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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

衛
生

①、②

⑨、⑩
衛生管理に役立つ洗浄用のネジリブラシです。 ⑬、⑭、⑮
現場での使いやすさを考えて製作いたしました。ポリプロピレン製の毛と耐久性の高いステンレス製の柄で製作しております。
ソフト（グリーン）・ハード（ブルー）の2種類ラインナップしました。

ハンドブラシ ソフト ハンドブラシ ハード ロングブラシ ソフト フロアブルーム ハンドスクレーバー アルミ製伸縮ハンドル

食品工場で使用できる青色衛生ブラシです。
ポリエステルの毛を１束ずつステンレス製留め具で留めている為、毛が抜けにくい構造です。
100℃以上の耐熱性を持ち、耐薬品性に優れています。
万が一、抜け切れが発生した時もブラシの毛が確認しやすく、異物混入対策できます。
その他の色をご用命の際はお問合わせ下さい。

③～⑧、⑪、⑫

01-0025 ハンドスクレーバー 1本 (先端部のみ)タンクの泡剥ぎ取り作業等
01-0026 アルミ製伸縮ハンドル 1本 (ハンドルのみ)伸縮:1675~2780mm

01-0023 ロングブラシ ソフト 1本   手の届きにくい場所の清掃用
01-0024 フロアブルーム 1本 (先端部のみ)醪タンクの清掃等

01-0021 ハンドブラシ ソフト 1本   器具・タンクの洗浄
01-0022 ハンドブラシ ハード 1本   器具・タンクの洗浄

配管
部材異物混入対策衛生ブラシ（ＰＰ＋SUS製）

工具類

便利

包装
発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

01-0014 ⑭ 斗瓶細口用ネジリブラシ 650mm ハード 1本 毛先(φ130ｘ130mm):穂(50mm) 斗瓶の細口用に

01-0015 ⑮ 斗瓶太口用ネジリブラシ 650mm ハード 1本 毛先(φ130～φ210×130mm):穂(60mm) 斗瓶の太口用に

毛先(φ40ｘ50mm):穂(40mm) 小瓶～4合瓶洗浄用

01-0013 ⑬ 一升瓶用ネジリブラシ  650mm ハード 1本 毛先(φ100ｘ100mm):穂(60mm) 一升瓶の洗浄用

01-0011 ⑪ φ40 穂付ネジリブラシ 400mm ソフト 1本 毛先(φ40ｘ50mm):穂(40mm) 小瓶～4合瓶洗浄用

測定
分析

01-0012 ⑫ φ40 穂付ネジリブラシ 400mm ハード 1本

01-0009 ⑨ φ50 穂付ネジリブラシ 300mm ソフト 1本 毛先(φ50ｘ150mm):穂(50mm) プラスチック柄付き

01-0010 ⑩ φ50 穂付ネジリブラシ 300mm ハード 1本 毛先(φ50ｘ150mm):穂(50mm) プラスチック柄付き

毛先(φ22×70mm):穂(35mm) φ10以上の筒状器具洗浄に

01-0008 ⑧ φ22 穂付ネジリブラシ 500mm ハード 1本 毛先(φ22×70mm):穂(35mm) φ10以上の筒状器具洗浄に

01-0006 ⑥ φ22 穂付ネジリブラシ 300mm ハード 1本 毛先(φ22×70mm):穂(35mm) φ10以上の筒状器具洗浄に

濾過
01-0007 ⑦ φ22 穂付ネジリブラシ 500mm ソフト 1本

01-0004 ④ φ1.5~7 衛生ネジリブラシ 245mm 1本 毛先(φ1.5~7×35mm) 細部用ロング

01-0005 ⑤ φ22 穂付ネジリブラシ 300mm ソフト 1本 毛先(φ22×70mm):穂(35mm) φ10以上の筒状器具洗浄に

毛先(φ0.4×50巾×150L×40H) タンク、桶、用具の洗浄用

01-0003 ③ φ1.5~7 衛生ネジリブラシ 120mm 1本 毛先(φ1.5~7×35mm) 細部・ノズル等の洗浄に

01-0001 ① 桶洗いブラシ ハンドタイプ ソフト 1本 毛先(φ0.4×50巾×150L×40H) タンク、桶、用具の洗浄用

ホース
関連

01-0002 ② 桶洗いブラシ ハンドタイプ ハード 1本

布
・

保温

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

醸造
用品

原料

衛生洗浄用ネジリブラシ（ＰＰ＋SUS製） 衛生
・

洗浄
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

中心部は2層、周辺部1層構造のマスクです。
中心部を2層構造にすることで、シールド性を良くし
周辺部を1層構造にすることで、呼吸がしやすい構造です。
息がバランスよくマスクから排出されるため、呼吸による眼鏡の曇りが抑制されます。
比較的安くて不快感が少ないので、見学者用としてもおすすめです。

ニトリルゴム製の手袋です。
天然ゴム製より低臭で、プラスチック製より伸縮性があります。
細かな作業での繊細な感覚を守るため、薄くて強い手袋となっております。
また、パウダーフリーとなっており食品に対しても安心してご使用頂けます。

全体が細かいメッシュになっている使い捨てネットキャップです。
通気性がよく、軽い仕様となっており、毛髪混入防止にお役立てください。
見学者用の衛生管理ツールとしてご利用ください。

簡易交換式の壁面取付用の手洗い洗剤セットです。
ワンプッシュでジェル状洗剤を適量吐出でき、使い過ぎ防止効果もあり経済的です。
壁に両面テープまたは専用ビスで簡単に取付することができます。
箱型の洗剤カートリッジの取替は、前面蓋を外すだけで簡単に行えます。

包装

化粧品・保湿剤入り
01-0063 セーフタッチ専用ディスペンサー 1台 洗剤・アルコール共用

便利

01-0061 セーフタッチ薬用石鹸  600ml/本 医薬用部外品
01-0062 セーフタッチアルコールジェル  600ml/本

工具類

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

ネットキャップ(白) 100枚/箱 フリーサイズ 不織布製

配管
部材

カートリッジ式手洗い用洗剤・ディスペンサー

ニトリルゴム製 食品衛生法適合

衛生ネットキャップ
濾過

測定
分析 発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

01-0051

備考
01-0041 パウダーフリー衛生手袋 Mサイズ 100枚/箱 ニトリルゴム製 食品衛生法適合

布
・

保温

ホース
関連

発注コード 製品名 発送単位 価格

01-0042 パウダーフリー衛生手袋 Lサイズ 100枚/箱

醸造
用品

01-0031 シンガーブリージングマスク 100枚/箱 白 耳掛けタイプ

低臭衛生ニトリル手袋（青）

衛生
・

洗浄

呼吸が楽なマスク

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

食品添加物の除菌用アルコール製剤です。
除菌効果はもちろん、香料も抑えられており、食品にも安全にご使用頂けます。
食品用発酵アルコールを原料にした製剤の為、使用後の水洗い、ふき取りが不要です。
中性に調整してある為、錆びの心配もなく、食品機械器具の除菌にも効果があります。
各種サイズをご選択ください。

業務用の液体中性洗剤です。
小分けボトルに取り分けてご使用ください。
中性域で安全性が高い為、器具・ホース・床洗浄 等あらゆるシーンでご使用頂けます。
除菌と洗浄が同時に行えるタイプもラインナップしておりますので、
より衛生管理を必要とする場所でのご使用も可能です。

粉末タイプの強力アルカリ洗剤です。
アルカリの力を使って、有機汚れ・蓄積汚れを落とします。
洗瓶・浸漬・循環用の用途で使用します。
高温で使用の場合、ぬるま湯に少量ずつ希釈しながらご使用ください。

靴底の除菌用マットです。
マット表面で靴底のゴミ・ホコリを落とし、
内部のウレタンスポンジに浸透させた除菌剤で、洗浄・除菌します。
マットの枠は天然ゴム製で、踏みズレしにくく、水漏れしにくい構造です。

 除菌マット  除菌洗浄剤

01-0101 除菌マット 1巻 寸法 695×995×35t
01-0082 プロセンテ中性除菌洗剤  5kg/本 除菌中性洗剤

工具類除菌マット・専用除菌剤

便利

包装
発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

5kg/4袋 洗瓶・器具・ホース・フィルター保管用
01-0092 パンクリーナ CIP2 5kg/4袋 機器・配管の循環洗浄用

粉末強力アルカリ洗浄剤
測定
分析

配管
部材発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

01-0091 パンクリーナ M2

プロセンテＮＬ  5kg/本 汎用中性洗剤
01-0082 プロセンテ中性除菌洗剤  5kg/本 除菌中性洗剤

中性洗剤・除菌中性洗剤 布
・

保温

ホース
関連

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

濾過
01-0081

食品添加物
01-0073 セハーSSE75  15kg/缶 食品添加物、一斗缶

醸造
用品

01-0071 セハーSS75  1L/12本 食品添加物、トリガー付き
01-0072 セハーSS75  4L/4本

アルコール除菌剤 75％ 衛生
・

洗浄

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

除菌・防カビ・防臭効果のあるドーナツ型の塩素系除菌剤です。
排水溝や浸漬除菌槽に薬剤を投入すると、少量ずつ溶けるので効果が持続します。
また、固形物なので残量を目視で確認できます。

アルカリ性の塩素配合発泡洗浄剤です。
原液ではサラサラですが使用希釈濃度3~10％で増粘し、
床・壁・天井等に貼りつき、汚れを落としつづける特⾧があります。
発泡器具は水圧を利用した希釈機能を備えており、
容器内に原液を入れ、水道と直結するだけで、手軽に発泡洗浄が行えます。

二酸化塩素を安定化させた殺菌剤です。
有機物の臭いはほとんど消すことができます。
悪臭成分の分解と同時に微生物の繁殖を抑えます。
多くの有機微生物に対し除菌効果があり、持続性もあります。

クーリングタワー(冷却塔)用の、藻・レジオネラ属菌の抑制剤です。
藻の発生やスケールなどの汚れが溜まると冷却能力が落ちるため、
抑制剤を投入し冷却能力を維持する必要があります。
24時間連続運転時、1個で約1~2ヶ月間効果が持続します。
(運転時間、水温、水流の速さ等により相違があります。)

NEWモトクリン 1個 小型冷却塔用水処理剤 設置型

発送単位 価格 備考
01-0141 ニチパットレジパック 1×10個 小型冷却塔用水処理剤 投入型
01-0142

発送単位 価格 備考

01-0124 シュアフォームSMS 20kg 【塩素不含】アルカリ発泡洗浄剤

布
・

保温

ホース
関連

シュアフォーム
プロテクト

ハイドロ
フォーマー483

発注コード 製品名
01-0120 シュアフォームプロテクト 22kg 塩素配合アルカリ発泡洗浄剤

醸造
用品

01-0111 ドーナツ型除菌剤 200g×5錠/2袋 塩素系除菌剤

発泡洗浄剤・発泡器具

衛生
・

洗浄

置き型 除菌剤

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

01-0123 ハイドロフォーマー483 1台 簡易発泡洗具

安定化二酸化塩素殺菌剤

ニチパット
レジパック

NEWモトクリン

発注コード 製品名

備考
01-0131 オスロン 20kg/ケース 消臭 除菌 防腐 防カビ効果

発注コード 製品名 発送単位 価格

クーリングタワー用 菌藻抑制剤
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

わさびの香り成分を利用した据え置きタイプの業務用害虫防除製品です。
1個で約2㎥に効果があり、開封後約1ヶ月効果が続きます。
専用スタンドに記載された説明文で見学の方にも清潔な環境作りのアピールができます。

ハエ・蚊・蛾等の飛来虫をブラックライトで誘引し、
蛍光粘着テープで捕虫します。
定期的な捕虫紙やライト交換も簡単です。
100W☓300L☓170H(mm)とコンパクトで、
屋内に設置しても外観を損なわないデザインです。

配管
部材

工具類

便利

包装

虫ピタ虫用 グローランプ 5個 連続運転寿命:約4カ月
虫ピタ虫用捕虫紙（蛍光粘着テープ） 5個 交換周期:2~4週間

ライト含む本体+蛍光粘着テープ5枚
虫ピタ虫用 ブラックライト 5個 連続運転寿命:約6カ月

濾過

測定
分析

製品名 発送単位 価格 備考
虫ピタ虫 本体 １個

説明文付自立スタンド

虫ピタ虫  布
・

保温

ホース
関連

虫ピタ虫 本体 蛍光粘着テープ 虫ピタ虫用ブラックライト

01-0151 ワサオーロ・カセット 5個 食品添加物
醸造
用品

01-0152 専用カセットスタンド 5個

発送単位 価格 備考

わさび防虫カセット（食品添加物） 衛生
・

洗浄

01-0161

発注コード

原料

発注コード 製品名
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

醪の糖化助成酵素です。
液温にかかわらず蒸米を良く分解します。
4段用・本仕込み用の2種類をラインナップしております。

酵母の雑菌汚染を防ぐ添加剤です。
その他PH調整、樹脂等の香り取りにもご使用頂けます。
備考欄の桜マーク付きの製品は醸造用資材規格協議の認定商品です。

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

コポラクト90% 20kg/袋 桜マーク付き
コポラクト88% 20kg/袋

清酒本仕込み用

乳酸
布
・

保温

ホース
関連

製品名 発送単位 価格 備考

02-0001 スミチームＳ 100g×10袋 清酒4段用
醸造
用品

02-0002 スミチームSG 100g×10袋

清酒用酵素 衛生
・

洗浄

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

清酒用の添加物です。
アルコール添加時の、糖度や酒のバランスを整えるためのブドウ糖です。
溶けやすくさわやかな甘みです。

果実酒用の氷砂糖です。
無色透明でスッキリした甘味で切れもよく、果物の香りや風味を損ねません。

本金切りまわし 大 本金切りまわし 小 金粉 花いちみ

金箔は厚生労働省に使用が許可された食品添加物です。
金箔は安定した金属ですので、体内で消化吸収されることはありません。
清酒中で溶解して、清酒の香味や成分に影響することもありません。
祝い事や高級感の演出用としてご利用ください。

※金相場より価格変動あり

包装

本金切りまわし 大 1瓶 フレーク状
02-0043 金粉 花いちみ 1個 粉末状

発送単位 価格 備考

便利

02-0041 本金切りまわし 小 1瓶 フレーク状
02-0042

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

発注コード 製品名

ホース
関連

02-0031 氷砂糖クリスタル 20kg/袋 果実酒用

添加用金粉

布
・

保温

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

醸造
用品 果実酒用添加物

衛生
・

洗浄

粉末状ブドウ糖

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考
02-0021 ブドウ糖グルファイナル 20kg/袋 清酒用

－11－



醸造用品 
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

容量１8Lのガラス瓶です。（最大量約20L弱）
出品酒など付加価値の高い袋吊りの受け容器としてご使用下さい。
40mmの大口径で詰めやすく、保護カバーも付いているため
傷付きにくい仕様になっております。

取手つきの万能耐熱容器です。
少量の清酒・醪・水などを搬送することができます。
アルミ製・ポリエチレン製の2種類をラインナップしています。
アルミ製は軽量で洗浄時の取り回しも容易です。
ポリエチレン製は断熱性が高く、高温の液体を運ぶ際の作業性に優れています。

たらいの形をした浅い桶(容器)です。
道具・布の洗浄、濾過、洗米用などの用途で使用できます。
ポリエチレン製のため軽量で作業性がよく、
発泡三重層のため、耐衝撃性にも優れた構造です。

便利

包装

03-0026 半切り 500L 1台 φ1150×φ1050×550H

工具類

φ970×φ910×390H
03-0025 半切り 350L 1台 φ1050×φ970×460H

配管
部材

03-0023 半切り 220L 1台 φ920×φ890×350H
03-0024 半切り 270L 1台

半切り 90L 1台 φ670×φ530×340H
03-0022 半切り 190L 1台 φ920×φ860×340H

27L

PH製半切り
濾過

測定
分析 発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

03-0021

備考
03-0011 PH製試桶 1台 27L

布
・

保温

ホース
関連

発注コード 製品名 発送単位 価格

03-0012 アルミ製試桶 1台

03-0001 斗瓶 1本 18L用 保護カバー付

醸造
用品 試桶

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

衛生
・

洗浄

斗瓶
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

４つ端に重しがついたポリエチレン製のタンクカバーです。
重しにより、カバーが開きにくくなります。
ゴムバンドで密閉することで、日落菌や異物混入を防ぐことが可能となります。
タンクに合わせて各種サイズを取り揃えております。

1ロール50m分のポリエチレン製のフィルムです。
ポリエチレン製の為、無臭で、軽く、耐水性や耐薬品性に優れており、カットして使用可能です。
その他、養生、防水カバーなど幅広く活用できます。
ゴムバンドで密閉することで、日落菌や異物混入を防ぐことが可能となります。
タンクに合わせて各種サイズを取り揃えております。

天然ゴム製のバンドです。
開放タンクにタンクカバーをかぶせ、ゴムバンドを巻くことで密封状態ができ、
火落菌、異物混入防止対策ができます。
天然ゴムはゴム弾性が大きく、引き裂き・引張りに対する強度があります。
使用可能温度(-75~90℃)と低温環境下でも使用可能です。

包装

便利

密封ゴムバンド Ｘ-3号 1本 2000~3000Ｌタンク用
密封ゴムバンド Ｘ-4号 1本 1700Ｌ以下タンク用

密封ゴムバンド Ｘ-1号 1本 5500Ｌ以上タンク用
密封ゴムバンド Ｘ-2号 1本 3500~5000Ｌタンク用

測定
分析開放タンク用 密封ゴムバンド

配管
部材

工具類
製品名 発送単位 価格 備考

03-0043 サンキポリ 厚手0.15mm  1巻 D1800mm×50m 
03-0044 サンキポリ 薄手0.10mm  1巻 D1800mm×100m 

03-0041 サンキポリ 厚手0.15mm 半折 1巻 D3600mm×50m 
03-0042 サンキポリ 薄手0.10mm 半折 1巻 D3600mm×50m 

布
・

保温ロール巻型 タンクカバー

ホース
関連

濾過
発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

03-0035 重し付タンクカバー 4号 1枚 1000~1700Ｌタンク用
03-0036 重し付タンクカバー 5号 1枚 750Ｌタンク用以下

3500~5000Ｌタンク用
03-0034 重し付タンクカバー 3号 1枚 2000~3000Ｌタンク用

醸造
用品

03-0032 重し付タンクカバー 1号 1枚 5000~7300Ｌタンク用
03-0033 重し付タンクカバー 2号 1枚

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考
03-0031 重し付タンクカバー 特号 1枚 重し付タンクカバー特号

重し付丸型タンクカバー 衛生
・

洗浄

原料

－14－

03-0054

03-0053

03-0052

03-0051

発注コード



価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

清酒成分の分析に使用する指示薬です。
アルカリ液…清酒の酸度・アミノ酸度を測定します。
混合指示薬…PH6.0～7.4の範囲を測定します。

燻煙式の防カビ剤です。
有効成分がチアベンダゾールで、主にムロ内の防カビ剤としてご利用ください。
煙が部屋内に充満する為、手の届きにくい箇所にも効果があります。
一缶で約80㎥(体積)の施工が行えます。

麹の種きりの時に使用するふるい缶です。
缶内に麹菌を適量に入れ、逆さにしてふるうことで均一な散布が可能です。

耐熱・耐久性に優れたFRP製の晒し板です。
蒸した米の自然放冷や、用具類の水切り用途でご使用ください。
洗浄が容易なため雑菌の繁殖が防げ、蒸米や備品の衛生を保つことができます。

包装

備考
03-0091 蒸米晒し板 5枚 1795×86.8×60mm

工具類

便利
発注コード 製品名 発送単位 価格

備考
03-0081 もやし篩缶 1缶 φ100×85mm(編目:φ85 100mesh)

測定
分析

配管
部材

発注コード 製品名 発送単位 価格

蒸米晒し板

濾過

03-0071 ホクスタ―ジェット 6缶/箱 1缶:50g

もやし篩缶(ふるいかん)

布
・

保温
燻煙式防カビ剤

ホース
関連

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

アミノ酸、総酸用

03-0062
混合指示薬

(ニュートラルレッド・ブロモチモールブルー溶液)
100ml/本 総酸用

醸造
用品

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

03-0061
アルカリ液

(0.1mol水酸化ナトリウム溶液)
500ml/本

衛生
・

洗浄

清酒分析用指示薬

原料

 アルカリ液 混合指示薬
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

蒸気に耐える耐熱性樹脂で作られたダミー米です。
酒米を蒸す際に釜の下側の米ほど水分を多く含んでしまう為、
ムラを防ぐ為に最下層に疑似米を入れて蒸すことで均一な蒸しを実現します。

防滴機能付きのタイマーです。
液晶表示が大きく、離れた場所からでも見えやすくなっております。
洗米・浸漬・瓶燗・連続作業とあらゆる場面でご使用ください。
・カウントアップ機能、カウントダウン機能
・吊下げ用穴やスタンド・マグネット付き
電源は単４形乾電池１個で寿命は約１年です。(1日1回15秒アラーム使用時)

デジタル表示の台はかりです。
最大測定重量は32kg、目量は10gです。
チェッカー機能(上限下限判別機能)を搭載している為、軽量・適量・過量の判断もできます。
機能をシンプルにすることで価格を抑えたモデルです。
検定品をご用命の際にはお声掛けください。

洗米後の浸漬タンク・水切り容器としても使用できる大型容器です。
500L、1000L用がある為、１度に大量の処理が可能です。
溜まった水は栓が付いている為、簡単に抜くことができます。
ポリプロピレン製の為、耐薬品性に優れており、肉厚で、耐衝撃性の構造です。
平滑な表面は洗浄性に優れ、雑菌の繁殖も抑えることができ、衛生にも優れております。
キャスターが付いている為、移動もしやすく、道具の保管などにも使用可能です。

包装

03-0131 浸漬用樹脂ボックス 500L用 1台 内寸:1230×755×550H(mm) キャスター 風呂栓付
03-0132 浸漬用樹脂ボックス 1000L用 1台 内寸:1580×1100×590H(mm) キャスター 風呂栓付

32kg 非防水

浸漬米用大型容器

工具類

便利

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

測定
分析

製品名 発送単位 価格 備考
配管
部材

デジタル台はかり 1台

防滴タイマー 1台 カウントアップ・カウントダウン機能

デジタル台はかり
濾過

醸造
用品防滴タイマー

布
・

保温

ホース
関連発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

03-0111

03-0101 疑似米 25kg/袋 PPペレット 25kg
03-0102 疑似米袋（ポリプロピレン） 1袋 450×650 マジックテープ式

擬似米 衛生
・

洗浄

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

03-0121

発注コード
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

エポキシ樹脂を使用したホーロータンク補修剤です。（2液性）
金属・非金属問わず強固な接着性があります。
耐食性に優れ、強度の高い補修被膜が得られます。

斗瓶吟醸火入れ用として耐食性が高いSUS316製のステンレス製火入れ急冷容器です。
ガラス製の斗瓶火入れによる破瓶の危険性、高額で衝撃に弱いチタン製の代わりとして使用可能です。
熱効率の良い胴厚(1mm厚)で、火入れ、火入れ後の急冷を速やかに行うことが可能となります。
タンク内の密閉を保ちながら温度計が装着でき、内部温度計測はもちろん、測定温度高さも調整可能です。
付属のエア抜き、チューブ式注ぎ口、流量調整バルブ、タンク安定脚により簡単に酒が注げます。
分解洗浄性にも優れ、タンク内に手がすっぽり入りしっかり洗浄が可能です。

利き酒後にお酒を吐く為の目隠し容器です。
利き酒、見学客への試飲後にご使用下さい。
アルミ製なので、軽量で持ち運びも便利です。
跳ね返りの少ない構造で、床へのこぼれを防止します。

5合瓶(900ml)を15本入れることができる樹脂製コンテナです。
ポリエチレン製のため、軽量で耐熱性に優れています。
720ml瓶など様々な瓶でも共用でき、仕切り板で区分けがされているので、
搬送中の傷付きを防止でき、瓶燗作業や、冷蔵庫保管に適しています。
コンテナ同士で重ねて使用もできます。

包装

備考
03-0171 ボトルクレート ＃900 1台 外寸:490×310×346H φ85以内×15本用

工具類

便利

発注コード 製品名 発送単位 価格

03-0161 アルミ製吐壺 1台 φ180×685mm 皿ジョウゴ φ280

配管
部材 樹脂製飲料コンテナ

利き酒用吐壺
濾過

測定
分析

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

備考
03-0151 火入れ用急冷タンクHIRE（ヒーレ） 1セット 22ℓ φ225×610H SUS316

ホース
関連

発注コード 製品名 発送単位 価格

布
・

保温

03-0141 エポグラス 1セット 主剤・硬化剤・クリーナー・ヘラ・ペーパー・紙コップ入り

醸造
用品 火入れ急冷タンクHIRE（ヒーレ）

衛生
・

洗浄

ホーロータンク補修剤

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考
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布・保温 
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

麻の柔らかさと、ポリプロピレンの強さを併せ持った通気性の良い敷布です。
適度な硬さを持ち、洗米後のさらし作業や、蒸米・麹の搬送などにご使用ください。

ムロで麹を包む際に掛ける布です。
軽くて作業性がよく麹の温度管理に適しております。

蒸米搬送時に使用する布です。
テトロン製なので耐熱・洗浄性に優れています。
通気性の良さと、目の細かさを併せ持つので、
呼吸をさせたい酒母タンク等の異物混入を防ぐカバーとしても使用出来ます。

袋吊り用の吊るし袋です。
自重により自然の力で垂れ出すお酒には、ストレスがかからない為、
より付加価値の高い製品作りにご利用頂けます。
晒した綿製、熱にも強く洗いやすいテトロン製、垂れ効率の良い少し粗めのナイロン製、
３種類をラインナップしています。
布の種類により垂れ方も異なるため、味わいに変化をつけることができます。

梅などの果実を漬け込む際に、直接果実を投入し使用できます。
袋状で紐巾着状になっているので作業性も良く、
食品衛生法適合素材なのでそのまま漬け込んでも安心です。

04-0041 果実浸漬袋 1枚 テトロン製 350W×1000L

280×850 ナイロン特織 粗め

果実浸漬袋

包装

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

便利

04-0032 テトロン袋 1枚 280×850 テトロン2B
04-0033 ナイロン特織袋 1枚

－19－

備考
04-0031 綿和晒し袋 1枚 310×850 綿和晒し

配管
部材

工具類

発注コード 製品名 発送単位 価格

備考
04-0021 敷布・取り布(テトロン) 1本 麹用敷布・取り布 1030×1800mm

濾過

測定
分析

発注コード 製品名 発送単位 価格

吟醸用吊るし袋

ホース
関連

04-0011 掛布(パイレン) 1枚 麹用敷布 900×1800mm

蒸米用取り布

布
・

保温

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

04-0001 敷布(麻×PP) 1枚 麹用敷布 1000×2000mm

醸造
用品 掛布

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

衛生
・

洗浄

敷布



ホース関連 
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

ビヤーサクションホース クリスタルホース 口元取付カフス・ホースバンド NTSマルサンホース

マルサンホース ニューマルサンホース エアシュータ－ホース

吸込用のビヤーホース、カフスと一緒に使用するクリスタルホース、
厚みがあってねじれに強い、糸入り又は糸無しマルサンホース、エアシューターホース等
醸造作業に適した代表的なホースです。

05-0021
エアシューター用ホース 125Φ

（静電気防止・ノンフタル酸PVC）
１０ｍ,２０ｍ （蒸米搬送用）10ｍ、20ｍ 重量3560ｇ/ｍ

（圧送用）50×62Φ、1~80ｍ、0~65℃

05-0020
エアシューター用ホース 100Φ

（静電気防止・ノンフタル酸PVC）
１０ｍ,２０ｍ （蒸米搬送用）10ｍ、20ｍ 重量2720ｇ/ｍ

－21－

（圧送用）25×33Φ、1~80ｍ、0~65℃

包装
05-0018

ニューマルサンホース 1.5吋
（糸入り透明・非塩ビ）

1m （圧送用）38×48Φ、1~60ｍ、0~65℃

05-0019
ニューマルサンホース 2吋

（糸入り透明・非塩ビ）
1m

便利 05-0016
マルサンホース 2吋

（透明・ノンフタル酸PVCホース）
1m （圧送用）50×64Φ、1~50ｍ、-5~65℃

05-0017
ニューマルサンホース 1吋

（糸入り透明・非塩ビ）
1m

（圧送用）25×33Φ、1~100ｍ、-5~65℃

05-0015
マルサンホース 1.5吋

（透明・ノンフタル酸PVCホース）
1m （圧送用）38×52Φ、1~100ｍ、-5~65℃

（圧送用）38×52Φ、1~100ｍ、-5~65℃

工具類
05-0013

NTSマルサンホース 2吋
（糸入り透明・ノンフタル酸PVC）

1m （圧送用）50×64Φ、1~50ｍ、-5~65℃

05-0014
マルサンホース 1吋

（透明・ノンフタル酸PVCホース）
1m

配管
部材

05-0011
NTSマルサンホース １吋

（糸入り透明・ノンフタル酸PVC）
1m （圧送用）25×33Φ、1~100ｍ、-5~65℃

05-0012
NTSマルサンホース 1.5吋

（糸入り透明・ノンフタル酸PVC）
1m

カフス１個につき３個必要

05-0009
カフス用SUSホースバンド

 ２吋用
１個 カフス１個につき３個必要

クリスタルホース両端用

測定
分析

05-0007
口元取付カフス

２吋用
１個 クリスタルホース両端用

05-0008
カフス用SUSホースバンド

 1.5吋用
１個

濾過 05-0005
クリスタルホース ２吋

（ノンフタル酸PVCホース）
1m （圧送・吸引用）50×60Φ、1~50ｍ、10~50℃

05-0006
口元取付カフス

1.5吋用
１個

（圧送・吸引用）25×32Φ、1~50ｍ、10~50℃

05-0004
クリスタルホース 1.5吋

（ノンフタル酸PVCホース）
1m （圧送・吸引用）38×45.5Φ、1~50ｍ、10~50℃

（吸引用）１ｍ、２ｍ、３ｍ、４ｍ、５ｍ、
６ｍ、７ｍ、８ｍ、９ｍ、１０ｍ

ホース
関連

05-0002
布巻式

ビヤーサクションホース 2吋
1m

（吸引用）１ｍ、２ｍ、３ｍ、４ｍ、５ｍ、
６ｍ、７ｍ、８ｍ、９ｍ、１０ｍ

05-0003
クリスタルホース １吋

（ノンフタル酸PVCホース）
1m

布
・

保温
発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

05-0001
布巻式

ビヤーサクションホース 1.5吋
1m

衛生
・

洗浄

醸造用ホース

原料

醸造
用品



価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

トヨシリコン ハイブリッドトヨシリコン トヨフーズ トヨフーズＳ

水用デリバーホース ハイブリッドトヨロン 食品用スチームホース

低臭で高耐熱のシリコンホース、折れにくい補強材の入ったハイブリッドホース
日光に当たるエリアでも藻がホース内に生えにくいデリバーホース、
低臭の食品用、蒸気用ホース等、付加価値の高い機能性に優れたホース群です。

05-0048
ハイブリッドトヨロンホース 1吋
（工業用・補強材・糸入り・PVC）

1m
（圧送用･エアー・水）

φ25×33、1~50ｍ、-5~60℃

05-0049
食品用スチームホース 1吋

（内外白NBR・低臭）
1m

（蒸気圧送用）
φ26.1×43、1~20ｍ、~130℃

－22－

（圧送用･エアー・水）
φ15×22.5、1~100ｍ、-5~60℃

ハイブリッドトヨロンホース φ19
（工業用・補強材・糸入り・PVC）

1m
（圧送用･エアー・水）

φ19×26、1~50ｍ、-5~60℃

水用デリバーホース 1.5吋
（工業用・耐候性・耐藻・PVC）

1m （圧送用）φ38×50、1~60ｍ、-5~60℃

包装
ハイブリッドトヨロンホース φ15
（工業用・補強材・糸入り・PVC）

1m

便利
水用デリバーホース 1吋

（工業用・耐候性・耐藻・PVC）
1m （圧送用）φ25×33.5、1~100ｍ、-5~60℃

（圧送用）φ15×22.5、1~100ｍ、-5~60℃

水用デリバーホース φ19
（工業用・耐候性・耐藻・PVC）

1m （圧送用）φ19×27、1~100ｍ、-5~60℃

工具類
トヨフーズＳホース 2吋

（補強材入り・透明・ノンフタル酸PVC）
1m （吸引用）φ50×62、1~40ｍ、-5~70℃

水用デリバーホース φ15
（工業用・耐候性・耐藻・PVC）

1m

（吸引用）φ25×33、1~50ｍ、-5~70℃

トヨフーズＳホース 1.5吋
（糸入り透明・ノンフタル酸PVC）

1m （吸引用）φ38×48、1~40ｍ、-5~70℃

05-0038
トヨフーズホース 2吋

（糸入り透明・ノンフタル酸PVC）
1m （圧送用）φ50×62、1~40ｍ、-5~70℃

配管
部材

05-0039
トヨフーズＳホース 1吋

（糸入り透明・ノンフタル酸PVC）
1m

（圧送用）φ25×33、1~50ｍ、-5~70℃

05-0037
トヨフーズホース 1.5吋

（糸入り透明・ノンフタル酸PVC）
1m （圧送用）φ38×48、1~50ｍ、-5~70℃

05-0035
ハイブリッドトヨシリコンホース 1.5吋

（補強材・糸入り・シリコン・低臭）
1m

（圧送・吸引用）
φ38.1×50.5、1~10ｍ、-30~130℃

測定
分析

05-0036
トヨフーズホース 1吋

（糸入り透明・ノンフタル酸・VC）
1m

濾過
ハイブリッドトヨシリコンホース 1吋
（補強材・糸入り・シリコン・低臭）

1m
（圧送・吸引用）

φ25.4×35.5、1~10ｍ、-30~130℃

（圧送用）φ38.1×50.5、1~20ｍ、-30~150℃

トヨシリコンホース 2吋
（糸入り・シリコン・低臭）

1m （圧送用）φ50.8×64.5、1~10ｍ、-30~150℃

ホース
関連

トヨシリコンホース 1吋
（糸入り・シリコン・低臭）

1m （圧送用）φ25.4×35.5、1~20ｍ、-30~150℃

トヨシリコンホース 1.5吋
（糸入り・シリコン・低臭）

1m

衛生ホース・高機能ホース・備品 衛生
・

洗浄

原料

醸造
用品

布
・

保温

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

05-0047

05-0046

05-0045

05-0044

05-0043

05-0042

05-0041

05-0040

05-0034

05-0033

05-0032

05-0031



価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

セーフティホースバンド 十字六角レンチ チェーン式フリーバンド ホースカップリング ホース洗浄スポンジボール

ホース周辺の（固定・洗浄・異径への変換・締付）に関わる備品、工具です。
・セーフティホースバンドは、主にホースとアダプターを継続的に固定する場面でご使用ください。ホースに圧力がかかる箇所でも使用できます。
・十字六角レンチは、ホースバンド締付部を、楽に強く回せる工具です。非常に作業効率が上がるアイテムです。（番手:＃7、＃8、＃9、＃10）
・チェーン式フリーバンドは、1吋、1.5吋、2吋ホース用の簡単固定バンドです。SUS製なので耐久性もあり、締付工具と合わせてご利用ください。
・異径・同径ホースカップリングは、同径ホース同士のジョイントや異径のホース同士のスムーズなジョイント用継手です。
・スポンジボールは、配管やホース内の汚れを、水や洗剤と共に流して物理的洗浄を行える球形スポンジです。

ホース内洗浄備品

包装
05-0067

ホース洗浄スポンジボール
1.5吋用

1個 ホース内洗浄備品

便利 05-0065
異径ホースカップリング

（1.5吋→2吋用）
1個 1.5→2吋ホース用接続カップリング

05-0066
ホース洗浄スポンジボール

1吋用
1個

2吋ホース用延⾧カップリング

05-0064
異径ホースカップリング

（1吋→1.5吋用）
1個 1→1.5吋ホース用接続カップリング

1吋ホース用延⾧カップリング

工具類
05-0062

同径ホースカップリング
（1.5吋用）

1個 1.5吋ホース用延⾧カップリング

05-0063
同径ホースカップリング

（2吋用）
1個

配管
部材

05-0060
チェーン式フリーバントﾞ用

締付工具
1個 鋳鉄製

05-0061
同径ホースカップリング

（1吋用）
1個

SUS製

05-0059
チェーン式フリーバントﾞ

2吋ホース用
1個 SUS製

セーフティホースバンド締付工具

測定
分析

05-0057
チェーン式フリーバントﾞ

1吋ホース用
1個 SUS製

05-0058
チェーン式フリーバントﾞ

1.5吋ホース用
1個

濾過 05-0055
セーフティホースバンド

(2吋ホース用）
1個 （SUS製）バンド端末部にカバー有り

05-0056 十字六角レンチ(締付工具) 1個

（SUS製）バンド端末部にカバー有り

05-0054
セーフティホースバンド

(1.5吋ホース用）
1個 （SUS製）バンド端末部にカバー有り

ホース
関連

05-0052
セーフティホースバンド

(内径φ19ホース用）
1個 （SUS製）バンド端末部にカバー有り

05-0053
セーフティホースバンド

(1吋ホース用）
1個

備考

05-0051
セーフティホースバンド

(内径φ15ホース用）
1個 （SUS製）バンド端末部にカバー有り

衛生
・

洗浄

ホース継手・バンド・洗浄・便利工具

原料

醸造
用品

布
・

保温
発注コード 製品名 発送単位 価格

－23－



価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

タケノコ×オスアダプター オス用ダストキャップ タケノコ×メスカプラ メス用ダストプラグ

ホース同士をワンタッチで接続できる便利なアイテムです。
ロック式のカムロックを選定しておりますので、予想外の衝撃でも簡単にホース同士が
外れる事がありません。安全性と作業性を兼ね備えた接続継手です。

耐熱仕様

便利

包装

工具類
メスカプラ 1.5吋用

シリコンパッキン
1個 耐熱仕様

メスカプラ 2吋用
シリコンパッキン

1個

SUS製

メスカプラ 1吋用
シリコンパッキン

1個 耐熱仕様

メスカプラ用ダストプラグ
1.5吋

１個 SUS製
配管
部材

05-0082
メスカプラ用ダストプラグ

2吋
1個

SUS製、シリコンパッキン

05-0080
メスカプラ用ダストプラグ

1吋
１個 SUS製

05-0078
タケノコ×メスカプラ

1.5吋 ツインロック式
1個 SUS製、シリコンパッキン

測定
分析

05-0079
タケノコ×メスカプラ
2吋 ツインロック式

1個

濾過
タケノコ×メスカプラ
1吋 ツインロック式

1個 SUS製、シリコンパッキン

SUS製、シリコンパッキン

オスアダプター用ダストキャップ
2吋

1個 SUS製、シリコンパッキン

ホース
関連

オスアダプター用ダストキャップ
1吋

1個 SUS製、シリコンパッキン

オスアダプター用ダストキャップ
1.5吋

1個

SUS製

タケノコ×オスアダプター
2吋

1個 SUS製

タケノコ×オスアダプター
1吋

1個 SUS製 布
・

保温
タケノコ×オスアダプター

1.5吋
1個

ホース用カムロック継手(シリコンパッキン仕様) 衛生
・

洗浄

原料

醸造
用品

製品名 発送単位 価格 備考

05-0071

05-0081

発注コード

05-0085

05-0084

05-0083

05-0077

05-0076

05-0075

05-0074

05-0073

05-0072
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

精密濾過前の荒ゴミ取り目的（プレフィルター）として、
使い捨て用途でもお気軽にご使用頂ける、
ポリエステル製の糸巻きフィルターです。

精密濾過ができるカートリッジフィルターです。
メンブレンの高い濾過精度と広い濾過面積で、
飲料水・酒などの濾過が可能です。
同カテゴリ商品の中ではお求めやすい金額です。
形状はダブルオープンエンドで、パッキン止めタイプと内Oリングタイプがあります。

便利
06-0031 YE-609F-1SS(内Oリング) 1本

50μm   20インチサイズ
06-0035 YE-609F-2SS(内Oリング) 1本 25μm   20インチサイズ

包装
06-0036 YE-909F-2SS(内Oリング) 1本

YE-209F-2SS(内Oリング) 1本 5μm   20インチサイズ
06-0034 YE-409F-2SS(内Oリング) 1本 10μm   20インチサイズ

1μm   20インチサイズ
06-0032 YE-909F-1SS(内Oリング) 1本 3μm   20インチサイズ

06-0030 YE-409F-1SS(内Oリング) 1本 0.8μm  20インチサイズ

3μm   10インチサイズ

06-0028 YE-90F-2SS(パッキン) 1本 50μm   10インチサイズ
06-0029 YE-209F-1SS(内Oリング) 1本 0.5μm  20インチサイズ

10μm   10インチサイズ
06-0027 YE-60F-2SS(パッキン) 1本 25μm   10インチサイズ

0.5μm  10インチサイズ
YE-40F-1SS(パッキン) 1本 0.8μm  10インチサイズ

測定
分析

製品名 発送単位 価格 備考
配管
部材

YE-20F-1SS(パッキン) 1本

06-0025 YE-20F-2SS(パッキン) 1本 5μm   10インチサイズ

工具類
06-0026 YE-40F-2SS(パッキン) 1本

06-0023 YE-60F-1SS(パッキン) 1本 1μm   10インチサイズ
06-0024 YE-90F-1SS(パッキン) 1本

濾過カートリッジフィルター

10μm   20インチサイズ
06-0015 TCW-25N-PPDE 1本 25μm   20インチサイズ

ホース
関連

06-0013 TCW-5N-PPDE 1本 5μm   20インチサイズ
06-0014 TCW-10N-PPDE 1本

布
・

保温

06-0008 TCW-50N-PPSE 1本 50μm   10インチサイズ
06-0009 TCW-05N-PPDE 1本

TCW-25N-PPSE 1本 25μm   10インチサイズ

TCW-50N-PPDE 1本 50μm   20インチサイズ

TCW-08N-PPSE 1本 0.8μm  10インチサイズ

TCW-1N-PPDE 1本 1μm   20インチサイズ
06-0012 TCW-3N-PPDE 1本 3μm   20インチサイズ

0.5μm  20インチサイズ
06-0010 TCW-08N-PPDE 1本 0.8μm  20インチサイズ

06-0006 TCW-10N-PPSE 1本 10μm   10インチサイズ

3μm   10インチサイズ
06-0005 TCW-5N-PPSE 1本 5μm   10インチサイズ

醸造
用品

06-0003 TCW-1N-PPSE 1本 1μm   10インチサイズ
06-0004 TCW-3N-PPSE 1本

06-0001 TCW-05N-PPSE 1本 0.5μm  10インチサイズ

糸巻きフィルター 衛生
・

洗浄

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

06-0002

06-0007

06-0011

06-0016

06-0033

06-0022

06-0021

発注コード
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

ダブルオープンエンドタイプのフィルター用両サイドパッキンです。
厚み調整によりフィルター⾧さを調整する事で各種ハウジングにてご使用頂けます。

高精密濾過領域に位置付けられる中空糸膜を使用したカートリッジフィルターです。
膜面積が広く、非常に高い濾過能力を発揮します。（ポリスルホン製）
耐熱・耐薬品性に優れ、逆洗も行える高耐久のフィルターです。
水処理用として0.2μm、酒処理として0.45μm、味を残したい酒処理には0.8μmでお選びください。

ヤシガラ炭のはたらきで、液体中の有機物・残留塩素・臭い除去に優れたフィルターです。
ダブルオープンエンドタイプと同様のフィルター形状となっており、
透明型フィルターハウジング・耐熱型フィルターハウジングにてご使用頂けます。

20インチ

便利

包装

工具類

06-0061 TCC-WL-SOCP 1本 10インチ
06-0062 TCC-WL-DOCP 1本

製品名 発送単位 価格 備考

06-0059 YHF8040 1本 0.80μm  40インチ

測定
分析 活性炭フィルター

06-0057 YHF2040 1本 0.20μm  40インチ
06-0058 YHF4540 1本 0.45μm  40インチ

0.45μm  20インチ
06-0056 YHF8020 1本 0.80μm  20インチ

06-0054 YHF2020 1本 0.20μm  20インチ

濾過

06-0055 YHF4520 1本

0.45μm  10インチ
06-0053 YHF8010 1本 0.80μm  10インチ

備考
06-0051 YHF2010 1本 0.20μm  10インチ

布
・

保温

ホース
関連

発注コード 製品名 発送単位 価格

06-0052 YHF4510 1本

醸造
用品

06-0042 シリコンパッキン 6mm 2枚×3セット ダブルオープンエンド用 2枚セット

中空糸フィルター

備考
06-0041 シリコンパッキン 3mm 2枚×3セット ダブルオープンエンド用 2枚セット

衛生
・

洗浄

シリコンパッキン

写真

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格

配管
部材

発注コード
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

視認性に優れた透明樹脂のハウジングです。
フィルターの交換時期を逃しません。
最高使用温度38℃まで。
※ダブルオープンエンドタイプのフィルター用

耐熱性に優れた乳白色樹脂のハウジングです。
60℃までの高温に対応可能です。
※ダブルオープンエンドタイプのフィルター用

濾過

測定
分析

配管
部材

工具類

便利

包装

耐熱型ハウジング 10インチ 1本 ポリプロピレン製
06-0082 耐熱型ハウジング 20インチ 1本 ポリプロピレン製
06-0081

醸造
用品耐熱型フィルターハウジング

布
・

保温

製品名 発送単位 価格 備考
ホース
関連

06-0071 透明ハウジング 10インチ用 1本 アクリルニトリルスチレン樹脂
06-0072 透明ハウジング 20インチ用 1本 アクリルニトリルスチレン樹脂

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

透明型フィルターハウジング 衛生
・

洗浄

発注コード
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

吟醸酒の濾過用活性炭です。
香りや味わいを調整する香味調整用と、色や味わいを損ねず香りを調整する香気調整用があります。
用途に応じてお選び下さい。

清酒の清澄、濾過用の助剤です。高度に精製した純植物繊維を
微細化しているので、貼りつけしやすくなっています。

珪藻土の瀘過助剤で濾過作業において幅広く知れ渡っている製品です。
目の細かさの違う赤・白からお選び下さい。

不純物が少なく、珪藻土特有の香り残りがなく、さらなる高精度瀘過助剤です。
約1kgの小分けパックでの販売単位となっておりますので、より良いお酒の少量濾過でご利用ください。

包装

備考
06-0111 高精度濾過助剤 960gパック 小分け対応品

工具類

便利

発注コード 製品名 発送単位 価格

配管
部材

06-0122 珪藻土 赤 1kg×10袋 細かい(1μ相当)

高精度濾過助剤

価格 備考
06-0121 珪藻土 白 1kg×10袋 すこし粗目(5μ相当)

測定
分析

白 赤

発注コード 製品名 発送単位

微小繊維状セルロース 1kg×10袋 清澄濾過用

濾過助剤(珪藻土)

濾過

香気調整

濾過助剤

布
・

保温

ホース
関連

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考
06-0101

06-0091 吟醸用香味調整活性炭 1kg×10袋 香味調整

醸造
用品

06-0092 吟醸用香気調整活性炭 1kg×10袋

発送単位 価格 備考

衛生
・

洗浄

吟醸用活性炭

原料

発注コード 製品名
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測定・分析 
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

0~100℃まで測定できる、おなじみのガラス管アルコール温度計です。
様々な場面で活躍します。
別途シリコン栓を加工して瓶口への固定も可能です。

アルコール温度計に代わる、使い切り電池内蔵のデジタル温度計です。
コード先端のセンサで温度を感知し、0.1℃単位の表示ができます。

ステッキ型温度計 麹用温度計 瓶燗用温度計 投げ込み温度計

高精度のデジタル温度計です。
作業用途に合わせた特徴的な形状・性能を取り揃えています。
目的にあわせてお選びください。

07-0026 投げ込み温度計 1台 型式:PSM 02-MA-3500

包装

07-0024 麹用温度計 1台 型式:PSM 02-KA
07-0025 瓶燗用温度計 1台 型式:PSM 02-SB-400

型式:PSM 02-SA-1400
07-0023 ステッキ型温度計 1700mm 1台 型式:PSM 02-SA-1700

07-0021 ステッキ型温度計 900mm 1台 型式:PSM 02-SA-900

便利

07-0022 ステッキ型温度計 1400mm 1台

工具類

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

測定
分析

写真 写真 写真

配管
部材

07-0014 E5LC-7 4m 1台 コード⾧4m 測定範囲30~110℃

精密デジタル温度計

コード⾧4m 測定範囲-20~60℃
07-0013 E5LC-7 2m 1台 コード⾧2m 測定範囲30~110℃

07-0011 E5LC-6 2m 1台 コード⾧2m 測定範囲-20~60℃

濾過

07-0012 E5LC-6 4m 1台

ホース
関連

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

07-0004 シリコン栓 1升瓶用 １個 No.5 テーパー付き 穴なし

布
・

保温

簡易デジタル温度計

0~100℃
07-0003 シリコン栓 4合瓶用 １個 No.4 テーパー付き 穴なし

醸造
用品

07-0001 赤色アルコール温度計30cm １0個 0~100℃
07-0002 赤色アルコール温度計60cm １個

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

衛生
・

洗浄

赤色アルコール温度計
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

平底フラスコ 三角フラスコ ポリ手付きビーカー 酒精計

測定・分析機器の分野から定番の備品を集めました。

砲金製 メートルコック サイホン管

配管内の圧力を測定する圧力ゲージです。
指針の動きから、機器の異常・配管からの漏れなどの判断ができます。
グリセリン入は脈動圧の大きい場合でも指針の振動を抑えることができます。流体によって材質の選定が必要です。

包装

便利
サイホン管(豚のしっぽ) 鉄(黒) １個 圧力ゲージとセットでご使用下さい。

圧力ゲージ 砲金(蒸) 0～1MPa 3/8 φ75 １個 砲金製 蒸気用 グリセリンなし

メートルコック 砲金 3/8 １個 圧力ゲージとセットでご使用下さい。

SUS製 食品対応 酒・水用 グリセリンなし

圧力ゲージ 砲金 0～1MPa 3/8 φ75 １個 砲金製 水・油・エアー グリセリンなし

工具類
圧力ゲージ SUS 0～1MPa 3/8 φ75 １個 SUS製 食品対応 酒・水用 グリセリンなし

圧力ゲージ SUS 0～1MPa 3/8 φ100 １個

07-0041 圧力ゲージ SUS 0～1MPa 1/4 φ60 １個 SUS製 食品対応 酒・水用 グリセリン入り

07-0042 圧力ゲージ SUS 0～1MPa 3/8 φ75 １個 SUS製 食品対応 酒・水用 グリセリン入り

配管
部材

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

YO式浮秤 15～20%

ねじ込み式ゲージ

濾過

測定
分析SUS製 グリセリン入り SUS製 グリセリンなし

07-0039 酒精計 10～15% １個 YO式浮秤 10～15%
ホース
関連

07-0040 酒精計 15～20% １個

07-0037 酒精計 0～5% １個 YO式浮秤 0～5%
07-0038 酒精計 5～10% １個 YO式浮秤 5～10%

07-0032

07-0031

ガラス製
ポリ手付きビーカー 2L １個 ポリエチレン製

三角フラスコ 100ml １個 ガラス製
布
・

保温

ビーカー 50cc １個

平底フラスコ 300ml １個 ガラス製
平底フラスコ 500ml １個 ガラス製

分析備品類 衛生
・

洗浄

原料

醸造
用品発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

07-0048

07-0047

07-0046

07-0045

07-0044

07-0043

07-0036

07-0035

07-0033
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配管部材 
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

●ボールバルブ(フルボア)
ハンドルを90°回転させることで、球状の弁座を開閉する方式のバルブです。
バルブを全開・全閉で使用する箇所に適しています。
流体の通り道が配管口径より小さいものをレデューストボア、配管口径と同じものをフルボアとよびます。

●グローブバルブ

ハンドルをまわすことで、ボディー内部にある壁を上下させ、開閉する方式のバルブです。
開閉具合の微調整が可能なので、流量調整を求められる箇所に適しています。

●スイングチャッキ

ボディー内部に蓋があり、液体の逆流現象を防止することができます。
取付方向は水平、または流れ方向が垂直上向きになるように設置します。

●Ｙ型ストレーナー

Ｙ字型のストレーナーです。
内部のメッシュで流体中の異物をキャッチすることができます。

便利

包装

工具類
08-0033 Ｙ型ストレーナー 50A 1個 砲金製 ねじ込み継手

08-0031 Ｙ型ストレーナー 25A 1個 砲金製 ねじ込み継手
08-0032 Ｙ型ストレーナー 40A 1個 砲金製 ねじ込み継手

配管
部材

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

測定
分析

08-0023 スイングチャッキ 50A 1個 砲金製 ねじ込み継手

08-0021 スイングチャッキ 25A 1個 砲金製 ねじ込み継手
08-0022 スイングチャッキ 40A 1個 砲金製 ねじ込み継手

濾過

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

ホース
関連

08-0013 グローブバルブ 50A 1個 砲金製 ねじ込み継手

08-0011 グローブバルブ 25A 1個 砲金製 ねじ込み継手
08-0012 グローブバルブ 40A 1個 砲金製 ねじ込み継手

布
・

保温
発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

醸造
用品

08-0003 ボールバルブ 50A 1個 砲金製 ねじ込み継手 フルボア

08-0001 ボールバルブ 25A 1個 砲金製 ねじ込み継手 フルボア
08-0002 ボールバルブ 40A 1個 砲金製 ねじ込み継手 フルボア

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

砲金製継手 衛生
・

洗浄
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

●ボールバルブ(フルボア)
ハンドルを90°回転させることで、球状の弁座を開閉する方式のバルブです。
バルブを全開・全閉で使用する箇所に適しています。
流体の通り道が配管口径より小さいものをレデューストボア、配管口径と同じものをフルボアとよびます。

●グローブバルブ

ハンドルをまわすことで、ボディー内部にある壁を上下させ、開閉する方式のバルブです。
開閉具合の微調整が可能なので、流量調整を求められる箇所に適しています。

●Ｙ型ストレーナー

Ｙ字型のストレーナーです。
内部のメッシュで流体中の異物をキャッチすることができます。

配管
部材

工具類

便利

包装

 ダクタイル製 ねじ込み配管
08-0063 Ｙ型ストレーナー 50A 1個  ダクタイル製 ねじ込み配管

08-0061 Ｙ型ストレーナー 25A 1個  ダクタイル製 ねじ込み配管

測定
分析

08-0062 Ｙ型ストレーナー 40A 1個

濾過

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

 ダクタイル製 ねじ込み配管
08-0053 グローブバルブ 50A 1個  ダクタイル製 ねじ込み配管

08-0051 グローブバルブ 25A 1個  ダクタイル製 ねじ込み配管

ホース
関連

08-0052 グローブバルブ 40A 1個

 ダクタイル製 ねじ込み配管 フルボア

布
・

保温
発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

醸造
用品

08-0042 ボールバルブ 40A 1個  ダクタイル製 ねじ込み配管 フルボア
08-0043 ボールバルブ 50A 1個

備考
08-0041 ボールバルブ 25A 1個  ダクタイル製 ねじ込み配管 フルボア

衛生
・

洗浄

ダクタイル製継手

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

●ボールバルブ(レデューストボア)
ハンドルを90°回転させることで、球状の弁座を開閉する方式のバルブです。
バルブを全開・全閉で使用する箇所に適しています。
流体の通り道が配管口径より小さいものをレデューストボア、配管口径と同じものをフルボアとよびます。

●ボールバルブ(フルボア)
ハンドルを90°回転させることで、球状の弁座を開閉する方式のバルブです。
バルブを全開・全閉で使用する箇所に適しています。
流体の通り道が配管口径より小さいものをレデューストボア、配管口径と同じものをフルボアとよびます。

●グローブバルブ

ハンドルをまわすことで、ボディー内部にある壁を上下させ、開閉する方式のバルブです。
開閉具合の微調整が可能なので、流量調整を求められる箇所に適しています。

●スイングチャッキ

ボディー内部にある可動式の蓋により、液体の逆流現象を防止することができます。
取付方向は水平、または流れ方向が垂直上向きになるように設置します。

●Ｙ型ストレーナー

Ｙ字型のストレーナーです。
内部のメッシュで流体中の異物をキャッチすることができます。

包装
Ｙ型ストレーナー 50A 1個 SUS製 ねじ込み継手

Ｙ型ストレーナー 25A 1個 SUS製 ねじ込み継手
Ｙ型ストレーナー 40A 1個 SUS製 ねじ込み継手

便利

製品名 発送単位 価格 備考

発送単位 価格 備考

工具類
 スイングチャッキ 50A 1個 SUS製 ねじ込み継手

 スイングチャッキ 25A 1個 SUS製 ねじ込み継手
 スイングチャッキ 40A 1個 SUS製 ねじ込み継手

配管
部材

製品名 発送単位 価格 備考

ホース
関連

ボールバルブ 50A 1個 SUS製 ねじ込み継手

ボールバルブ 25A 1個 SUS製 ねじ込み継手
ボールバルブ 40A 1個 SUS製 ねじ込み継手

布
・

保温
製品名 発送単位 価格 備考

醸造
用品

ボールバルブ 50A  1個 SUS製 ねじ込み継手

ボールバルブ 25A  1個 SUS製 ねじ込み継手 レデューストボア
ボールバルブ 40A  1個 SUS製 ねじ込み継手

原料

製品名 発送単位 価格 備考

ステンレス製継手 衛生
・

洗浄

08-0113

08-0112

08-0111

発注コード

08-0103

08-0102

08-0101

発注コード

08-0093

08-0092

08-0091

発注コード

測定
分析

グローブバルブ 50A 1個 SUS製 ねじ込み継手

グローブバルブ 25A 1個 SUS製 ねじ込み継手
グローブバルブ 40A 1個 SUS製 ねじ込み継手

濾過

製品名

08-0083

08-0082

08-0081

発注コード

08-0073

08-0072

08-0071

発注コード
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

●ニップル

ネジ込み継手同士を直線上に接続するための継手です。
相手側がメネジの箇所で使用します。

●ソケット

ネジ込み継手同士を直線上に接続するための継手です。
相手側がオネジの箇所で使用します。

●エルボ

Ｌ字状のネジ込み継手です。
配管方向を90°変える箇所に使用します。

●チーズ

T字状のネジ込み管継手です。
配管の分岐・合流させる箇所に使用します。

●ブッシング

配管口径を変更することができるネジ込み継手です。
1段落とし（例:40A→32A）、2段落とし(例:40A→25A)と変更幅もお選び頂けます。

08-0166 ブッシング  50A×32A 1個 2段落とし SUS製 ねじ込み継手

08-0164 ブッシング  25A×15A 1個 2段落とし SUS製 ねじ込み継手
08-0165 ブッシング  40A×25A 1個 2段落とし SUS製 ねじ込み継手

1段落とし SUS製 ねじ込み継手
08-0163 ブッシング  50A×40A 1個 1段落とし SUS製 ねじ込み継手

08-0161 ブッシング  25A×20A 1個 1段落とし SUS製 ねじ込み継手

包装

08-0162 ブッシング  40A×32A 1個

便利

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

SUS製 ねじ込み継手
08-0153 チーズ 50A 1個 SUS製 ねじ込み継手

08-0151 チーズ 25A 1個 SUS製 ねじ込み継手

工具類

08-0152 チーズ 40A 1個

配管
部材

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

SUS製 ねじ込み継手
08-0143 エルボ 50A 1個 SUS製 ねじ込み継手

08-0141 エルボ 25A 1個 SUS製 ねじ込み継手

測定
分析

08-0142 エルボ 40A 1個

濾過

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

SUS製 ねじ込み継手
08-0133 ソケット 50A 1個 SUS製 ねじ込み継手

08-0131 ソケット 25A 1個 SUS製 ねじ込み継手

ホース
関連

08-0132 ソケット 40A 1個

布
・

保温
発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

SUS製 ねじ込み継手
08-0123 ニップル 50A 1個 SUS製 ねじ込み継手

08-0121 ニップル 25A 1個 SUS製 ねじ込み継手

醸造
用品

08-0122 ニップル 40A 1個

衛生
・

洗浄

ステンレス製継手

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

●ユニオン

配管中に組み込むことで、配管の分解を容易にすることができるネジ込み継手です。
ユニオンのナット部分を緩めて、配管を分割することができます。

●メクラキャップ

末端などの配管にキャップ(蓋)をする継手です。
相手側がオネジの箇所に使用します。

●プラグ

末端などの配管にキャップ(蓋)をする継手です。
相手側がメネジの箇所に使用します。

●六角ホースニップル

配管とホース間の接続に用いるネジ込み継手です。
配管の分岐部・末端部に設置し、ホースを差し込んで使用します。

便利

包装

工具類
08-0203 六角ホースニップル 50A 1個 SUS製 ねじ込み継手

08-0201 六角ホースニップル 25A 1個 SUS製 ねじ込み継手
08-0202 六角ホースニップル 40A 1個 SUS製 ねじ込み継手

配管
部材

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

測定
分析

08-0193 プラグ 50A 1個 SUS製 ねじ込み継手

08-0191 プラグ 25A 1個 SUS製 ねじ込み継手
08-0192 プラグ 40A 1個 SUS製 ねじ込み継手

濾過

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

ホース
関連

08-0183 メクラキャップ 50A 1個 SUS製 ねじ込み継手

08-0181 メクラキャップ 25A 1個 SUS製 ねじ込み継手
08-0182 メクラキャップ 40A 1個 SUS製 ねじ込み継手

布
・

保温
発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

醸造
用品

08-0173 ユニオン 50A 1個 SUS製 ねじ込み継手

08-0171 ユニオン 25A 1個 SUS製 ねじ込み継手
08-0172 ユニオン 40A 1個 SUS製 ねじ込み継手

ステンレス製継手 衛生
・

洗浄

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

－38－



価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

溝のついたフェルールにパッキンを取り付け、クランプバンドを締めて接続する継手です。
ボディー内の弁は液体の流れを妨げない、なだらかな構造で、
汚れを溜めにくく洗浄性に優れています。
他方式のバルブに比べて省スペースに設置が可能です。

溝のついたフェルールにパッキンを取り付け、クランプバンドを締めて接続する継手です。
組付・分解が容易なため洗浄性が高く、汚れのたまりづらい構造です。
材質には汎用的なSUS304、耐食性に優れたSUS316があり、流体により使い分けが可能です。
医薬・食品等、高度な衛生レベルが必要とされる配管に使用されています。SUS316は別途お申し付けください。

●90°エルボ

Ｌ字状のサニタリー継手です。
配管方向を90°変える箇所に使用します。

●90°チーズ

T字状のサニタリー継手です。
配管の分岐・合流させる箇所に使用します。

●コンセントレデューサー

口径の異なる配管の接続に使用するサニタリー継手です。
大口径側と小口径側の中心線が直線上に並ぶ形(同芯)のレデューサーです。

●管用ネジアダプター

ネジ込配管とフェルール配管の変換箇所に使用する継手です。

08-0253 管用ネジアダプタ－ 2.0S×50A 1個  フェルール式 SUS304

08-0251 管用ネジアダプタ－ 1.0S×25A 1個  フェルール式 SUS304
08-0252 管用ネジアダプタ－ 1.5S×40A 1個  フェルール式 SUS304

包装

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

 フェルール式 SUS304
08-0243 コンセントレデューサー 2.0S×1.5S 1個  フェルール式 SUS304

備考
08-0241 コンセントレデューサー 1.5S×1.0S 1個  フェルール式 SUS304

工具類

便利

発注コード 製品名 発送単位 価格

08-0242 コンセントレデューサー 2.0S×1.0S 1個

 フェルール式 SUS304
08-0233 チーズ 2.0S 1個  フェルール式 SUS304

備考
08-0231 チーズ 1.0S 1個  フェルール式 SUS304

測定
分析

配管
部材

発注コード 製品名 発送単位 価格

08-0232 チーズ 1.5S 1個

 フェルール式 SUS304
08-0223 90° エルボ 2.0S 1個  フェルール式 SUS304

価格 備考
08-0221 90° エルボ 1.0S 1個  フェルール式 SUS304

布
・

保温

ホース
関連

濾過

発注コード 製品名 発送単位

08-0222 90° エルボ 1.5S 1個

醸造
用品

08-0212 バタフライバルブ 2.0S 1個 トーステ製 2.0S用 SUS304 EPDM

サニタリー継手

備考
08-0211 バタフライバルブ 1.5S 1個 トーステ製 1.5S用 SUS304 EPDM

衛生
・

洗浄

サニタリー式 バタフライバルブ

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

●フェルールキャップ

キャップ型のサニタリー継手です。
サニタリー配管のフェルール開口部に取り付け、異物の侵入を防ぎます。

●ホースタケノコ

サニタリー配管にホースを接続する箇所に取り付ける継手です。

●醸造用ホースタケノコ

サニタリー配管にホースを接続する箇所に取り付ける継手です。
内径の大きな醸造用ホースに対し、抜けづらいホース内径+約2mmの大きめ設計です。

●クランプバンド

フェルール継手を接続するバンドです。

●フェルール用パッキン

フェルール継手を接続する際に使用するシリコン製パッキンです。
耐久性に優れ、100℃以上の耐性耐熱があります。

シリコン製 乳白色

包装
08-0302 フェルール用パッキン 1.5S用 1個

2.0S用(φ53) フェルール式 SUS304

配管
部材

製品名 発送単位 価格 備考

醸造用ホースタケノコ 1.5S 1個 1.5S用(φ40) フェルール式 SUS304
測定
分析

醸造用ホースタケノコ 2.0S 1個

便利

製品名 発送単位 価格 備考

 SUS304
クランプバンド 2.0S 1個  SUS304

クランプバンド 1.0S 1個  SUS304

工具類
クランプバンド 1.5S 1個

濾過

製品名 発送単位 価格 備考

ホース
関連

ホースタケノコ 2.0S 1個  フェルール式 SUS304

ホースタケノコ 1.0S 1個  フェルール式 SUS304
ホースタケノコ 1.5S 1個  フェルール式 SUS304

布
・

保温
製品名 発送単位 価格 備考

醸造
用品

フェルールキャップ 2.0S 1個  フェルール式 SUS304

フェルールキャップ 1.0S 1個  フェルール式 SUS304
フェルールキャップ 1.5S 1個  フェルール式 SUS304

サニタリー継手 衛生
・

洗浄

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

発注コード

08-0293

08-0292

08-0291

発注コード

08-0282

08-0281

発注コード

08-0273

08-0272

08-0271

発注コード

シリコン製 乳白色
08-0303 フェルール用パッキン 2.0S用 1個 シリコン製 乳白色

08-0301 フェルール用パッキン 1.0S用 1個

08-0263

08-0262

08-0261
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工具類 

－41－



価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

●パイプレンチ

ネジ込み配管の締めつけ・取外し作業に使用する専用レンチです。
コーナーパイレンは壁際や装置間など狭い場所での配管作業に最適です。

●油圧ジャッキ

重量物のジャッキアップに最適です。
爪付き油圧ジャッキは爪位置が低く、狭い隙間でのジャッキアップが可能です。

●電動ドライバー

充電式の電動ドライバーです。
マグネット付きのドライバービットをセットすると、鉄製ビスの落下を抑えられます。

●インパクトドライバー

充電式のインパクトドライバーです。
打撃を与えながら回転をするため、錆びて固くなったボルト・ナットにも対応可能です。
ソケットを変えることで、多種類のボルト・ナットに対応できます。
ユニバーサルジョイントで、ソケットが30°まで可動となり、狭く差し込みにくい場所にも対応できます。

09-0033 ソケットセット 1セット M5~M16まで対応 10本セット

包装

本体 急速充電器 電池パックLPタイプ
09-0032 ユニバーサルジョイント 1個 全周30°可動域

価格 備考
インパクトドライバー 1ケース

3.6V 1.5Ah
ドライバーカラービット 1個 マグネット付き 黄色 2本 200mm

電動ドライバーセット １セット 本体(青色)、電池、充電器、ケース、ドライバービット
配管
部材

リチウムイオン電池 1個

測定
分析

製品名 発送単位 価格 備考

3t用 ストローク:118mm
爪付き油圧ジャッキ 1個 面:3t 爪:1.2t用 ストローク:105mm

製品名 発送単位 価格 備考

濾過
円筒式油圧ジャッキ 1個

09-0003 ミニパイレン 1個 20A未満(150mm)

ホース
関連

コーナーパイレン 大 1個 25-50A用(全⾧:450mm)
09-0002 コーナーパイレン 中 1個 15-40A用(全⾧:350mm)

特に作業効率に的を絞って商品を選定しました。
原料

醸造
用品

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考
布
・

保温

09-0001

09-0031

発注コード

09-0023

09-0022

工具類

便利
製品名 発送単位

09-0021

発注コード

09-0012

09-0011

発注コード

作業・修理用 機能性工具 衛生
・

洗浄

機器メンテナンス等、技術集団の弊社で使用している便利工具を紹介いたします。
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

日々の作業、メンテナンスの効率を改善できる製品をラインナップ。

●コンパクトスケール

5.5mの⾧尺で、折れ曲がりにくいスケールです。
十分な機能性と、軽量・コンパクトさを兼ね備えています。

●塩ビカッター

塩ビパイプ用の切断専用工具です。
切断時に切粉が出ず、まっすぐにカットすることができます。

●ディスクグラインダー

耐久性に優れたディスクグラインダーの定番品です。
刃の種類を変えることで切断、研削、研磨を行えます。

配管
部材

工具類

便利

包装

測定
分析

09-0064 荒研磨・バリ取り替刃 1枚 #120 φ90×13 スコッチブライト

φ100×1 日本レジボン
09-0063 削り用替刃 1枚 φ100×３×15 日本レジボン

備考
09-0061 電気式ディスクグラインダー 1台 φ100mm用 100V

ホース
関連

濾過
発注コード 製品名 発送単位 価格

09-0062 カット用替刃 1枚

25Aまで
09-0052 塩ビカッター 1台 50Aまで

布
・

保温
発注コード 製品名 発送単位 価格 備考
09-00５1 塩ビカッター 1台

醸造
用品

09-0041 コンパクトスケール 極匠 1個 ５.5mまで測定可能

作業・修理用 機能性工具
衛生
・

洗浄

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考
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便利 
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

食品対応の機械潤滑油です。
高度に精製した無味無臭の植物油ですので、食品に付着しても味に影響を与えず安全です。
放冷機など原料処理装置の駆動部分に使用しても安全です。

FDA認可を受けたフッ素コーティングを施した角型スコップです。
軽くて作業性、洗浄性に優れ、洗浄時間も短縮できます。

瓶詰めコンベアと容器のすべり性を改善する為、
コンベア潤滑液と併せて使用する、手動式の
滴定容器です。使用時のみバルブを開きます。
瓶の転倒やコンベアの摩耗対策ができます。

食品対応のテフロンテープです。
テープ表面のテフロン加工は250℃の耐熱性をもち、様々な場所で使用できます。
貼付け面の非粘着性・離型性・滑性・耐薬品性・撥水性を向上します。
豊富なサイズから機械や用具に合わせてお選びください。

10-0034 耐熱テフロンテープ 幅50mm 1個 厚み0.13mm×⾧さ10m

包装

厚み0.13mm×⾧さ10m
10-0033 耐熱テフロンテープ 幅38mm 1個 厚み0.13mm×⾧さ10m

便利

10-0031 耐熱テフロンテープ 幅13mm 1個 厚み0.13mm×⾧さ10m
10-0032 耐熱テフロンテープ 幅25mm 1個

配管
部材 耐熱テフロンテープ

工具類

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

1個 容器、流量調整バルブ・ホース、固定金具、取付ビス
10-0022 スライダー AW1 20kg/ケース 一斗缶 潤滑剤

コンベア潤滑剤滴定容器セット
濾過

測定
分析 発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

10-0021 スライダー滴定容器セット

備考
10-0012 フッ素スコップ 1本 260巾300L（スコップ部）全⾧970ｍｍ、1.68kg

布
・

保温

ホース
関連

発注コード 製品名 発送単位 価格

10-0001 離形・潤滑 植物油 純  480ml 3本 食用植物油・スプレータイプ

醸造
用品 フッ素スコップ

衛生
・

洗浄

食品対応 機械潤滑油

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

ダンボール封函用の接着剤です。
スティック状のノリをガンにセットしてレバーを引くと、
ガンの先端から溶けたノリが吐出されます。
必要量だけ溶かして使うのでロスが少なく、軽量で⾧時間作業にも向いています。

コンクリート床のひび割れ補修剤です。
お手持ちのコーキングガンにセットして使用することができます。
低臭で速乾性もある為、食品を扱う場所での使用に最適です。
気温20℃で硬化時間35分の速乾性をもっています。

一升瓶の口につけて使用します。
液垂れを防ぎ、瓶や手を汚しません。
イベントなどたくさんお酒を注ぐ機会に、大変便利です。

耐候性に優れたゴムバンドです。
劣化が少なく、日光にさらされる屋外での使用にも適しています。
バンドの両端が円形になっているため傷や亀裂が生じにくく、
破損による交換の頻度を抑えられます。

ネオプレン素材を使用した作業用前掛けです。
防水性・耐熱性・耐候性に優れています。
洗米や、高温水を使用した洗い物などの作業に適しています。

胸用 腰用

10-0081 ネオプレン製前掛け 胸用 １個 フリーサイズ・紐付き
10-0082 ネオプレン製前掛け 腰用 １個 フリーサイズ・紐付き

便利作業用防水前掛け

包装

製品名 発送単位 価格 備考

備考
10-0071 ホロタイトED-RA100-1 １巻 20mm×100m巻

2個/組 1.8L用

耐候性ゴムバンド 配管
部材

工具類

発注コード 製品名 発送単位 価格

つる口
濾過

測定
分析発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

10-0061 つる口

10-0051 瞬間ひび埋め職人グリーン 2本パック コンクリートひび割れ補修剤 グリーン ミキサー2本付
10-0052 コーキングガン １個 ビクロス JM-101 

醸造
用品瞬間ひび埋め職人

写真
布
・

保温

製品名 発送単位 価格 備考
ホース
関連

10-0041 ホットメルト用接着ガン 1個 シャープペンシル要領ガン
10-0042 ホットメルト用スーパースティック 5kg/ケース 1ケース:約160本入り

ダンボール用 簡易接着システム 衛生
・

洗浄

写真

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

発注コード

発注コード
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

巻尺式の水位計です。
先端のセンサーが水面に到達するとブザーが鳴ってお知らせします。
先端ブローブは腐食に強いステンレス製、水位感知用の接点は酸化を防ぐ金メッキ端子です。
単三乾電池2本で約24時間の連続使用が可能です。

検出精度±1℃の高精度サーモスタットです。
電熱器と接続することで、熱源のオン・オフ制御が可能になります。
設定温度範囲は15~120℃、手軽に温調制御が可能です。

手間だった斗瓶のオリ引きを、より簡単・正確に行う為、開発された商品です。
逆止弁付きの手動ポンプ・流量調整バルブ・オリ揺れ対策管付きです。
接液部はSUS316、シリコン、ポリエチレンのみで、安心してご使用いただけます。

耐熱80℃まで使用できる水中ポンプです。
通常のポンプでは使用できなかった過酷な条件での給排水が可能になります。
耐久性がよく持ち運びも容易なため、場所を選ばず使用できます。

充填機ノズル内の洗浄に使用します。
瓶詰め時と同じように充填機に差し込み洗浄を開始します。
カップ下部に吐出口が設けてあり、連続して通水洗浄を行うことができます。
耐熱温度は約80℃あり、温水と殺菌洗浄剤の併用で、より高い衛生環境での充填が可能になります。

10-0131 CIPカップ HT製（一升瓶サイズ） 1個 耐熱約８0℃

便利
充填ノズル洗浄カップ 耐熱

包装

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

備考
10-0121 JCV-15-50 １台 出力:1.5kw 揚程:15m 口径:50mm

配管
部材

工具類
発注コード 製品名 発送単位 価格

価格 備考
10-0112 オリ引き上手 1セット ポンプ、シリコン栓、バルブ、SUS管×２、チューブ、ブラシ付

濾過

測定
分析

発注コード 製品名 発送単位

耐熱水中ポンプ

備考

ホース
関連

10-0101 グラジアル式サーモスタット １台 H80×W100×D170mm センサ⾧さ:1.4m

オリ引き上手

写真布
・

保温

発注コード 製品名 発送単位 価格

10-0091 ミリオン水位計 10m １台 ケース:219×156×56mm 600g

醸造
用品 サーモスタット

衛生
・

洗浄

水位計 

写真

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

伸縮自在で移動も自由な作業用コンベアです。
1.4～3.9mの範囲で⾧さ調整ができ、S字や180°の形でも使用可能です。
商品の入荷・出荷や、工程間のつなぎ搬送の省力化に最適です。

油圧機器用の作動油です。
作動油の減少や劣化は装置の性能低下・動作不良の原因となります。
油圧ポンプの作動油の定期交換にご使用下さい。

ブラインチラー用の冷媒です。
ブラインチラーの冷却水を適正濃度に調整することで、
0℃以下の温度帯でも冷却水が凝固することなく循環可能です。

先端に空いた無数の小さな穴から大量の水をバランスよく
噴射します。塩ビ製で軽量化されており、分解洗浄できる
構造となっております。洗米後の仕上げすすぎにご使用下さい。

配管
部材

工具類

便利

包装

一斗缶 20kg
10-0162 ナイブラインZ-1 220kg 1DM ドラム缶 220kg

濾過

製品名 発送単位 価格 備考
測定
分析

ナイブラインZ-1 20kg 1缶

10-0151 モービルVG32 20L/缶 すべり面専用高級潤滑剤
ホース
関連ブラインチラー用 不凍液

布
・

保温

製品名 発送単位 価格 備考

10-0141 スチール製フリーカーブコンベア 1個 465～640H、1432～3953mm⾧

醸造
用品油圧作動オイル

伸縮自在 作業用コンベア 衛生
・

洗浄

写真

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

10-0161

発注コード

発注コード

洗米用 掛水シャワー

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考
10-0171 洗米用 掛水シャワー 1本 塩ビ製 38φホース用 仕切り板入り
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包装 
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

パルプを主原料とした手貼りラベル用の水溶き糊です。
粉状なので腐食がなく、開封後も再度使用できます。
扱いやすい1kgの小分けパックでのご案内です。

衛生的な使い捨ての試飲カップです。
樹脂製品なので破損のリスクが少なく、軽くて会場での準備も容易です。
イベントなど販促にお役立てください。

板粕・留粕用の印刷入りビニール袋です。
500g用、1kg用の2種類ご用意しております。

ラベルを傷・汚れから保護し、
商品の外観を一段と引き立たせて、高級感を演出します。
店頭での展示用途にもお使いください。

2000枚/袋 ホワイト/ピンク 170×591mm ポリプロピレン不織布

配管
部材発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

11-0021 酒粕袋 500g用

11-0031 クリアパック720ml用 2000枚/袋 ホワイト/ピンク 135×456mm ポリプロピレン不織布
11-0032 クリアパック1.8L用

50φ×56H

布
・

保温

50cc 70cc
ホース
関連

製品名 発送単位 価格 備考

濾過

工具類酒袋 クリアパック

便利

包装

製品名 発送単位 価格 備考

500枚 0.04×160×250
11-0022 酒粕袋 １㎏用 500枚 0.05×210×345

11-0001 キッコレート（CMC） 1㎏ 粉糊 1㎏/袋
醸造
用品衛生試飲カップ

酒粕ロゴ入りビニール袋
測定
分析

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

手貼りラベル用 水溶き糊 衛生
・

洗浄

11-0011 樹脂カップ  50cc 1000個 45φ×35H
11-0012 樹脂カップ  70cc 1000個

発注コード

発注コード
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

酒袋の口をゴールド帯でとめる事で、高級感を演出します。
カラーはシルバーもご用意しております。

酒瓶の密封用シールです。
瓶口にかぶせて熱収縮することで、商品を開封するまで美しく守ります。
瓶首を飾ることによりお酒の高級感をより高めます。
カラーはシルバーもご用意しております。

キャップシールの取付け用ヒーターです。
キャップシールを熱収縮し、密封させます。 
面倒な調整が必要なく手軽にご使用頂けます。

工具類

便利

包装

11-0061 ハンドヒーター 大 １台 使用電源:AC100V

配管
部材

金 PETアルミ蒸着 57×70

キャップシール用ハンドヒーター
濾過

測定
分析

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考

備考
11-0051 シールキャップ 720ｍl 1000枚 金 PETアルミ蒸着 53×60

布
・

保温

ホース
関連

発注コード 製品名 発送単位 価格

11-0052 シールキャップ 1.8L 1000枚

11-0041 ゴールドビニタイ 10袋 （1000本/袋） 4ｍｍ×80mm

醸造
用品 ゴールドキャップシール

衛生
・

洗浄

酒袋 口止め用ワイヤー入りビニール帯

写真

原料

発注コード 製品名 発送単位 価格 備考
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価格はお問合せ下さい。
別途、荷作り送料がかかります。

定番の白無地紙箱です。
店頭での販売や贈答等、幅広くご使用頂けます。
デザインからオリジナルの別注品も承りますのでお問い合わせください。

透明のケースで商品を見せて積み重ね展示できます。
ケースに入れて外観のクオリティーを高め、瓶の保護にもなります。
各種瓶サイズに合わせたケースをご用意しておりますのでお問合わせください。

工具類

便利

包装

配管
部材

酒用クリアケース 720ｍl用細瓶用 300枚/箱 76×76×300

酒用クリアケース 180ｍl用 300枚/箱 49×49×211
酒用クリアケース 720ｍl用太瓶用 300枚/箱 85×85×280

測定
分析

製品名 発送単位 価格 備考

酒用クリアケース
ホース
関連

濾過
180ml 720ml(太瓶用) 720ml(細瓶用)

白無地サービス紙箱 82ｘ82ｘ305
11-0074 1.8L 100個 白無地サービス紙箱 108ｘ108ｘ414

11-0072 300ｍl 300個 白無地サービス紙箱 72ｘ72ｘ206
布
・

保温

11-0073 750ｍl 200個

備考
11-0071 180ml 300個 白無地サービス紙箱 55ｘ55ｘ205

原料

醸造
用品

発注コード 製品名 発送単位 価格

清酒用ギフト紙箱 衛生
・

洗浄

11-0083

11-0082

11-0081

発注コード
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アルコール除菌剤 75％ P.６
安定化二酸化塩素殺菌剤 P.７
糸巻きフィルター P.26
異物混入対策衛生ブラシ（ＰＰ＋SUS製） P.4
衛生試飲カップ P.50
衛生洗浄用ネジリブラシ（ＰＰ＋SUS製） P.4
衛生ネットキャップ P.5
衛生ホース・高機能ホース・備品 P.22
置き型 除菌剤 P.7
重し付丸型タンクカバー P.14
オリ引き上手 P.47

カートリッジ式手洗い用洗剤・ディスペンサー P.5
カートリッジフィルター P.26
開放タンク用 密封ゴムバンド P.14
掛布 P.19
果実酒用添加物 P.11
果実浸漬袋 P.19
活性炭フィルター P.27
簡易デジタル温度計 P.31
利き酒用吐壺 P.17
擬似米 P.16
キャップシール用ハンドヒーター P.51
吟醸用活性炭 P.29
吟醸用吊るし袋 P.19
クーリングタワー用 菌藻抑制剤 P.7
燻煙式防カビ剤 P.15
高精度濾過助剤 P.29
ゴールドキャップシール P.51
呼吸が楽なマスク P.5
コンベア潤滑剤滴定容器セット P.45

サーモスタット P.47
作業・修理用 機能性工具 P.42・43
作業用防水前掛け P.46
酒粕ロゴ入りビニール袋 P.50
酒袋 口止め用ワイヤー入りビニール帯 P.51
酒用クリアケース P.52
酒袋 クリアパック P.50
サニタリー式 バタフライバルブ P.39
サニタリー継手 P.39・40
敷布 P.19

か

さ

50音索引

あ
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瞬間ひび埋め職人 P.46
樹脂製飲料コンテナ P.17
食品対応 機械潤滑油 P.45
醸造用ホース P.21
除菌マット・専用除菌剤 P.6
充填ノズル洗浄カップ 耐熱 P.47
シリコンパッキン P.27
伸縮自在 作業用コンベア P.48
浸漬米用大型容器 P.16
水位計  P.47
ステンレス製継手 P.36・37・38
清酒用酵素 P.10
清酒分析用指示薬 P.15
清酒用ギフト紙箱 P.52
精密デジタル温度計 P.31
赤色アルコール温度計 P.31
洗米用 掛水シャワー P.48

耐候性ゴムバンド P.46
耐熱水中ポンプ P.47
耐熱テフロンテープ P.45
耐熱型フィルターハウジング P.28
ダクタイル製継手 P.35
試桶 P.13
ダンボール用 簡易接着システム P.46
中空糸フィルター P.27
中性洗剤・除菌中性洗剤 P.6
つる口 P.46
低臭衛生ニトリル手袋（青） P.5
デジタル台はかり P.16
手貼りラベル用 水溶き糊 P.50
添加用金粉 P.11
透明型フィルターハウジング P.28
斗瓶 P.13

乳酸 P.10
ねじ込み式ゲージ P.32

発泡洗浄剤・発泡器具 P.7
火入れ急冷タンクＨＩＲＥ（ヒーレ） P.17
フッ素スコップ P.45
ブラインチラー用 不凍液 P.48
分析備品類 P.32
粉末強力アルカリ洗浄剤 P.6
粉末状ブドウ糖 P.11
砲金製継手 P.34
防滴タイマー P.16
ホース継手・バンド・洗浄・便利工具 P.23

は

さ

た

な
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ホース用カムロック継手(シリコンパッキン仕様) P.24
ホーロータンク補修剤 P.17
PH製半切り P.13

虫ピタ虫  P.8
蒸米晒し板 P.15
蒸米用取り布 P.19
もやし篩缶(ふるいかん) P.15

油圧作動オイル P.48

ロール巻型 タンクカバー P.14
濾過助剤 P.29
濾過助剤(珪藻土) P.29

わさび防虫カセット（食品添加物） P.8

わ

は

ま

や

ら
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