-一
一

一

一一

一一
一

一

●550 liter CUTMIX
550 liter VACUUM CUTMIX
●for the industrial manufacture of scalded,
cooked, or raw sausage meats

The 550 liter CUTMIX and the 550 liter VACUUM CUTMIX
THE design

－

CUTMIX シリーズの特徴は、頑丈な構造と捻じれに強い

一

グレイ鋳鉄・ナイフシャフト用のベアリングアームです。
頑丈なグレイ鋳鉄ベースは 25 年という非常に長い耐用年
数を保証するだけでは無く、他社製品に比べボールとナ
イフヘッド回転時に生じる振動を最小限に抑える構造にな

･

っています。
一
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頑丈なグレイ鋳鉄ベースは、ステンレス鋼に包まれてから、熟練工
により組み立てられます。

一
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また機械表面のステンレス鋼は、衛生面は勿論の事、食物の処理に
－

－

ついて要求されたすべての必要条件を満たします。
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－

一一
多年の経験から獲得した専門的技術は、K+G Wetter
スタッフが視

-

－
覚訴求と機能性に関して理想的な結果を届ける事を約束します。

防錆処理完了後にベースの下部を仕上げます。
水の飛沫は絶対に入り込むことができません。
また視覚的に 550 リッターCM のデザイン開発にあたり VCM は実
用的で衛生上の問題を含んでいました。
滑らかな機械表面は、線と角がなければ安易に清掃できます。
スパイス投入時の騒音防止と真空カバーに於いて、最適な観点より
デザインされております。
原料に直接接触する全ての部品類はステンレス製です。
カバー機能の開閉・ミートワゴンリフトの昇降・取り出し装置は、油圧
機構により制御されております。
中央に設置された操作パネルは、簡易で易しい操作が可能です。
－

また、時間を掛ける事無く清潔に保つ事が出来ます。
どちらの機種に於いても安全面・人間工学に基き、最新の EC 規格
に準拠しております。
CUTMIX は BG マークを取得しています。

制御関係はベースの中に組み込んでいます。
必要最小限の床面積でありながら、容易にすべてのコンポーネント
にアクセスできます。
真空ポンプは 550 リッターVacuum CUTMIX のベースの中に設置
しています。(別置きではありません)

一

的使用における信頼性。

Advantage of making sausage
meat under vacuum

確かに、これは細心な技量と優れた技術設計による

●製品のコスト縮小に貢献します。

ものです。(オペレータは、すぐにどんなタイプのソー

●製品の温度が上がるとタンパク質分が分離して

高性能の度合いと 550 リッターCUTMIX が長期継続

セージ用ベースも作ることができます)

しまいます。

そのうえ、別の品種に切り替える時もわずかの操作

●ソーセージ用原料の品質を改善します。

で可能となります。

●より長い間、肉色を保持します。

使い易さ・安全性・清潔性の保持は、単に当然の事と
－

●その結果製品の耐久性を広げる酸化の過程を

認識しております。

減少させます。
●機械からの騒音レベルを減少させます。

THE final products

一

どちらの機種も 1 工程で、どんなタイプのソーセージで
も製造する事が出来ます。
本機での製造範囲として、エマルジョンのポークソーセ
ージ・フランクフルター・モルタデラ・ハムソーセージ・レ
バーで作るクックドソーセージ・ブルード(豚血液)ソーセ
ージ・サラミを作る為の生ソーセージ・固いソーセージ・
とてもキメの細かいサビロイなどです。

本機でのアプリケーション範囲としては、スイーツ類の
繋ぎ・チョコレートとアーモンドペースト・ナッツ類の細
断・チーズと果物類にまで拡がります。

●選択可能なオプション: クックドソーセージ製造
の為のクッキングユニット・高歩留まりを保持し
完全な風味を維持します。

The cutting area
私たちは何年にもわたって、異なった種類のソーセ
ージ用原料を処理した時のカバー内カッティングエリ
アのデザインを研究しました。

The WMK cutting system
ボールカッターの心臓部はカッティングシステムです。
K+G Wetter 社は、頑丈で過酷な製造条件にも耐えうる
WMK カッティングシステムを、設計・開発し特許を取得しま
した。
このカッターヘッドは使いやすさ・デザイン・および衛生条件
等の全ての厳しい要求を満たします。
どんなタイプのボールカッターにでも使用でき、新しい WMK
カッティングシステムは 4～8 本のナイフで動作します。
それらはナイフシャフト上に
30 度・60 度・90 度の角度で装着
一
します。
迅速なナイフ調整をするための安全保持と調整精度は最重
要項目でした。
各々のナイフは頑丈な 2 個のボルトで保持固定具に固定さ
れています。
保持固定具は順番にしっかりとリテイニングディスクに接続

何年にもわたって、異なった種類のソーセージ用原
料を処理した時のカバー内カッティングエリアのデ
ザインを研究しました。

されます。
リテイニングディスクとカッティングディスクは強い遠心力を
吸収します。(切削抵抗は個々のナイフに作用します)。
内部では、リテイニングディスクは継ぎ目なくナイフシャフトと
共にバランシングディスクに埋め込まれています。(確実にナ
イフベースをつかんで、ナイフの刃の側部の振動を吸収しま
す)。

カッターヘッドディスクは、ナイフ交換時には簡単に分解する
事が出来ます。
このシステムは、衛生保持に於いても有効です。

生ソーセージ製造工程に於いて、リテイニングプレ
ートを取り外すことにより余分な圧力をかける事無
くカッティングエリアを自由に拡大できます。
二重壁の外観ラインにより騒音を最小限に抑える
事が可能な全体的なデザインになっています。

ナイフ先端からボール壁までの距離を最小限に保つと、生ソーセージ・クックドソーセージ等に関係無く、最終製品
の品質は確実にあがります。
リテイニングディスクに取り付けられた調整部品でギャップは最小となります。
調整部分は異なった長さのナイフでも利用可能です。
それらの標準版は 1mm の前後です。
これは、ナイフ長さを 1mm 相殺できることを意味します。

専用工具(パワーツール)を使用してのカッターシャフトナット緩め・締め付け

最初に個別の異なった 2 本のナイフをカッターヘッドディ
スクに装着します。
すべての連続したナイフがペアで取り付けられます。
このタイプのアレンジメントは、WMK カッティングシステ
ムが素晴らしい特性を確実にします。(特に生ソーセー
ジを作るとき重要です)
凍結肉の処理に関しても容易にカッティングする事が出
来ます。

あらゆるセットはカッターのバランスをとる上で重要で
す。
負荷は常にバランスに比例します。
WMK カッターヘッドは静かに稼働し、高速回転時でも
最低限の振動に抑えます。

優れたカッティング・極めて細かいカッティング・素晴らし
い乳化は、WMK カッターヘッドを使用する事に依り身
近なものとなります。
生ソーセージの製造に於いて、WMK は原料肉と脂肪
分の良い分配やミキシング特性と同様に明確で清潔な
カットを特徴とします。

ナイフの異なった形状は様々な応用分野に利用可能で
す。

調整機能付きナイフレシービング
ディスク

Drive and use

550 リッターCUTMIX と 550 リッターVCM は 2 種

無段変速の STL ドライブは、ナイフとカッターボールに於いて 2 種類あ

類のナイフシャフトドライブで利用可能です。

ります。

ボールは 2 速と無段変速から選んでいただけま

オペレータは製品を製造する上で、任意な回転数を選択できます。

す。

プレカッティングでの低速スタートは、異なったカッティング速度で良い
状態に乳化させる為には、ナイフ先端で 130m/秒以上の最高速度が

2 速仕様の T2M-R は、ナイフシャフトが正転 2 段

必要です。

変速・逆転のミキシング・2 段変速のボールスピー

ミキシング工程でのナイフ逆回転は、基本的なソーセージ用原料中の

ドです。

粗混ぜを行います。

生ソーセージ製造に於ける最初の工程として、低

STL ドライブは、省エネにも貢献しており高い始動ピークを避けます。

速でのカッティング速度でプレカットを行いクックドソ

550 リッターCM・VCM シリーズの STL(無段変速仕様)はマイクロプロ

ーセージ・ミックスミート・生ソーセージ用の脂肪分

セッサの制御 4-Q ドライブを特徴とします。

を作ってください。

したがって、ブレーキ装置はトラブルの心配が無くメンテナンスフリーで

次に高速回転で最終的に乳化させ、クックドソーセ

あり、制動エネルギーを再供給するので、環境に優しい仕様となってお

ージとして仕上げます。

ります。

もしボールの縁まで一杯いっぱいになったとしても

マイクロプロセッサ制御は、目標値に達した後に、様々な変更・作業工

両方のミックスサイクルは、すばやくミキシングする

程の終了し、作業者からの指示待ち状態となります。

でしょう。

これはボール回転による製品の温度上昇・カッター稼働時間・ボール回
－

転数に適用されます。

ナイフとボールスピードは LCD 表示で確認。

さらに CUTMIX は投与する飲料水量に自動制御装置を備えることが

温度リミット・スイッチは、設定温度にいったん達す

できます。

ると自動停止します。

LCD 表示は、ボール回転速度・実際の原料温度・ボール回転数を表示

カッターカバーの開閉は、2 個の制御スイッチを通

します。

して油圧にて行います。

6 種類の正転設定速度と 2 種類の逆転設定速度が個別に記憶でき、キ
ーの選択のみで選べます。

ボールは設定された回転数、または設定時間が経

必要に応じて、目的温度・必要ボール回転数・投入必要水量・オーバー

過すると自動停止します。

ロード・操作時間・エラーメッセージなどの追加情報を表示できます。
一

-

また、マイクロプロセッサ制御装置は自己診断機能を特徴とします。 言
Ｘ
い換えれば、制御装置常に故障診断をしています。

システム異常を表示・メモリに保存し、次の整備点検のときに呼び出す
ことができます。

Option

Feeding and emptying

プログラムの制御：

ミートワゴン・アンローダー：

工程毎に各数値を入力していきます。

CUTMIX のミートワゴンに付いてのフィーダー(特許取得

最大で 99 個のプログラムを記憶する事が出来ます。

済み)は、小型でスペースを必要としません。

CUTVISION：

その機能は、ミートワゴン持ち上げ時に正確に誘導を行

CUTVISION ソフトウェアはすべてのプロセスデータを

います。

取り込みます。

ミートワゴンは、傾ける位置まで水平な状態を保持しま

直接全体の工程状況をネットワークでつながれるコンピュ

す。

ータに送ります。

その後、ミートワゴン内の原料は、周りへ飛散させる事無

より長い期間にわたってさえ、過去の生産経緯を辿る事

くボール内へ投入します。

が出来ます。

これは、粘性の低い原料を投入する時に特に重要です。

クッキングユニット：

アンローダーは速やかにボール内の原料を残さず取り出

在庫の損失・プレクッキングが必要ありません。

します。

より短時間でカッター処理できます。

アンローダーの特殊ガイドシートは、粘性の低い原料でも

蛋白質・ミネラル成分を他の全ての成分と同様に完全に

正確に取り出す事が出来ます。

保存されます。

ノイズ保護カバーと安全性：

K+G Wetter クッキングユニットは、蒸気スプレーのシス

騒音レベルは、ボールの捻じれに対する抵抗力が強い鋳

テムで動作します。(蒸気スプレーはらボール底部から加

鉄ベース、ゴムで接着済みの金属の脚とノイズ保護装置

熱します)。

あるいは真空カバーの高い安全性が考えられます。

同様に冷水でボールを冷やすためにも適用されます。

WMK 消音システムの静かで振動の少ないオペレーショ

加熱と冷却メディア(蒸気と水)は、製品に接触しません。

ンを達成します。

冷却ユニット：

ノイズ保護装置、あるいは真空カバーが持ち上げられる

両機の冷却媒体として N2 か CO2 が適しております。

と、ナイフスピードは自動で減速します。

モーター冷却機能：

“非常停止”を使用することで緊急停止ブレーキシステム

私たちは、追加ファンで駆動モーターを冷却する事を推

を作動させます。

奨します。
設置環境(周辺温度・大気汚染・多湿等)にもよります。
私たちは喜んで更なるアドバイスを提供するつもりです。

Technical data

ボール容量
ナイフシャフトモーター
ボールモーター
ミキシングモーター
ナイフシャフト回転数
ミキシング回転数
ボール回転数
真空ポンプ
一次側電源
一次側フューズ容量
機械重量

CUTMIX 550Liter
Type : STL
550Liter
173kw
4.1kw(無段変速)
－
40～3,600rpm
40～500rpm
4.5～16rpm
－
3 相, AC400V, 50Hz
3 x 500
7,550kg

Vacuum CUTMIX550Liter
Type : STL
550Liter
173kw
4.1kw(無段変速)
－
40～3,600rpm
40～500rpm
4.5～16rpm
4kw
3 相, AC400V, 50Hz
3 x 500
8,700kg
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