
回転ＵＰ仕様による
作業効率アップ及び
綺麗な切断面の実現

３．７ｋｗから５．５ｋｗの
モーター装備
鰹から本鮪まで
オールラウンドプレイヤー
作業者の負担を軽減

フレームは耐久性に優れた
ステンレスＳＵＳ３０４を使用
10年保証

Fish Processing Machine

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787

TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157

カットする原料により
テーブル面の仕様を選択で



代理店

モーター

電源

最大引き割り高さ

テーブル寸法

機械重量

標準仕様

600H

1500Wｘ1300Dｘ2100H

730ｋｇ

本鮪仕様

最大引き割り高さ

テーブル寸法

機械重量

700H

1500Wｘ1300Dｘ2200H

750ｋｇ

5.5ｋｗ

AC200V三相交流50/60

3.7ｋｗ

AC200V三相交流50/60

モーター

電源

鋸刃張りライト

ライト点灯により鋸刃の張りを位置決め

できます。

いつも同一の張りをする事により、ベアリ

ング又は、鋸刃に掛かる負担を軽減し

効率よい作業が行えます。

ステンレスタイヤ

ステンレス鋳物タイヤを標準装備。
錆の腐食による鋸刃の脱輪を解消し
水洗いも楽々!

フレームＳＵＳ３０４

フレームはＳＵＳ３０４を使用。
錆、腐食に強く耐久性にすぐ
れ、１０年保証いたします。

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787

TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157

http://www.mk-e.co.jp



回転ＵＰ仕様による
作業効率アップ及び
綺麗な切断面の実現

2.2ｋｗから3.7ｋｗの
モーター装備
鰹から本鮪まで
オールラウンドプレイヤー

フレームは耐久性に優れた
ステンレスＳＵＳ３０４を使用

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787

TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157

カットする原料により
テーブル面の仕様を選択で
きます。

Fish Processing Machine



メモ

代理店

モーター

機械寸法
機械重量

最大引き割り高さ ４７０H
テーブル寸法 １２３０ｘ１２００

電源
２．２ｋｗ～３．７ｋｗ
４４０ｋｇ

ＡＣ２００Ｖ三相交流５０／６０

１２３０ｘ１２００ｘ２０４８Ｈ

清潔感あふれるオールステンレス３０４製ボ
デー錆にくく水洗いも簡単。隅々まで手早く
掃除が行えます。

Fish Processing Machine

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787

TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157

フレームはＳＵＳ３０４を使用。錆、腐食に強く
耐久性にすぐれ、１０年保証いたします。

綺麗な切断面

高速回転が切断面を美しく仕上げます。
特殊鋸刃により高歩留を約束します。

ライト点灯により鋸刃の張りを位置決めできま

す。いつも同一の張りをする事により、ベアリ

ング又は、鋸刃に掛かる負担を軽減し効率よ

い作業が行えます。

鋸刃張りライト

ステンレスタイヤ

ステンレス鋳物タイヤを標準装備錆の腐食
による鋸刃の脱輪を解消し、水洗い楽々！

フレームＳＵＳ３０４

掃除も簡単



新鮮な発想で時代を切る「カットマンシリーズ」

Small size band saw for frozen fish

*直結モータードライブプーリー
*低速～高速回転鋸刃
*切り粉の削減
*上下ステンレスタイヤ
*安全設計

サク取りから天羽（回し切り）までこなす、コンパクトなオールラウンダー



仕様

最大引き割り　　　　　　　　           400mm

テーブル寸法(幅ｘ奥行き）           950x900mm

テーブルの高さ                      　850mm

機械寸法（幅ｘ奥行きｘ高さ）       　1050x1000x1900mm

機械重量　　　　　　　　　　　　　　　250kg

電源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200V三相交流50/60HZ

モーター全閉外扇型        　　　　　4P 1.5kw.2.2kw 

帯鋸刃周速度　                          1700/2300m/min

代理店

レンタル．リースのご用命はMKE営業マンに問い合わせ下さい。
お客様用メモ：

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787

TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157

下ホイールをモーターと直結する機構
を採用しパワフルでスムーズな作業
が可能になりました。

従来のV ベルト駆動を排除しモーター
直結駆動にする事により消音、振動を
最小限に抑えました。

インバータ制御により各加工食材に合わ
せた鋸刃の回転スピードを切り替え
スイッチにて調整出来ます。

衛生面を重視する事を追求しステンレス
タイヤを標準装備しました。

非常停止ボタンを装備。インバータ制
御によるブレーキが作動し速やかに鋸
刃の回転を停止させます。

高歩留まりを重視し加工食材に適した
鋸刃厚さ0.35㎜～0,65㎜の鋸刃を準
備しております。
標準鋸刃厚さ0.5㎜

＊テーブル面の抗菌テフロン加工
＊引き割り高さ、切断幅各種サイズの変更仕様

ステンレスタイヤ直結モータードライブ

安全消音．無振動

鋸刃サイズ．種類低速～高速運転

各種オプション



株式会社 エム・ケー・エンジニアリング
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787

TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157

Fish Processing Machine

カットする原料により
テーブル面の仕様を選択出来ます。

回転ＵＰ仕様による作業効率アップ及び綺麗
な切断面の実現

フレームは耐久性に優れたステンレスＳＵＳ３
０４を使用10年保証

1.5ｋｗから2.2ｋｗのモーター装備オールラウン
ドプレイヤー作業者の負担を軽減

sｅｒｉｅｓ④

機械寸法



最大引き割り高さ 350H
テーブル寸法 1230ｘ1200
機械寸法 1230ｘ1200ｘ2048Ｈ
機械重量 440ｋｇ
モーター 1.5ｋｗ～2.2ｋｗ
電源 AC200Ｖ三相交流50 ／60

ステンレスタイヤ

綺麗な切断面

フレームＳＵＳ３０４

掃除も簡単

フレームは耐久性に優れたステンレスＳＵＳ３

ｋｗのモーター装備オールラウン

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787

TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157

ステンレス鋳物タイヤを標準装備。錆の腐食に
よる鋸刃の脱輪を解消し水洗いも楽々。

高速回転が切断面を美しく仕上げます。
特殊鋸刃により高歩留まりを約束します。

フレームは耐久性に優れたステンレスＳＵＳ３
０４を使用10年保証

清潔感あふれるオールステンレス３０４製ボ
デー錆にくく水洗いも簡単。隅々まで手早く掃
除が行えます。

機械寸法 機械仕様



⑤





新鮮な発想で時代を切る「カットマンシリーズ」

変速装置付きの送りベルトに滑らせる
だけで、ご購入のその日から細かい
調整なくご使用いただけます。

ＭＫＥ独自の中心割り出し機構で
曲がった魚体も尻尾まで真っ二つ
に切断できます。ラウンド、ドレスを
問いません。

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング
水産加工場の総合プランナー
（水産加工機械の開発設計・製造・販売）
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787

薄刃（0.5ｔ）の鋸刃は少ない切り
くずで美しい切断面、高歩留を
約束いたします。

フレームはＳＵＳ３０４を使用。錆、腐
食に強く耐久性にすぐれ、１０年保
証いたします。



最大切断高さ :270ｍｍ 機 械 重 量 ：約600ｋｇ
切 断 厚 さ :20～100ｍｍ 鋸 刃 寸 法 ：厚さ0.5ｘ幅19ｘ長さ3150ｍｍ
切断送り速度 :5～18ｍ/ｍｉｎ 鋸刃駆動モーター ：1.5ｋｗｘ4ｐ
機 械 寸 法 :幅1010ｘ奥行き1400高さ1845ｍｍ 送り用モーター ：0.4ｋｗｘ4ｐ
処 理 能 力 :冷紅サケ　4～5ｔ／日 電         源 ：ＡＣ200ｖ　3相交流　50/60ＨＺ

変速装置付きの送りベルトに滑らせる

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング
水産加工場の総合プランナー
（水産加工機械の開発設計・製造・販売）
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787

フレームはＳＵＳ３０４を使用。錆、腐



切断見本

新鮮な発想で時代を切る「カットマンシリーズ」

変速装置付きの送りベルトに滑らせる
だけで、ご購入のその日から細かい
調整なくご使用いただけます。

ＭＫＥ独自の中心割り出し機構で
曲がった魚体も尻尾まで真っ二つ
に切断できます。ラウンド、ドレスを
問いません。

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング
水産加工場の総合プランナー
（水産加工機械の開発設計・製造・販売）
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787
TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157

薄刃（0.6ｔ）の鋸刃は少ない切りくず
で
美しい切断面、高歩留りを

フレームはＳＵＳ３０４を使用。錆、腐
食に強く耐久性にすぐれています。



切断見本 サワラ サケ

機械寸法図と仕様

最大切断高さ :220ｍｍ 機 械 重 量 ：約800ｋｇ
切 断 厚 さ :20～140ｍｍ 鋸 刃 寸 法 ：厚さ0.6ｘ幅19ｘ長さ3800ｍｍ
切断送り速度 :5～18ｍ/ｍｉｎ　（無段変速） 鋸刃駆動モーター ：2.2ｋｗｘ4ｐ
機 械 寸 法 :幅1215 ｘ 奥行き1460 ｘ 高さ2000 mm 送り用モーター ：0.4ｋｗｘ4ｐ
処 理 能 力 :紅サケ　～12ｔ／日 電         源 ：ＡＣ200ｖ 3相交流 50/60ＨＺ

変速装置付きの送りベルトに滑らせる

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング
水産加工場の総合プランナー
（水産加工機械の開発設計・製造・販売）
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787
TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157

フレームはＳＵＳ３０４を使用。錆、腐





MK ENGINEERINNG CO.,LTD

1787 SANGAMYO YAIZUSHI SHIZUOKAKEN 425-0071,JAPAN
TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157

メンテナンスも楽々

Series⑨

カラの左右に綺麗な切れ目を入れます。
切り込み深さは常に一定2.0mm～3.0mm

機械の調整は不要。誰でも簡単に操作出来ます。

棒肉のムキ身、カニポーションのしたごしらえに！



TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787

TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157

棒肉のムキ身、カニポーションのしたごしらえに！
カラの左右に綺麗な切れ目を入れます。
切り込み深さは常に一定2.0mm～3.0mm

機械の調整は不要。誰でも簡単に操作出来ます。

P

各



全体

ヘッドカッター

三枚卸

電源

機械重量

三枚卸　　　　　３Ｐ　２２０ｖ　０．７５ｋｗ

　　　　　　　　　 ３Ｐ　２２０ｖ　０．４　ｋｗ

ヘッドカッター　２８０ｋｇ　三枚卸機　４２０ｋｇ

１７００ｘ　７００ｘ１３５０

３１００ｘ　９２０ｘ１４５０

ヘッドカッター　３Ｐ　２２０ｖ　０．７５ｋｗ

機械寸法図機械仕様

３２３０ｘ１９００ｘ１４５０

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング
水産加工場総合プランナー
水産加工機械の開発設計・製造・販売
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787

新鮮な発想で時代を切る「カットマンシリーズ」

３２３０

１０００

１
９

０
０

９
２

０

尾びれ付き加工 フライ食材に最適です。

特徴

オールステンレス製

完全自動加工処理機

高歩留

小スペース設置



株式会社　エム・ケー・エンジニアリング
水産加工場総合プランナー
水産加工機械の開発設計・製造・販売
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787
TEL 054-628-8155　FAX 054-628-8157

用途
鰹生（朝焼き）・鰹（冷凍）トンボ
紅鮭・鮪・焼き鳥（焦げめ付け）
その他・・・



機械仕様 (unit:mm)

機械寸法 1590×1205×700

送り速度 V=4～10m/min

電源 3相、 200V

＊ローラーは樹脂製
　本体等はステンレス製

連続してプレス加工します

厚みの調整も簡単です

ステンレス仕様で水洗いできます

変速装置付きです

キャスター付きで移動が便利です

株式会社エム・ケー・エンジニアリング
〒425-0071
静岡県焼津市三ヶ名1787
TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157



                       販売元
日新興業株式会社  中日本カンパニー
〒424-0901　静岡県静岡市清水区三保７５１番地
TEL 054-334-0131　FAX 054-334-0171

                      製造元
株式会社　エム・ケー・エンジニアリング
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787
TEL 054-628-8155　FAX 054-628-8157



東沖カツオ

・「カツオ」独特の風味 

S－１カツオ

S－１カツオ ・色がきれい 

・色が良すぎて気持ち悪い 
・肉質がねっとりしている
・鮮度が良い感じがする 
・味が薄い
・あっさりしている
・写真では分かりにくいが、
　実物は3時間、6時間ともに
　明らかな違い。

【試食評価コメント】 

東沖カツオ

仕様

株式会社　エム・ケー・エンジニアリング
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787
TEL 054-628-8155　FAX 054-628-8157

対象魚重量  2.5kg～14kg(鰹．トンボ．鮪)
処理能力      20尾／min
機械寸法 　　1349ｘ1391ｘ380
機械重量      280ｋｇ
エアー源      4.5kgf/c㎡　20nl/min
電源 　　　　　AC　単相100V (50/60hz)

特徴
魚体投入から搬出まで全て自動で血抜きをします。
①魚体投入
②魚体押さえ板が下降し魚体の太さを感知
③魚体サイズに合せた血抜き位置を決定し上下刃物
   が駆動
④開閉扉が開き魚体を搬出

３時間後 ６時間後

３時間後 ６時間後

１３５０

１
３

９
０

７
４

１

４００ ８００

７
８

８

３８０



　　HP：http://www.mk-e.co.jp/

Fish Processing Machinery

株式会社　エム・ケー・エンジニアリング
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787
TEL 054-628-8155　FAX 054-628-8157

特徴

対応魚種：鮭・鱒

1.　幅広コンベヤー（幅450）上に同時に
　　2枚のフィーレを乗せる事が出来る為
　　作業効率が良い。

2.　ピンボーン除去回転ローターがダブル
　　に設置し各ローターは魚体の厚みに
　　沿って上下に可動し、極力魚体に損傷
　　あたえない構造です。

3.　ピンボーン除去回転ローター及び
　　コンベヤーはインバーター搭載により
　　個々にスピード制御が可能で
　　ピンボーンが抜けやすい任意の
　　スピードが設定出来ます。

4.　ＨＡＣＣＰ対応のステンレス製分解洗浄
　　構造。
　　コンベヤーベルト及びピンボーン除去
　　ローター部のパーツがワンタッチで分解・
　　取り付けができ洗浄作業も楽々。

販売代理店

ダブルローター駆動箱 操作盤

＊問い合わせ下さい。
　 貸し出し用デモ機準備しております。
　 担当　三浦

http://www.mk-e.co.jp/�


　　HP：http://www.mk-e.co.jp/

Fish Processing Machinery

株式会社　エム・ケー・エンジニアリング
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787
TEL 054-628-8155　FAX 054-628-8157

仕様

機械寸法　1285ｘ1030ｘ1700Ｈ

機械重量　250ｋｇ

電源　　　　0.4ｋｗ　200Ｖ三相交流

水量　　　　10Ｌ/分

エアー　　　6Ｌ/分

処理能力　20フィーレ/分

＊問い合わせ下さい。
　 貸し出し用デモ機準備しております。
　 担当　三浦

販売代理店

http://www.mk-e.co.jp/�


機械寸法 5260x1990x2000H

原料通過高さ 200Hx800L

送り速度 3～20m/mim

電源 3.7kw 三相　200Ｖ

機械重量 2.5ｔ

　　HP：http://www.mk-e.co.jp/

Fish Processing Machinery

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787

北海道・東北地区販売代理店

エフビック東販売株式会社
〒022-004 岩手県大船渡市猪川町善蔵敷１５４

仕様

http://www.mk-e.co.jp/#


強力ジェットノズルでマグロの殺菌解凍洗浄ができます。

連続投入により作業効率アップを実現

Fish Processing Machinery



■機械仕様 （unit：mm）

容器サイズ 400W×600L×100H
送り速度 V=3～15m/min

（インバーター無段変速）
動力 240枚 /h
電源(コンベアー) 0.4kw　3相交流　200V
電源(高圧ポンプ) 3.7kw　3相交流　200V×2

連続投入により作業時間の短

高水圧専用強力ポンプ

株式会社エム・ケー・エンジニアリング
〒425-0071 
静岡県焼津市三ヶ名1787
TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157
http://www.mk-e.co.jp

Sales Agent



本機は冷凍マグロの解凍に最適。チルドサク・ネギトロ原料の解凍・殺菌・洗浄。

特徴

エアーバブルにより、やさしく均一に解凍・殺菌・洗浄。

傷みやすいマグロなどの食材に最適です。

解凍

殺菌
洗浄

オプション1 オプション2

ボイラーより温水供給 殺菌水・電気分解水

MK ENGINEERING CO.,LTD



タンク寸法 1120L*817W*694H
機械寸法 1473L*817w*1200H
ブロワーモーター 0.4kw 三相交流200V

タンク内

エアーブロワー配管3本鮪容器架台

ブロワーモーター

400Lタンク

400Lタンク

全体図 仕様

MK ENGINEERING CO.,LTD



KS-40

水産加工場総合プランナー

自動反転解凍洗浄装置

エアーバブルにより、やさしく圴一に洗浄・殺菌・解凍。
傷みやすいマグロ、野菜などの食材に最適です。

洗浄

殺菌 解凍

user
洗浄機

user
タイプライタ
series⑱



http://www.mk-e.co.jp

水産加工場総合プランナー
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KS-40自動反転解凍洗浄装置

設置場所に合わせ、自由に組合せ可能。

□ KS-40 寸法図

□ KS-40 仕様

□ 生産ラインの設置例

●2連式ストレートタイプ

●2連式90°タイプ

● か　ご　容　量
● 水　槽　容　量
● かごパンチング
● 機　械　寸　法
● 駆動モーター
● エアーブロアーモーター

130ℓ
280ℓ
φ3～Φ10
L1000×W900×H1100
200V 4P 0.2KW
200V 4P 0.2KW

単位：mm

単位：mm







・

結までの時間が長いため、缶詰や延巻、養殖魚の飼料になってしまう。しかし、移動式

超低温急速冷凍コンテー〔

ため、水揚げ～凍結までの時間が短縮され、船凍品（船内ですぐに凍結する）の鮮度に

近い高品質が確保されます。そのため、刺身商材として販売することが出来ます。いまま

で鮮魚でないと刺身商材として扱えなかった旬の魚も、今後は冷凍の高級刺身商材とし

て取り扱うことができます。

・更に、この

四季折々に全国各地の港に水揚される旬の魚を、

味しく召し上がる事が出来ます。
冷凍倉庫に比べてコストが
安く効率的です。

ボタン一つで操作はＯＫ

電源があれば、何処でも稼
動可能です。
電源がない場合発電機もあ
ります。

使用期間限定貸し出し可能

〒

静岡県焼津市冶長請所

TEL



ARI standard no.1110-69　　　　 ARI standard no.1110-69　　　　　　　　

外気温度38℃、電源60Hｚ 外気温度38℃、電源60Hｚ

戻り空気温度 冷凍能力 所要電力 戻り空気温度冷凍能力 所要電力
冷凍能力 -60℃ 14.5KW 32KW 冷凍能力 -60℃ 22KW 75KW
CBU 30 -50℃ 18.5KW 38KW BFU 60 -50℃ 38.5KW 80KW

-40℃ 25KW 46KW -40℃ 50KW 85KW
-30℃ 27KW 52KW -30℃ 60KW 90KW
-20℃ 28KW 53KW -20℃ 65KW 100KW

株式会社　東海ボデー製作所 代理店
株式会社　エム・ケー・エンジニアリング

〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787
TEL 054-628-8155
FAX 054-628-8157

・現在一般的な陸凍品（陸上の冷凍加工工場で急速凍結する） の多くは、水揚げから凍

結までの時間が長いため、缶詰や延巻、養殖魚の飼料になってしまう。しかし、移動式

超低温急速冷凍コンテー〔BFU-60〕は、船に近い場所に移動して凍結することが可能の

ため、水揚げ～凍結までの時間が短縮され、船凍品（船内ですぐに凍結する）の鮮度に

近い高品質が確保されます。そのため、刺身商材として販売することが出来ます。いまま

で鮮魚でないと刺身商材として扱えなかった旬の魚も、今後は冷凍の高級刺身商材とし

て取り扱うことができます。

・更に、このBFU-60を使用すれば、獲りたての鮮度を保ったまま冷凍保存されますので、

四季折々に全国各地の港に水揚される旬の魚を、1年を通して何時でも、何処でも、美

味しく召し上がる事が出来ます。
◇BFU60仕様書◇CBU30仕様書

〒 ４２５－００６７

静岡県焼津市冶長請所 ４３－１

TEL ０５４（６２３）１０６６



user
四角形

user
タイプライタ
Series㉑





 Fish Processing Machine

  ＭＫ　ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ　

オールステンレス製

メンテナンスも楽々

全ての刃物に対応

主な特長

メンテナンスの容易な構造の採用により

安全カバーをワンタッチにて取り外し可能
又、砥石の交換も楽々

オールステンレス製なので掃除も楽々
かつ衛生面でも配慮した研磨機

従来の研磨機は水の飛散で周囲の壁

などに汚れが付着。
水．砥石の汚れをシャッタアウト

〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787
TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157

㉒



+

本機は鮪解凍後の工程において商品の表面に付着している水滴を吹き飛ばし

次の作業工程時間を短縮させる為の装置です。

・コンパクトで高性能
機械寸法を極限まで小さくした省エネタイプ。

コンベヤスピードは５～２０m/minと変速可能、

高い処理能力を発揮します。

特徴

・洗浄性に優れ衛生的

本機材質はSUS304製を使用。

洗浄時は正面の扉は両開きなので隅々

まで洗浄可能です。

又、洗浄後はアルコール噴霧装置にて

機械装置を除菌します。

・メンテナンスが容易
操作スイッチ類・電装関係は防水仕様となっていますので

洗浄時も安心です。

フレーム･カバー類は耐水性に優れ、シンプルな構造

でメンテナンス・調整が簡単です。



除水有効幅 500mm

搬送高さ 200mm

機械寸法 3,058L*750w*1458H

コンベヤースピード 2~20m/min可変速

上部ノズル 6本ｘ2列

下部ノズル 6本ｘ2列

ブロワーモーター 3.7kw 2機 三相交流

コンベヤーモーター 0.4kw 三相交流 200V

アルコール噴霧ポンプ 0.2kw 三相交流200V

操作盤

上部ノズ

下部ノズアルコールタンク

投入側

搬出側

ブロワーモーター

機械寸法図面 仕様



　　HP：http://www.mk-e.co.jp/

Fish Processing Machinery

使用方法

誰でも簡単に平刃のセットが出来ます

1. カッターボデーに裏座+平刃+指定のボルトを入れ
て下さい。この時点ではボルトを強く締めないで下さい。

2. ハンドルを回しカッターボデーに（セット板）当て
ダイヤルゲージをゼロの位置にセットします。

3. ハンドルを回しボデーから任意の距離を設定します。
（標準0.5㎜～0.8ミリ マグネットはOFFの位置で）

4. セットしたい刃をセット板の中心位置にカッターボデー
を回しマグネットをONにして下さい。

マグネットが刃を吸い上げて所定の位置にセットします。

5. 固定用ボルトを徐々に締め込みセット完了です。

同じ作業を繰り返し行なって下さい。（4～5）

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング

〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787

TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157

ハンドル

ダイヤルゲージ

マグネット

セット板

販売代理店

平刃

裏座

アルミボデー

Series㉔

http://www.mk-e.co.jp/#


株式会社 エム・ケー・エンジニアリング

〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787
TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157



８２Ｗ　平型カッターボデー ８２Ｗ　平型カッター刃
部品番号　Ｈ８２ＷＢ 部品番号　Ｈ８２ＷＮ
寸法　８２Ｗｘφ１６０ 寸法　８２Ｌｘ２５Ｗｘ５ｔ

１２０Ｗ　平型カッターボデー １２０Ｗ　平型カッター刃
部品番号　Ｈ１２０ＷＢ 部品番号　Ｈ１２０ＷＮ
寸法　１２０Ｗｘφ１６０ 寸法　１２０Ｌｘ２５Ｗｘ５ｔ

１６０Ｒ　Ｒ型カッターボデー １６０Ｒ　Ｒ型カッター刃
部品番号　ＨＲ１６０ＷＢ 部品番号　ＨＲ１６０ＷＮ
寸法　９７Ｗｘφ１６０ｘ１６０Ｒ 寸法　１００Ｌｘ４０Ｌｘ３．５ｔ

２００Ｒ　Ｒ型カッターボデー ２００Ｒ　Ｒ型カッター刃
部品番号　ＨＲ２００ＷＢ 部品番号　ＨＲ２００ＷＮ
寸法　９７Ｗｘφ１６０ｘ１６０Ｒ 寸法　１００Ｌｘ４０Ｌｘ３．５ｔ

１００Ｗ　平型カッターボデー １００Ｗ　平型カッター刃
部品番号　ＨＥ１００ＷＢ 部品番号　ＨＥ１００ＷＮ
寸法　１００ｘφ１６０ 寸法　１００Ｌｘ８Ｗｘ５ｔ

１６Ｗ　先丸カッターボデー １６Ｗ　先丸カッター刃
部品番号　Ｈ１６ＷＢ 部品番号　Ｈ１６ＷＮ
寸法　１６Ｗｘφ２１８ 寸法　１６Ｗｘ５０Ｌｘ５ｔ

２０Ｗ　先丸カッターボデー ２０Ｗ　先丸カッター刃
部品番号　Ｈ２０ＷＢ 部品番号　Ｈ２０ＷＮ
寸法　２０Ｗｘφ２１８ 寸法　２０Ｗｘ４３Ｌｘ５ｔ



25Ｗ　先丸カッターボデー ２5Ｗ　先丸カッター刃
部品番号　Ｈ２5ＷＢ 部品番号　Ｈ２5ＷＮ
寸法　２5Ｗｘφ２１８ 寸法　２5Ｗｘ３７Ｌｘ５ｔ

３０Ｗ　先丸カッターボデー ３０Ｗ　平型カッター刃
部品番号　Ｈ３０ＷＢ 部品番号　Ｈ３０ＷＮ
寸法　30Ｗｘφ１６０ 寸法　30Ｗｘ３５Ｌｘ５ｔ

４０Ｗ　先丸カッターボデー ４０Ｗ　平型カッター刃
部品番号　Ｈ４０ＷＢ 部品番号　Ｈ４０ＷＮ
寸法　４０Ｗｘφ１６０ 寸法　４０Ｗｘ４２Ｌｘ５ｔ

1787 SANGAMYO YAIZUSHI SHIZUOKAKEN 425-0071,JAPAN
TEL 054-628-8155　FAX 054-628-8157

冷凍鰹血合い取り標準仕様

冷凍鮪血合い取り標準仕様

ＭＫ　ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ　ＣＯ．，ＬＴＤ



R型皮ムキ刃大 部品番号=RSS10

直線型皮ムキ刃 部品番号=TBS12

T型皮ムキ刃 部品番号=TBS13

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787



用途 鮪サク取り．ブロック曲線切り(テンパネ)
長さ／mm 幅／mm 厚み／mm

3150 6 0.5

用途 鮪サク取り．ブロック曲線切り(テンパネ)
長さ／mm 幅／mm 厚み／mm

3150 13 0.8

用途 鮪サク取り．ブロック切り専用
長さ／mm 幅／mm 厚み／mm

3150 16 0.5

用途 鮪サク取り．ブロック切り専用
長さ／mm 幅／mm 厚み／mm

3150 19 0.5
3800 19 0.5

用途 鮪.鰹四つ割り割専用
長さ／mm 幅／mm 厚み／mm

3800 35 0.8
4600 35 0.8

用途 鮪.鰹四つ割り割専用
長さ／mm 幅／mm 厚み／mm

4600 50 0.9
4800 50 0.9

各種鋸刃は特殊サイズも承ります。お問い合わせください。

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング

〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787
TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157



検査機関(財)食品環境検査協会
検出限界 試験方法 脚注

- ＊１
- ＊１

- ＊１ ＊１
- ＊１ ＊１

- ＊１ ＊１
- ＊１ ＊１

カドミウム
鉛
《溶出試験》

適 ( 5 ug/ml 未満 ) 

重金属
過マンガン酸カリウム消費量
〈蒸発残留物〉
ヘプタン

試験項目 試験結果

水

適
適

適
適 ( 0.8 ug/ml ) 

適 ( 5 ug/ml 未満 ) 

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング
水産加工場総合プランナー

水産加工機械の開発設計・製造・販売
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787
TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157

成型押し出しライン 成型押し出しライン カッティングライン 製造在庫

試験方法
＊１食品添加物等の規格基準第三器具
及び容器包装Ｄの２の（１）及びＤ２の（２）
の４．による。
平成１８年３月３１日付厚生労働省告示第
２０１号改正＊使用温度：１００℃以下



まな板標準規格サイズ（希望サイズにてカッティングも致します。厚みは10ｔ　20ｔ　30ｔ　40ｔのみ）

厚み 長さ 幅 見積金額

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング
水産加工場総合プランナー
水産加工機械の開発設計・製造・販売
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787

希望サイズを記入しＦＡＸしてください。
価格をＦＡＸ返信にて即答いたします。



数量

１ＳＥＴ

１ＳＥＴ

１ＳＥＴ

１ＳＥＴ

数量

1

1

1

1

1

1

1

1

1整形機

ＭＳ１８　Ｖ１６  下

ＭＳ１８　Ｖ１６　上

Ａ１６　下

Ａ１６　上

ＭＳ750　６００Ｓ　上

ＭＳ400　４００Ｓ　上

ＭＳ750　６００Ｓ　下

ＭＳ400　４００Ｓ　下

機種

ＭＳ750　６００Ｓ

機種

ＭＳ400　４００Ｓ

ＭＳ１８　Ｖ１６

Ａ１６

TEL 054-628-8155
FAX 054-628-8157〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787



品番2001 品名 白色 長靴　サイズ　 23.0  24.0　25.0　25.5　26.0　26.5　27.0　28.0

品番2002 品名白色防寒長靴 サイズ 24.0  25.5  26.0  26.5  27.0  28.0  29.0  30.0

水産加工・食品加工・厨房作業に最適な防寒・耐油性長靴。衛生的で快適作業！

内面に厚ボアを装着！寒冷地及び冷凍食品
加工場などの作業環境に最適な長靴です。

水産加工・食品加工・厨房作業に最適な・耐油・耐薬品・長靴 衛生的で快適作業！

裏目面ノンスリップ構造

内面に青色布地・足底敷き板パット装着！
食品加工場などの作業環境に最適な長靴です。

裏目面ノンスリップ構造



品番2003　品名　白色　安全防寒長靴　　   サイズ  26.5　27.0　28.0　29.0　30.0

品番2004 2005 品名 白色 長尺安全防寒長靴　サイズ  26.5　27.0　28.0　29.0　30.0

水産加工・食品加工・厨房作業に最適な防寒・耐油性長靴。衛生的で快適作業！

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング

〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787
TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157

内面に厚ボアを装着！寒冷地及び冷凍食品
加工場などの作業環境に最適な長靴です。

内面に厚ボアを装着！寒冷地及び冷凍食品
加工場などの作業環境に最適な長靴です。

裏目面ノンスリップ構造

裏目面ノンスリップ構造

品番２００４

品番２００５

内面鉄板入り

内面鉄板入り

内面鉄板入り



刃物等鋭利な道具による切り傷、突き傷防
止に最適です。 
 

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング 
〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787 

TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157 

ステンレス、メッシュリング編み込み構造 



特徴
材料ウレタンゴムを使用することにより収縮性が良く、着装時は指にフットします。
表面の凹凸部分が冷凍魚をしっかりとキャッチします。
耐寒性は抜群!

表面凹凸部拡大

株式会社 エム・ケー・エンジニアリング

〒425-0071 静岡県焼津市三ヶ名1787
TEL 054-628-8155 FAX 054-628-8157


