Total Plant Engineering

〜生のおいしい水が製造できます〜
非加熱常温充填のミネラルウォーターのボトリングプラン
トを建設する時、一番注意しなければならないことは、ボトル

的にはミネラルウォーターとしては認められていません。外
国ではボトルドウォーターと呼ばれています。非加熱無菌濾

の汚染による カビ の発生です。
ホットパック充填は水から甘くて、まろやかさの成分の炭
酸ガスや酸素が減少し、味が悪くなり、更にペットボトルから

過方式（アセプティック充填）の場合と比較して、ホットパック
充填は高温殺菌のためのスチームとボトル冷却水を多量に
使用するので、エネルギーコストがかさみ、更に耐熱ボトル

はアセトアルデヒドが、ガロンボトルからはビスフェノール
Ａが溶出することは関係者にはよく知られております。国際

を使用しますので、トータルで 30％前後のランニングコス
トが増加します。

Sterilizing Rinser System

原液代が5万円 / 月
3年間不要です

◆無菌充填プラントを格安で
設計施工致します。
◆加熱充填プラントの非加熱
への改造工事
◆クリーンルーム 設計・施工
◆無菌濾過システム 設計・施工
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非加熱無菌濾過常温充填システム
Aseptic plant・無菌充填工場

見学者通路から見た無菌充填室（クラス 1000）

クラス 1000 のクリンルーム内にクラス 100 のクリンブース付

Observation Path-way/Clean Room

無菌充填機 / サーボキャッパーを設備した無菌充填室

テクノスセラミック膜無菌濾過システム

テクノス高速循環式活水装置（特許取得済）

Ceramic Membrane Aseptic Filtering Equipment

Activation of Water Equipment (Patented)

リーダーサービスカード№303

（ Premium mineral water ）

プレミアムミネラルウォーター
（ 非加熱 － 無菌 － 常温ボトリング )
（ Production ： Flow sheet ）

秘水の製造 ： フローシート
（Pet Bottle）
ペットボトル

（Raw Water）
鉱泉水

( Cap )
樹脂キャップ

( Label )
シュリンクラベル

(Bottle making machine)
ボトル成形機

（1ｓｔ Filter）
一次濾過
1μm

(Open carton)
開 梱

(Open carton)
開 梱

(2nd Filter)
（二次濾過）
0.45μm

(Cap Selecter)
整 列 機

(Bottle Leak Tester)
空ボトルリークテスター

( 1st Rinser )
殺菌用洗浄機

(Cap Sterilizer)
殺 菌
（ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑ+ｸﾘｰﾝｴｱｰ）

（ 2nd Rinser ）
すす ぎ用 洗浄機
(UV sterilizer For
Bottle mouth)
壜口紫外線殺菌装置

(Water Activation
(Option)
Equipment)
オプション
活水装置
(Final Filter)
無菌濾過
0.2μm

完全性試験
ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾎｰﾙﾄﾞ方式
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌﾟ
オプション

（Aseptic Filler）
無菌充填機
(Screw Capper)
スクリューキャッパ-

( Labeler )
ラベリング
（Product Inspecter）
製品外観検査機
( packing )
包
装
製凾機
(Carton Former)
ｹｰｽﾊﾟｯｶｰ (Case Packer)
ｳｪｲﾄﾁｪｯｶｰ (weight checker)
(Carton Sealer)
封凾機

( Palletizer )
パレタイザー

アセプティック無菌充填機 及び キャッパー
１．ダイヤフラム式充填ﾊﾞﾙﾌﾞ採用により、充填ﾊﾞﾙﾌﾞ内に残液が残留しない。
２．ボトルと充填ﾊﾞﾙﾌﾞが非接触で充填される。
３．充填機とキャッパーはいずれもクリーンブース内に設置
４．接液部の機器殺菌は無菌濾過ｼｽﾃﾑと一体で自動循環殺菌方式を実現
５．85℃で30分間接液部を循環洗浄殺菌が可能。
（殺菌時に、充填バルブとＣＩＰカップ間からｽﾁｰﾑが発生しないような
構造の為、クリーンブース内への蒸気発生ゼロ）

(Expiry Date Cord Marker)
日付捺印装置

■凡 例
（Clean Room）
クリーンルーム Class 10,000 （1,000はオプション）
（Clean Booth）
クリーンブース Class 100

非加熱無菌濾過常温充填方式の活性水素水は
付加価値の高い製品です。
機能性飲料で味がとても良い。
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（ Ｈｏｔ Pack Bottled Water ）

ミネラルウォーター
（ 加熱 殺菌 － 高温ボトリング )
（ Production ： Flow sheet ）

製造 ： フローシート
（Pet Bottle）
ペットボトル

（Raw Water）
鉱泉水

( Cap )
樹脂キャップ

( Label )
シュリンクラベル

(heat-resistant
Bottle making machine)
耐熱ボトル成形機

（1ｓｔ Filter）
一次濾過
1μm

(Open carton)
開 梱

(Open carton)
開 梱

(2nd Filter)
（二次濾過）
0.45μm

(Cap Selecter)
整 列 機

（ Rinser ）
すす ぎ用 洗浄機

(Hot Pack Filler)
ホットパック充填機

加熱殺菌
121℃30秒間
殺菌後冷却
85℃充填

(Cap Sterilizer)
殺 菌
（ＵＶ殺菌）

(Screw Capper)
スクリューキャッパ-

（Bottle twist machine）
キャップ殺菌用
ボトル転倒装置

※加熱殺菌・高温ボトリング方式は
非加熱常温ボトリング方式より
ランニングコストが３０％以上高くなります。

（Bottle cooler）
ボトル冷却シャワー機
85℃→40℃冷却
( Labeler )
ラベリング
( packing )
包
装
製凾機
(Carton Former)
ｹｰｽﾊﾟｯｶｰ (Case Packer)
ｳｪｲﾄﾁｪｯｶｰ (weight checker)
封凾機
(Carton Sealer)

( Shipment )
出
荷

(Expiry Date Cord Marker)
日付捺印装置

■凡 例
（Clean Room）
クリーンルーム Class 100,000 （10,000はオプション）

日本のミネラルウォーターは大手製造メーカーも中小メーカーも
殆どが加熱殺菌方式です。海外ではボトルドウォーターと呼ばれ、
他社との差別化が出来ないので、販売価格が安く、味もよくない。

