコ延ばし

手打ち製法を再現！

高速包丁切り

スライドカッター方式

こんぴらシステム『 麺聖 3000 』

刺身を切る原理

さぬきのベスト提案！

“本物”を求めるならば必須の行程です
全自動！

Ｗ（２工程）エージングシステム

全自動「生・茹で麺」製造設備

「凹凸揉みひねりロール」・「タテヨコ延ばし」
「包丁切り」による最高の角立ち
当システムは「製法特許」として多大な実績を有する設備です

★さぬきの独占技術『包丁切り』製麺システム★

1,500食/時

全自動「生・茹で麺」製造設備

3,000食/時

■ さぬきの「多加水麺製法」はまだまだ進化！…ぜひ一緒に新製品開発しませんか？

最高品質の象徴“手打ち麺”…その『手打ち製法＝多加水麺製法』

高品質の条件は「多加水麺製法」を満たす事、ところが日本の麺業界は“質より量を求め”『少加水製法＝ロール式
製麺機』が現在でも主流なので高品質麺の製造ができません。ピンミキサー、複合機、綾織り機、ロール麺機では
品質に於いて「多加水麺製法」には絶対に及びません。最近品質を高める様々な副原料（加工澱粉や増粘剤など）
が多用され、確かに品質の向上は見られますが、『本物の高品質』を求めるには「多加水麺製法」が絶対条件です。
※但し、単に50%前後の多加水にするだけでは“「多加水麺製法」の条件”は満たさないので要注意です！

《多加水麺製法とは》

① 45〜65％の加水量によりグルテンを３倍に膨潤させ、100％引き出し、多重（何層もの）網目組織を形成する事
② その麺生地をしっかり鍛え、組織緩和のＷ熟成（2工程）により組織破壊を避け、タテヨコ圧延仕上げ
③ そして仕上げは「包丁切り（又は薄刃切り）」

●条件を満たす「ネリ、麺生地形成、Ｗ熟成、仕上げ圧延、包丁切り」全て特許で認められた機能を検証ください。
※凹凸ロールは「さぬきの独占技術として品質に貢献」、特許が切れた現在では多くのメーカーが模倣しています。

納得！の麺生地形成

麺製品
Products

プレスニーダー（真空・常圧）

驚きのグルテン形成

強力な水和と粘弾性

特許！

チルド麺・冷凍麺・パスタ

グルテンを100％引き出し、
３倍に膨潤し網目組織の形成

Chilled noodles・Frozen noodles・Pasta

この麺生地を理解できますか？

グルテン多重（何層もの）
網目組織を形成！

冷し中華・ざるそば・焼きそば
Cold ramen・Cold soba・Chow meins

ネリ上がりの麺生地
…驚くほどの粘り

うどん・ラーメン
Udon・Ramen

蕎麦生地

ラーメン生地

Ｌ麺・ＬＬ麺

Long life noodles

パスタ生地

グルテンフリー

オリジナル

多加水手もみラーメン

全自動「茹で・冷凍麺」製造設備

6,000食/時

（包丁切り・スリッター兼用タイプ）太物〜細物自在！

讃岐うどん

ヘルシー・アントシアニン入

生パスタ

全自動「冷凍麺」製造設備

低糖質麺

十割蕎麦

9,000食/時

■ 麺の聖地…日本の近代麺発祥の地
昭43当時の風景

さぬき麺機の歩みと
日本麺業界への貢献度
1910 年

明治
43年

1965 年

昭和
40年

1970

昭和

年 45年

1975 年

昭和
50年

1977 年

昭和
52年

創業
農業用産業機械メーカー

足踏み代用機
『凹凸ロール』
（特許）

香川県の依頼で開発した「足踏み代用機」
日本の製麺機の歴史を変え全国の麺の
高品質化に多大な貢献をする事となる

第一次讃岐うどんブーム に貢献！

意外な史実！…ご存じですか？

本場讃岐（香川県）で足踏み作業が禁止に！
食品衛生を目的とし、麺職人からの猛反対も
（昭43香川県条令）
食の安全を優先し機械化へ！
その代役として誕生した「さぬきの製麺機」
それがきっかけで日本の麺業界が高品質化で
大発展に至る

●日本の伝統製法を忠実に再現した「さぬきの製麺機」が貢献
●全国のスーパー・食料品店に「讃岐うどん」が並ぶ
「讃岐うどん学校」を開設、
独立開業者が殺到
45,000名以上の卒業生

1,200年伝承の手打ち製法を忠実に再現！

第二次讃岐うどんブーム に
貢献！
脱サラ・転職者殺到！

麺店開業・製麺設備・
麺ビジネス展開
実績・品質で高い評価！さぬき一番AP-6型1K

1982 年

昭和
57年

店舗小型機「さぬき一番」完成
全国の讃岐うどん店の成功に大きく貢献

1985 年

昭和
60年

発明奨励賞４回受賞・食品産業技術功労賞受賞
コンピュータ内蔵「全自動手打ち式製麺機」完成
こんぴらシステム No-1（科学技術庁長官賞受賞）
自動製麺機の販売実績日本記録を更新中！

福岡
こんぴらシステム No-1型

昭和
62年

1988 年

昭和
63年

2002 年

平成
14年

2009 年

平成
21年

2010

平成

「全日本麺総合技術研修センター（本部）
」を増築
日本最新の製麺技術「さぬき黄金製法」を確立
「さぬき黄金研究会」発足・全国に高品質の麺商品拡大

2013 年

平成
25年

アジア・オーストラリア・ヨーロッパ・アメリカ等に
販売サービス網拡大

2016 年

平成
28年

新型「粘力システム」
日本で唯一！の多加水麺生地形成装置
コンビニ調理麺・冷凍麺・外食企業の高品質麺の
量産設備・店舗展開に貢献

2017

平成

年 22年

年 29年

2020 年

伝統の手打ち製法
～日本最新製法
専門家組織で対応！

1987 年

第三次讃岐うどんブーム に貢献！

海外からも多数の参加

● W（２工程熟成）エージングシステム「製法特許」取得
●讃岐うどん全自動
（包丁切り）量産システム（5000食 /時）完成
●冷凍讃岐うどんの大ヒットを生む
●日本初！驚きのネリを実現「粘力システム」開発
●多加水麺・高品質麺の量産化を実現
●「プレスニーダー」開発

第一麺研究開発室

第四次讃岐うどんブーム に貢献！
「はなまるうどん」等のセルフ式店舗の
大ヒットに貢献

®

創業100周年記念「うどんロボ・讃岐職人」開発

手打ち製法（うどん・蕎麦）
・十割蕎麦の秘訣
・讃岐うどんの秘訣
・商品開発、試作、指導
・店舗用小型機の展示、実演

ここには、あなたの

「麺の聖地」の発足・小型製麺機特許２件取得
連続圧延・仕上げ切り出し
●ロサンゼルスに「ラーメン学校」開設
●台湾に「讃岐うどん・ラーメン学校介開設」
●日本政府（経済産業省）より「地域未来牽引企業」に選定される
創業110周年・東京オリンピック年
さぬきの『最新鋭設備』による麺事業の成功確率高まる

試作設備

完備！

■ 一度は行ってみたい！と好評です
日本の近代 麺 発祥の地
原料・製法・設備・経営の すべてが学べる!

『麺の聖地』とは…
日本で最初にうどんが登場した地であり、日本最新の近代麺が生まれた地
でもあります。優れた品質の麺製品それを産み出す製麺技術やノウハウそ
して、日本伝統の“手打ち製法を忠実に再現”した「さぬきの製麺機」
この「麺の聖地」から日本の麺業界を一新した「高品質麺」が続々誕生！
更に、麺に関係するあらゆる情報や技術の集積基地として訪れる人に学び
そして満足頂ける麺学校、試作研究室には充実した設備を整え、麺事業の
成功発展に寄与しています。日本で唯一！ここでしか学べない技術、優れ
た麺の品質など、麺に関するあらゆるご要望をしかも最新ノウハウでお応
えします。海外からの来訪者も多く必ず満足頂けます。多大な実績と蓄積
した技術から必ず目的を達成出来るさぬき麺機の四国本社は『麺の聖地』
と称され日本の麺業界に貢献しています。

札幌

日本の伝統製法を基礎から学ぶ！
本場讃岐で唯一！

香川県から委託の讃岐うどん学校
さぬき麺機㈱本社は
讃岐うどんの本場・香川県にあります
是非一度ご来社ください！

仙台

金沢

名古屋

東京

大阪

少人数・個別指導 の ラーメン学校

第二麺研究開発室

第三麺研究開発室

ロール製法（ラーメン、うどん、パスタ）
・製法の極意を学ぶ
・白湯、清湯スープ、タレの基本
・商品開発、試作、指導
・店舗用小型機の展示実演

大型量産機（生麺・冷凍・調理麺など）
・多加水製法・包丁切り＝最高品質
・セントラルキッチン、製麺工場用設備
・展示、試作、商品開発テスト

知らない品質の麺や製麺技術が沢山あります！
『試作設備』を活用し、大手製麺会社・冷凍麺・外食チェーンの方々が多くのヒット商品を産み出しています。
試作で得られる目的の品質を試食で確認し、多くの特注設備にも応じ独自の設備が完成します。
手打ち式（包丁切り）

試食・試作

冷凍麺、Ｌ・LL麺、半生麺

※当研究開発室試では「レオメーター」「ブラベンダー」等の検査機器は使用せず、経験と蓄積したノウハウで生み出します。
官能検査（外観・食感・食味）等は変動要因が大きく、微妙な食感や繊細な感覚は機械で測定できないからです。

■ テスト用製麺機
従来テスト機は『ロール式製麺機』の為、最新の「多加水麺テスト機」が必須の時代です！
真空・常圧

真空・常圧

特許！《プレスニーダー》

《ピンミキサー》
高速撹拌式ネリ機

超低速式ネリ機

加水量 26％〜43％
高・低速変換装置付
ミキシング状況確認窓付

日本初！全加水帯ミキサー
少加水〜多加水（１台でＯＫ！）
26％〜65％（便利！）
ネリの大切さ ネリの違い
多加水麺の品質の差を実感！

SSV-3P
2〜3㎏/回

《製麺機》

PNV-3P
2〜3㎏/回

PNV-6P
3〜6㎏/回

《製麺機》手打ち式で麺質抜群

コンパクト設計で簡単操作
テスト用として多くの実績
多種類の製麺可能
切り刃の交換簡単
自動調量機付

驚く品質・多品種ＯＫ
目的の達成確実
テスト機として最適の製麺機！
包丁切り・太麺〜細麺自在（乱切り付）

実績多大！最適なテスト機…品質改良・新製品開発
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。
■さぬき麺機グループ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

さぬき麺機㈱本社
札幌販売
東北販売
栃木・茨城販売
北関東販売
東京販売㈱
東京営業所
名古屋販売㈱
福島鰹㈱ 金沢支店
福島鰹㈱ 本社
大阪営業所
東中国販売
広島販売
山口販売
㈱丸菱 福岡支店
福岡営業所
㈱丸菱 本社
東九州販売
南九州販売

■Netherlands oﬃce

BIDEN VOF

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

■会社概要

海外事業支援

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
HP：www.menki.co.jp

お問い合わせ・ご相談などは

❷ 札幌

E-mail：sanuki@menki.co.jp

0120-21-3300
■営業所

仙台
❸

東京営業所

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

金沢 ❾
群馬 ❺ ❹ 栃木
❻ 東京
❼ 東京営業所
広島 岡山 京都
❽ 名古屋
大阪
山口
営業所
❶
福岡
さぬき麺機㈱本社
（麺総合技術研修センター）
熊本
大分
19 宮崎

大阪営業所

〒537-0021 大阪市東成区東中本2丁目1621
TEL：06-6974-3366㈹
FAX：06-6974-3365

福岡営業所

福岡営業所

〒839-0862 久留米市野中町4284 高良川ビル１F
TEL： 0942433197
FAX： 0942433210

■Germany oﬃce

Treha Europe GmbH

Dorotheenstrase 80
40235 Dusseldorf, Germany
T E L：+49（0）21199912355
FAX：+49（0）21199912356
【E-mail】
Yoshitomo.Hirasawa@me.com

■Moscow oﬃce

■Shanghai oﬃce

■Busan oﬃce

Shanghai
Foodways Co., Ltd.

CHOE Young-jin

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

■Taiwan oﬃce

VOX TRADING
（THAILAND）CO., LTD

33/66 Wall Street Tower 14F,
Room 1402 Surawongse Road,
Suriyawongse,Bangrak,
Bangkok 10500, Thailand
T E L：+66-2237-4762-9
FAX：+66-2237-4733
H・P：+66-8-1834-3381
【E-mail】koji-fujimoto@anet.net.th

YI TENG YUAN CO., LTD.

■Canada oﬃce

No.310, Chongde 6th Rd.,
Beitun Dist., Taichung City 40670,
Taiwan (R.O.C.)
T EL：+886 422479595
FAX：+886 422471010

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

■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.
TE L：+852-2610-2277 (10 Lines)

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

■Singapore oﬃce

Foodways Menki Asia Pte. Ltd.

さぬき麺機HP

Facebook

Damji-ro 104st. 23-1,
Seogu Incheon KOREA
TEL：+82-10-9438-6220

Jin Myung Fmc

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

Santop sarl

CHOE Won-young
MITOYO UDON

■Kyonggi-Do oﬃce

JAPAN TOOL SERVICE LTD

■France oﬃce

■Incheon oﬃce

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

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

■Thailand oﬃce

6 Harper Road,
#07-08 Leong Huat Building,
Singapore 369674
TEL: +65-6288-7374／+65-6288-2818
FAX: +65-6287-3339
【E-mail】
chan̲cs@highlightholding.com.sg

麺ビジネス提案 ❶
世界に伸びる日本の麺

■Sydney oﬃce

Joseph Lee & Co.

Unit 9, 2 Rachael Close, Slough Business
Park, Silverwater, NSW 2128 Australia
T E L：+61-2-9748-0868
FAX：+61-2-9748-0869
【E-mail】jlpack@jlpackaging.com.au

●ラーメン・うどん店出店計画
・現地に適合した経営企画指導
・原材料の選定、試作、調達方法
・海外技術研修（実績多大）
●麺の製造・販売事業計画
・現地での麺の製造販売事業の
企画提案
・原材料、副資材、添加物、製
麺技術指導
・小型〜量産型麺設備提案

麺ビジネス提案 ❷
農業・水産業の多角化 経営

６次産業支援
●地産地消・地産全消計画推進
・地域の特産物を魅力有る麺製
品に活用
・麺に加工する方法を指導します
●麺の商品化と販売方法
・大変美味しい、価値観の高い
商品に仕上げます
・名物、特産品、ノベルティー
等の商品化を推進
・長期保存方法、販売方法等を
指導します

■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

製 麺 機 のトップ ブランド

全日本 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
URL http://www.menki.co.jp/
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