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Solutions for today, Innovations for tomorrow.

総合カタログ
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代表取締役   中 村   達 郎

 価値観の多様化と技術の高度化が進む現代、社会のニーズに合致した機械づくりが求められています。ものを生産するための機械
づくりには、常にニーズを先取りする触覚・アンテナが必要であると同時に、アイデアを具現化する高度な技術力が不可欠です。

 私たちハイテック株式会社は、ハム・ソーセージ充填システムの開発・製造から販売までを行っており、徹底したリサーチと高度な技
術により、私たち独自の製品を開発・製造しております。現在ではこの分野において、国内シェアNO.1を誇り、さらには欧米にも販売の
足場を築き、本格的進出を果たしています。

 私たちは、「機械は常に、人々の生活を向上させるためのもの」という信念のもとに機械の開発製造に励んでおります。社会に貢献で
きる機械製造を目指し、試行錯誤を繰り返しながら、ひとつのものを作り上げるこだわりの姿勢が、他に類のない独創的な機械を完成
させているのです。

 さらに私たちは、社員ひとりひとりが能力を最大に発揮し、自己表現のできる場を提供。機械づくりの第一歩であるリサーチから、実際
に稼動するまで責任をもって取り組んでいます。組織の中の単なる歯車ではなく、自分の努力の成果を確認しながら仕事をしていき、
常にお客様に満足いただける製品およびサービスの提供を心がけています。

 今後は、最新の技術と鋭敏な国際感覚を合わせ持った社員を育成し、また、より積極的に開発への投資を行います。そうしてこれまで
築いてきた実績と信頼とを大切にしながら、事業領域をさらに拡大・進化させていきたいと考えております。新しい時代を切り拓くエネ
ルギーとクリエイティビティで、より大きな世界へと活躍の場を広げていく所存です。

会社概要
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ハイテック株式会社

ハイテック株式会社

〒226-0026　神奈川県横浜市緑区長津田町2565-8

TEL.  045（983）5000      FAX. 045（983）0020

URL : http://www.hitec-jp.com　

E-mail : eigyo@hitec-jp.com    

〒227-0036　神奈川県横浜市青葉区奈良町2057

1976年（昭和51年）8月 

代表取締役　中村  達郎 

20,000,000円 

47名 

ハム、ソーセージ等食品加工機械の開発・製造・販売

横浜銀行、 商工組合中央金庫、 みずほ銀行、 三井住友銀行

操作性・耐久性・高速性・汎用性・メンテナン
ス性すべての機能、性能を追求した定寸・定
量・定形の天然腸ソーセージの生産を可能とし
た世界初の天然腸ソーセージ定寸充填機です。
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天然腸ソーセージ高速定寸定量充填機 ソーセージ高速定寸定量充填機

MACHWEL

マックウェル マックウェル　リボルバー マックウェル　リボルバー　
コラーゲン自動供給装置付き

ソーセージ高速定寸充填機

LINKWEL

LINKWEL-X-

LINKWEL-XL-

LINKWEL-L-

定寸・定量の天然腸ソーセージを毎分800個以上製造し、人工ケーシングの全自

動高速運転も可能な画期的マシン。全く新しい充填方法を採用したことにより、

充填時の腸にかかる充填圧力を大幅に低減。そのため、充填時のパンク回数が大

幅に減少し、ケーシングロスを削減します。全種類のケーシングに対応し、１台

で多品目のソーセージが大量生産でき、生産性が向上します。

全ケーシングソーセージ高速定寸定量充填機

リンクウェル／リンクウェル-L
 リンクウェル-X／リンクウェル-XL

全ケーシングソーセージ真空高速定寸定量充填機

■羊腸充填機と高速自動充填機が一体化

■羊腸ケーシングの高速充填が可能

■配管内の残肉を減らし、小スペースに設置可能

従来は、ソーセージ充填機とは別に、肉送りのポンプを必要として

いましたが、真空充填機と定寸・定量充填機を一体化することに

より、１台で高速かつ定寸・定量の天然腸および人工ケーシングの

ソーセージの充填が可能になりました。

バキューム　リンクウェル／バキューム　リンクウェル-L

VACUUM LINKWEL

VACUUM LINKWEL--L

MACHWEL REVOLVER

MACHWEL REVOLVER 

COLLAGEN CASING FEEDER EQUIPPED

ソーセージ高速定寸定量充填機

ジャックウェル
●定寸・定量の天然腸ソーセージを２人のオペレーターで

　毎分1000個以上製造可能を目標とした画期的なマシンです。

●リンキングチェーンを使わずに、2枚の羽根と上下2本のベルトによって、

　一定長さの天然腸ソーセージの生産を可能としました。

●リンキングチェーンを使わないため、1mm刻みで製品長さの設定ができ、

　長さを自由に変えられるのが特徴です。

●コラーゲンケーシングソーセージも手差しで生産可能です。

JACKWEL
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STUFFWEL 51 STUFFWEL 219STUFFWEL 30 STUFFWEL 222

■ベーンポンプ

ハイテックの最新のベーンポンプにより、投入した原料の温度上昇を

防ぎ、 肉を練らずにダメージなく、定量で送肉します。

■サーボドライブ制御

最新鋭のサーボシステムの採用により、正確な重量コントロールと、

熟練者でなくても簡単に扱える操作性を実現させます。

■真空装置

ハイテックのバキュームシステムは、ベーンポンプユニット内の余分

な空気を引き出し、真空状態にするため、ホッパーに投入した原料の

スムーズな流れと良質なソーセージの生産を可能としました。余分な

配管接続もなく、原料ロスも最小限に抑えます。

■使いやすいモニター機能

どなたにでもすぐに使用していただけるように、シンプルでわかりや

すい日本製・日本語の画面構成となっています。

国内初の真空充填機を発売したハイテックが、

更に進化した真空充填機を開発しました。

使い易さをそのままに、コストダウンを図り、

お求め安い価格で販売しています。

HITEC M--10
HITEC M--20

HITEC M--10X

HITEC M--20X

セルロースおよびコラーゲンなどの人工ケーシング高速充填機。

コラーゲンケーシングの全自動高速充填の安定性を更に向上させると共に、ケーシン

グロスの削減を実現させた機械です。セルロースケーシング充填においても高速性、

耐久性操作性等に関して格段の評価を受けています。

「HITEC M-20」は「HITEC M-10」より本体が長く、長いケーシングが使用可能です。

HITEC M--3
HITEC M--3L

HITEC M--3X

HITEC M--3XL

スタッフウェル 30
 スタッフウェル 51
  スタッフウェル 219
   スタッフウェル 222
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真空定量充填機

ソーセージ高速自動充填機

HITEC M-10／HITEC M-20
 HITEC M-10X／HITEC M-20X
  HITEC M-3／HITEC M-3L
   HITEC M-3X／HITEC M-3XL

単身製造ラインに必需の一台！ 省力、安全を追及した充填機です。

HAMLER 720

VACUUM HAMLER 1320

ハム定量充填機 真空原木充填機

ハムラー 720 バキュームハムラー 1320

CP--2STUFFWEL 219L

SPS--120V SPS--200V

圧力変動の少ない食品移送ポンプ

「サニーポンプシステム」。

ハンバーグ、ギョウザ、シュウマイ、

中華まんの原料や粘性の高い魚のす

り身まで、幅広い用途にお使いいた

だけます。

ホッパー高さが低くなって、残肉の

確認がしやすくなりました。

天井が低い工場でも設置できます。

チーズやマヨネーズを使って二重

充填ソーセージを生産できます。

カクテルサイズや大径サイズのソ

ーセージも二重充填が可能です。

食品移送ポンプ

SPS-120V
 SPS-200V 

低床式真空食品移送ポンプ
 スタッフウェル 219-L

二重充填用ポンプ
 CP-2

EQ--6V

EQ--12V

TYING MACHINE

原料ポンプから充填機までの配管内圧

力を一定の圧力で配管内へ排出するた

め、製品毎に充填側とポンプ側でのス

ピードを同期する必要がありません。

また、ポンプモーターの立ち上がり時

に発生する圧力不足や変速、充填スピ

ードの変化による圧力変動の影響も最

小限に抑えることができるため、複数

台数の充填機への原料安定供給も可能

となります。

無駄を省いたシンプルな設計で、

使い易さ抜群。その上作業効率は

驚くほどアップします。

定圧装置 糸縛り機

糸縛り機
EQ-6V／EQ-12V
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ロレンソ

1980年より製造を続けているヨーロッパでナン

バーワンのピーラーケーシングメーカーです。

その製品は世界60カ国以上の国で今日も使用さ

れています。
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クリッパー

ピーラーケーシング　　

HI--CUT 2

高速で正確なカットを実現しました。

カウンター機能も搭載しています。

ソーセージカッティングマシン

ハイカット 2

SABRE--20

セルロースケーシング（皮なし）ソーセージのセルロース（皮）

を高速で剥く機械です。「セーバー 20」では、#13以上のケーシ

ングがピーリング可能です。

ピーリング可能な長さは28.5mm以上からとなっており、カクテル

サイズの小物からロングサイズまで、幅広く対応できます。

全自動ソーセージピーリングマシン

セーバー 20

ビスコファン

1958年よりクリップ、ループ、クリッパー、

縛り機を製造。100カ国以上の国々に、食品

加工やパッケージング用の種類豊富なアルミ

ニウムクリップとループを販売しています。
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ソーセージ自動化生産ライン

食品移送ポンプ
SPS-120V

全ケーシングソーセージ高速定寸定量充填機
リンクウェル

自動竿掛装置

集積コンベヤ

連続式スモークハウス

【 実 績 】

竿処理サイクルタイム … 4 ～ 5 秒 / 竿（連続スモークハウス 1 ライン当り）

ケーシング実績 ………… 天然腸 , コラーゲンケーシング , セルロースケーシング

空竿上昇コンベヤ

空竿分配コンベヤ

真空定量充填機
スタッフウェル 219P

自動竿掛装置

竿 90°旋回装置

自動台車掛装置

全ケーシングソーセージ高速定寸定量充填機
リンクウェル

【 実 績 】

竿処理サイクルタイム … 約10 秒 / 竿（ 『高速充填機 2 台』 対 『自動台車掛装置 1 台』の場合 ）

ケーシング実績 ………… 天然腸 , コラーゲンケーシング , セルロースケーシング

バッチ式スモークハウス用省人化のご提案

連続式スモークハウス用省人化のご提案
AUTOMATION SYSTEM

AUTOMATION SYSTEM

ソーセージ高速充填機
1台に1人

竿に掛かった重い
ソーセージ運搬作業の削減

省人化に伴い、
作業速度のバラつきが無くなり、

生産出来高の平均化

ソーセージ高速充填機
1台に1人

竿に掛かった重い
ソーセージ運搬作業の削減

省人化に伴い、
作業速度のバラつきが無くなり、

生産出来高の平均化

省人化省人化 3K労働の削減 生産計画の安定化3K労働の削減 生産計画の安定化

ミートワゴン スモーク竿スモーク台車竿曲がり補正機

※既存ハイテック製高速充填機の流用が可能です。
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www.hitec-jp.com

818 LIVELY BLVD. WOOD DALE, IL 60191, U.S.A.
TEL ： +1-630-521-9460
FAX ： +1-630-521-9466
E-mail ： information@hitec-usa.com
URL ： http://www.hitec-usa.com

HITEC FOOD EQUIPMENT CO., LTD.
Liandong U Gu 5 #101, No. 285, Tian Jing Shan Third Road, 
Chao Hai Street, Jimo District, Qingdao, Shandong Province. China
TEL ： +86-532-8750-8268
E-mail ： sales@hitec-cn.com 
URL ： http://www.hitec-cn.com

〒226-0026  神奈川県横浜市緑区長津田町 2565-8
TEL：045-983-5000
FAX：045-983-0020
E-mail : eigyo@hitec-jp.com
URL : http://www.hitec-jp.com

ハイテック株式会社 HITEC FOOD EQUIPMENT, INC. 

HITEC FOOD MACHINERY CO., LTD. 

■本社

■タイ子会社

■アメリカ子会社

■中国子会社

1970,1971,1972 Moo1,
Samrong Nuea, Muang Samutprakarn, Samutprakarn, 10270 Thailand 
TEL ： +66(0)2026-3543, +66(0)2117-3658
FAX ： +66(0)2117-3659
E-mail : sales@hitec-th.com, info@hitec-th.com 
URL : www.hitec-th.com
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