
FIRST IN BISCUIT FEEDING
ビスケット供給における第一人者

Engineered to last - Always fit for use
長寿命設計 - いつでも使用可能
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Bart Houdijk - CEOおよびオーナー 
 
私の名前はBart Houdijkです。1987年からこの同族経営会社を率いる三代目です。1922年に私の祖父が会社を創立
しました。1962年、私の父がHoudijkの最初のビスケットアプリケーションを開発しました。1990年、私は、Houdijkが
ビスケットとクラッカーの供給アプリケーションにのみ専念すべきであると決断しました。それ以降、当社は、クッ
キー、クラッカー、およびビスケットをハンドリングするための数多くのシステムを開発しました。このアプリケーシ
ョンへの専念は今も継続しており、今後も将来の課題に対応できるよう当社を発展させるつもりです。高速ビスケ
ット供給技術と、使いやすく極めて優れたソリューションを構築する当社の新しい設計ビジョンを組み合わせるこ
とで、長寿命設計を備え、いつでも使用可能なシステムが実現し、お客様が期待する最大限の性能を満たします。

ビスケット供給における第一人者
Houdijkは、過去55年にわたってビスケット供給の最前線に立っています。
その使命と関心の的は、過去も、現在も、そして未来でも「ビスケット供給
における第一人者」であるということです。VISION SELECTOR™、HOUDIJK 

CAPPER™、FLEX-SKIPPER™パイリングシステム、INFLOW™製品バッファー
システムなどの最近の開発成果に、低維持費、衛生設計、および垂直立ち
上げが加わることで、 Houdijkは、高速ビスケット供給における新しい基
準を確立しています。

さらなる開発も進行中で、スラグ、パイル、またはトレ
イの、（サンドイッチ）ビスケットやクッキー、クラッカ
ーを完全に自動で包装するラインを実装できるように
なります。

競争が激化する中、各ビスケット製造業者は、絶えず
製品の革新と製造能力の向上に注力せざるを得なく
なっています。最短期間で製品を市場に出す必要があ
り、また製造工程の効率を可能な限り向上させる必要
があります。

このようにいくつかの要因が組み合わさることで、お
客様に最大限のサービスを提供するために果たすべ
きHoudijkの役割が決まり、またお客様の事業の成否
が決定付けられます。

ENGINEERED TO LAST - ALWAYS FIT FOR USE
当社のシステムは、Houdijkの設計ビジョンに基づいて
設計されています。 

この設計ビジョンでは、特に以下の面に注力してい 
ます。

1. 操作が簡単
2. ポカヨケ切り替え
3. オペレータの安全性
4. 容易な清掃
5. 保全予防
6.  オペレータとメンテナンスのためのわか

りやすい取扱説明書

このパンフレットでは、当社のシステム、設計ビジョ
ン、およびお客様の製品への当社の愛着について紹
介します。
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ハンドリング前に規格外の製品を除去す
ることにより、詰まりの可能性が最小限に
抑えられ、オペレータによる介入は低減さ
れます。ライン全体の効率を最大化するた
め、Houdijkは2種類の事前製品検査システ
ムを用意しています。

BISCUIT SELECTOR™
BISCUIT SELECTOR™は、以下のような製品を排出し
ます。

 š ロータリーカットのクラッカーラインで、きっちり
とカットされてはおらず、つながった状態。 

 š ロータリーモールドのビスケットラインで、縦方向
に結合されつながった状態。

システムには、排出される製品に対する自動粉砕シ
ステムが含まれており、さまざまな製品サイズに合わ
せて簡単に調整可能です。下流設備が停止すれば製
品排出として使用可能。

VISION SELECTOR™
VISION SELECTOR™は、3Dカラービジョンシステムを
用いて製品を個別に検査します。

このシステムは大きさ、形状、色、および位置を検査
することができます。規格外の製品は、個別製品排
出システムによって排出されます。

製品の品質検査 HOUDIJK CAPPER™

HOUDIJK CAPPER™は、2つの技術を兼ね備えています。ベースケーキ
ハンドリング技術とクリーム調製／充填技術です。Houdijkは、市場
をリードする技術を備えたターンキーソリューションを提供していま
す。HOUDIJK CAPPER™は、最新のシステムであり、その設計は、以下を
最大化することに焦点を当てています。

 š 全体的な性能と効率
 š 製品切り替えにおけるすべての設定値の再現性
 š オペレータにとっての使いやすさ
 š 総合的なシステムの安全性
 š 妥協のない食品安全性基準

システムの統合
HOUDIJK CAPPER™システムは、2つの技術、すなわちベースケーキハンドリング技術と
クリーム調製／充填技術を兼ね備えており、結果として高品質のサンドイッチ製品を
実現しています。多くの機能が標準で組み込まれ、完璧な稼動システムを保証してい
ます。HOUDIJK CAPPER™システムは、充填流体の供給機能を内蔵しており、必要であ
ればリターンフローも備えています。また、温度制御されたマニホールドとともに、正
確な充填を保証しています。

充填流体の調製システムは、第三社の供給範囲となります。Houdijkは、要求仕様を
明確に定義し、垂直立上げを保証することで、システムの性能を規定し、大量生産と
高効率な稼働を迅速に実現しています。

効率と制御
HOUDIJK CAPPER™は、その基本的な作業の実行において、1人のオペレータのみでの
操作を可能にし、高効率と高生産高を達成しています。

 š ビジョンシステムはベースケーキのバッファー部を制御します。
 š ベースケーキレーンで低レベルが検知されると、自動的にピアノストッパーが作動し

て、レーンが空で稼働することを防止します。また、最小レベルに達したときにも、
レーンの同調制御を保証します。

 š 第2のビジョンシステムは「製品なし-充填なし」の機能を管理しています。
 š マニホールド供給モジュールは、すべての稼働状態における自動流体フローを保証

します。
 š HOUDIJK MANIFOLD™は、ベルト全体にわたって正確で信頼性のある充填を保証し

ます。
 š システム内のすべてのドライブはサーボ制御であり、設定値はHMI（タッチパネル）

を介してレシピで制御されます。
 š 操作は、オペレータにとって使いやすくわかりやすいHMIタッチパネルを用いて行い

ます。これにより安定し、かつ再現性に優れた性能が保証されます。
 š 製品切り替えに関連するすべてのパーツはポカヨケ処理がなされているため、パー

ツ交換は簡単で再現性があります。交換パーツのすべてに、固定された設計済み設
定値が備わっています。

 š 入口と出口にプルノーズを搭載、必要になれば開放します。これによりオペレータ
は、規格内の製品のみを下流側機器に流すことができます。

 š システムには、メインコンベアベルト洗浄機が付属しています。

マニホールド供給モジュール
HOUDIJK CAPPER™は、充填流体のマニホールド供給モジュールを用
いて実行されます。これは（発泡された）ファットクリーム、マシュマ
ロ、ジャム、チョコレートを取り扱うのに最適です。この統合モジュー
ルは、温度・圧力検知、自動流量調節などのすべての機能を用いて
実行され、流体の状態やHOUDIJK CAPPER™の稼働状態に応じて、マ
ニホールドまたは戻り配管のいずれかに充填流体を供給します。

HOUDIJK MANIFOLD™
HOUDIJK CAPPER™は、革新的な設計による特許取得済みのHOUDIJK MANIFOLD™を備えています。

 š ファットクリーム、マシュマロ、ジャム、チョコレート、またはそれらを組み合わせた流体に最適
 š HMIタッチパネルを通じて調整可能な精密なノズルタイミングによる重量制御
 š 砂糖砥粒や大き目の含有物を含んだ充填流体に最適
 š 単列または複列のジャケット式マニホールドの両端で流体を送り込むことによる最適な流体分配
 š マニホールド上の HMI監視センサーによる精密な圧力検知
 š FDA認証済みの圧搾ノズルを使用した高精度な充填
 š 高周波のノズル開閉により、多様な充填が可能
 š 個別のノズルアクチュエータを使用した、高速個別ノズル反応と「製品なし-充填なし」機能
 š 機械的な可動パーツなし
 š すばやく簡単なノズル交換が可能

稼働中に可能な調整

サンド高さ

サンド位置

充填位置

充填高さ

マニホールド A.1 スタティックミキサ

トランキライザ

マニホールド A.2

P

P 圧力センサP

P

P

T

温度センサT

T

T バタフライバルブ

ボールバルブ

コントロールバルブ
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シャワーヘッド充填（その他にもさまざまな形状が可能）カプセル充填

ドット充填混在充填

ストライプ充填並列充填

単一充填 センター充填

交換パーツトロリー ベルト洗浄機クロス排出コンベア ピアノストッパーによるレーンバランシングリフティングツール ビジョンシステム

特徴：

モジュール式設計
HOUDIJK CAPPER™はモジュール方式で設計されています。システムは複
数のモジュールを組み合わせて、現在および将来の要件に合致したソリ
ューションを構成することができます。 

HOUDIJK CAPPER™は、以下の要素から構築することができます。

 š キャッピングと充填のステーション。必要に応じて充填とキャッピ 
ングの順序を変更することができます。

 š お客様が供給する別の装置のための空き領域を残しておくことがで
きます。

 š 1200、1400、1600、1800、および2000mmの有効幅で利用可能です。
 š その他に全体性能を強化するための特定のオプションがあります。

HOUDIJK CAPPER™ 可能な充填

製品切り替え
HOUDIJK CAPPER™は、フレキシブルなシステムで、構成の異なるさま
ざまなサンドイッチ製品を製造することができます。ポカヨケ設計
された専用の製品切り替えパーツは簡単に交換可能なため、設定の
再現性や即時の量産開始を保証できます。これにより、製品切り替
え時間を大幅に低減できます。

洗浄
システムは、簡単に洗浄できるよう
に設計されていて、食品の安全環境
を保証し、また高度な衛生基準を満
たしています。流体加工設備と配管
はCIPシステムを使用して洗浄でき
ます。

Houdijkは、取り外したHOUDIJK 
MANIFOLD™を洗浄するためのCOPト
ロリー（HMIタッチパネルに対応し
たさまざまな洗浄シナリオを装備）
を提供しており、これによりHOUDIJK 
CAPPER™の非稼働時間を大幅に低
減することが可能です。 

HOUDIJK CAPPER™は、1つまたは複数のクリーム、ジャム、マシュマ
ロ、またはチョコレートによって構成される、広範囲の充填を実
現することができます。

 š 個別のノズル制御により、マルチショットの充填を実現するこ
とができ、長方形または長円形のベースケーキの全表面にわた
って可能な限り最良のクリーム分布を行うことができます。

 š 特別に装備されたHOUDIJK MANIFOLD™技術を使用すること
で、単一ショットで2つのクリームを充填することができ、混在
充填やカプセル状充填が可能となります。

 š 複数のデルタロボットを使用することで、温度が異なるクリー
ムをベースケーキ上に充填することができます。

 š HOUDIJK MANIFOLD™のノズルを変更することで、シャワーヘッ
ド形充填のような多くの充填形状を実現することができます。

 š デルタロボットの動きは極めて動的で、最適な充填が得られ
ます。
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システムの主な構成要素
標準的なハンドリングラインは、以下の機能で構成
されます。 

 š ドリブルボードとコンベアを介して到着する製品
を受け取って誘導する

 š ドリブルボードによる製品の反転（たとえば、ステ
ンシルクリーマー供給時）

 š 空気パルス操作によるレーンの拡張や縮小
 š 最大バッファーレベルに達したときに個々のレー

ンへの供給を停止し、良好な製品のロスを最小限
に抑える

 š ペニースタッキングフリップローラーまたはロータ
リースタッカーを使用したスタッキング（重ね合
わせ）

 š 下流側が停止した場合に実質的な自動バッファー
時間を提供する振動コンベアトラック

 š 中央オペレーティングシステムによるライン制御
 š STRIPPER™によるスタックされた製品のレーン 

拡張

供給パターン：

振動性の製品バッファートラック
Houdijk専有の振動性供給機能により、実質的なバッファー時間を
備えた独自の設計を実現しています。以下の機能が含まれます。

 š 1つのセクションに1つのドライブを設けることで、全システムの
各セクション間の同調と速度セットアップを容易に行うことが
可能

 š PLC制御の非接触レベルセンサーによる動的な流れと背圧制御
 š スプリングパッケージの寿命の間、一定速度を保証する振幅フ

ィードバック
 š システムの製品トラック全体にわたる極めて一様な振動の分布
 š メンテナンスを容易にするOne Fit Only設計。スプリングパケッ

トを個別に搭載でき、応力の生じないスプリングのアセンブリ
を実現

 š オプション：トラックの迅速な変更により、寸法と形状が異なる
製品を容易に切り替え可能

ハンドリング

PENDULUM™
クリームを含む製品を最適に冷却するため、 
PENDULUM™システムは、サンドイッチの流れを拡散して
冷却コンベアの速度／長さを低減します。システムはコ
ンベアのみで構成されます。

従来のクリーマーマルチプライヤとは異なり、 
PENDULUM™システムは安定していてクリーンなベース
ケーキの表面を保持します。レーンを操作することによ
り、製品の最も傷つきやすい面に触れることはありませ
ん。ベルトはスクレーパーにより清掃が容易となり、最
適な遂行条件を維持します。

PENDULUM™のベルト構造を使用して工場の使用可能
なスペースに組み込めるよう、ラインを傾けることが可
能です。

ステンシルクリーマーへの供給

ロータリーカット

包装機への供給

ロータリーモールド

HOUDIJK CAPPER™への供給

割りクラッカー

CLIPPER™への供給

センサーにより振
幅の減衰を測定

パラメータ設定の
ための振幅の帰還

制御カードによりマグネットに追加パワーを供給

ビスケット、ベースケーキ、またはクラッカーのハンドリングは、多くの場合、オー
ブン／冷却コンベアから到着する整列された製品から開始されます。Houdijkは、
以下を始めとする多様なアプリケーションをオーブンに接続するための製品ハン
ドリングソリューションを設計しています。

バルクからの供給
製品がライン外で製造される場合の、充填／キャッピングシステムへのイン
フィードシステム。製品はバルクで供給され、手でホッパーに送り込まれま
す。Houdijkハンドリングシステムは、製品をレーン化、スタックし、下流側機
器に送り込まれるマガジンにこれらを供給します。オプションとして、カメラ
制御システムと反転システムを用いることで、正しい向き（裏表）にビスケッ
トを供給できます。
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包装機へのスラグ供給
T包装機インフィードは、GRADOMATIC™/
LINEMASTER™システムに接続された
SLUGMASTER™/FLEX CROSS FEEDER™から
カウントされた製品のスラグをオンエッジ
で受け取ります。あるいは、GRADOMATIC™/
LINEMASTER™システムから直接製品列を
受け取り、スラグは包装機のフライトバーコ
ンベアで形成されます。

トレイへのパイル／スタック供給 
Houdijk PICK & PLACEユニットにより、
製品は列ごとにピックアップされて
GRADOMATIC™/LINEMASTER™の終端に置
かれ、トレイ内に優しく配置されます。トレ
イは、Houdijkのトレイフライトバー内に配置
されます。

トレイへのスラグ供給
GRADOMATIC™/LINEMASTER™システムに接
続されたSLUGMASTER™とTRAYMASTER™
を用いることで、オンエッジでカウントされ
たプロダクトのスラグが形成されてトレイに
供給されます。

包装機へのパイル／スタック供給
SKIPPER™スタッキングシステムにより、製品
は必要なカウントで、包装機内のチェーンに
パイル／スタックされます。カウントを変更
しても機械的な調整は不要であり、レシピ
によって調整できます。

包装機へのデュアルレーンスラグ供給
少量スラグの製品をオンエッジで形成する
場合、包装機のデュアルレーンのフライトバ
ーインフィードコンベアが、GRADOMATIC™/
LINEMASTER™から2つの製品のスラグを受
け取ります。

キャビティトレイ内のオンエッジ製品
GRADOMATIC™/LINEMASTER™の終端で、製
品は列ごとに、規定されたトレイのキャビテ
ィに直接置かれます。トレイは、デネスター
から到着し、Houdijkのトレイフライトバーに
よって同調された位置に配置されます。

トレイ／包装機へのデュアルモードスラグ
GRADOMATIC™/LINEMASTER™システムに接
続されたSLUGMASTER™とTRAYMASTER™
の組み合わせにより、製品供給の柔軟性が
得られます。製品のスラグは、包装機のフラ
イトバーインフィードチェーンにそのまま供
給することも、あるいは製品をトレイにロー
ドすることもできます。 

ポーション／ベンディングパイルパック
FLOWMASTER™製品分配・バッファーシス
テムの後に、FILEMASTER™プロダクトシケ
インコンベアが続きます。これは、高速回
転包装機に対して、カウントバランスのとれ
た、シングル、ダブル、またはトリプルレーン
の供給システムを生成します。レーン当たり
1000以上の製品を優しく供給できます。

カウントフィーディングサニテーション

Houdijkのシステムは、オペレータがシステムのすべての製品レーンに人間工学的に届くよ
う、特別に設計されています。システムメンテナンス用として、HMIタッチパネルは、ベルト蛇
行管理システムなどのシステムの状態について作業員に価値ある情報を提供します。

ドリブルボード小型コンベア

ドリブルボード中型コンベア 

ドリブルボード幅広コンベア

リフト可能なガイド

取り外し可能なガイド

傾斜可能なガイド

すべてのパーツは、メンテナンスと清掃目的のため容
易にアクセスできます。コンベアベルトはスクレーパ
ーにより表面を清潔に保ち、ラインの性能を維持して
います。残留カスは、スクレーパーの下にあるくず受
皿に回収され、システム領域を清潔に保ちます。水洗
浄と乾燥のためベルトのテンションは緩めることが
できます。

ドリブルボードとサイドガイドの構造は、リフト可能、
または取り外し可能な、人間工学設計のセクションで
構築されます。これにより、表面を清掃するために、コ
ンベアベルトに簡単にアクセスできます。ドリブルボー
ドとサイドガイドのセクションは簡単に付け直すこと
ができます。これらはOne Fit Only方式で設計されて
いるからです。
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FLOWMASTER™

複数区間の下流側機器に製品を「オンデマンド」で分配する場
合、Houdijk FLOWMASTER™製品分配システムがこの作業を引き受
けます。これは、大量のサンドイッチビスケット、ワイヤカットされた
デポジットクッキー、またはチョコレートでコーティングされた製品
に適しています。システムは、製品のランダムな到着にも、あるいは
列とレーンで整列された到着にも対応可能です。 

区間分配
ある区間が製品の受け取り準備を完了すると、オーバーヘッド供給機構
がこの区間に向けて製品をクロス転送します。FLOWMASTER™システム
は、さまざまな処理を行う多目的区間の組み合わせに接続することがで
きます。たとえば、スラグ包装や個包装、トレイローディングの組み合わ
せです。

GRADOMATIC™カウント供給機によって受け取られる場合、このシステム
は製品バッファーシステムを装備しています。FILEMASTER™によって受け
取られる場合、シングル、デュアル、またはトリプルレーンに対して製品を
制御するため、FILEMASTER™は、区間に対して小型のバッファーとなる
ACCUFEEDER™を用いて稼働され、その特定区間における速度を調整し、
下流側機器の速度乱調を防止します。

PENDULUM™を通じてサンド機から到着 デポジッター／ワイヤカットから到着 列とレーンで整列されたHOUDIJK CAPPER™ 
から到着

ACCUBELT™ シングルレーンFILEMASTER™

フラットな製品のハンドリング
FLOWMASTER™システムはベルト上にフラットに
配置された製品を処理します。これは特に、ワイヤ
カットされたクッキーやサンドイッチビスケットな
どの製品に利用されます。製品は常に最も固い底
表面で保持されます。フラットな製品のハンドリン
グにより、サンドイッチプロダクトが押しつぶされ
たり、ワイヤカットされたクッキーがすり切れたり
することはありません。製品間の圧力を制御およ
び制限することができるので、製品が互いにかみ
合ったり、傷付いたり、上に乗り上げたりすること
を防止できます。

大量のハンドリング
現代の大量生産の製造を単一の包装機で処理す
ることはできません。Houdijk FLOWMASTER™は、
複数の区間にわたって多数の製品を分配するフレ
キシブルなシステムです。トレイローダー、スラグ
包装機、あるいはポーションパック（ベンディング
パック）包装機かどうかにかかわらず、各区間にさ
まざまな割合で分配することが可能です。

製品の拡散 
製品が複数のステンシルクリーマーから供給さ
れ、仮にクリーマーの1つが停止した場合、通常そ
のレーンに製品はなくなります。プロダクトが途切
れなく確実に拡散されるよう、ACCUBELT™は、接
続されたFLOWMASTER™システムのベルト幅全
体にわたってすべての製品を拡散し連続供給し
ます。
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OVERFLOW™バッファー（FILO） INFLOW™バッファー（FIFO）

上昇して、高位置で製品を保持

INFLOW™バッファーシステムは、以
下に示す多くの機能が可能です。

多層実行（オプションとして
周囲冷却を併用）

利用可能な分岐設備のいずれかで、製品分配の終端にある製品を
処理できない場合、これらは、（FILO）OVERFLOW™バッファーコンベ
アに一時的に移動されます。製品がバッファーコンベアに入ってくる
と、FLOWMASTER™システムは自動的に利用可能な分岐設備のすべて
に速度を急上昇するよう指示します。

すべての製品は、包装の分岐設備に到達する前にINFLOW™バッ
ファーを通過します。製品分配システム内の利用可能な分岐設
備のいずれかで、製品を処理できない場合、180度カーブコンベ
アを移動してバッファーコンベアを延長または短縮することによ
り、（FIFO）INFLOW™バッファーコンベアで維持されます。

製品がバッファーされると、FLOWMASTER™システムは自動的に利用可能な
分岐設備のすべてに速度を急上昇するよう指示します。十分に包装能力が回
復したらすぐに、FLOWMASTER™は搬出の速度を急上昇させて、バッファーを
空にしようとします。これは入ってくる製品と一時的にバッファーされる製品
の両方を自動的に処理します。システムは、バッファーコンベアが最小レベル
に戻るまで、すべての分岐設備を速度上昇の稼働状態に維持します。最小レ
ベルになると、すべての区間は自動的に通常の稼働速度に戻ります。

終端ステーションの実行
GRADOMATIC™システムをFIFOバッファ
ーと組み合わせてラインステーション
の終端に配置することで、長方形／正
方形の形状の製品をパイルまたはスラ
グで供給可能です。

工場のスペースを節約して使用するため、バッフ
ァーコンベアを傾けて高位置で製品を運ぶこと
ができます。利用可能な工場のスペースにシス
テムを収めるため、FLOWMASTER™システムや
OVERFLOW™バッファーは、カーブコンベアを追
加することによりスペース内で「折り返す」ことが
できます。

ダイナミックバッファー／再供給コンベア

十分に包装機能力が回復したらすぐに、FLOWMASTER™は分岐設備の最終区間へ供給し
バッファーを空にしようとします。これは入ってくる製品と一時的にバッファーされる製品の
両方を自動的に処理します。システムは、バッファーコンベアが空になるまで、すべての分
岐設備を速度上昇の稼働状態に維持します。空になると、すべての区間は自動的に通常
の稼働速度に戻ります。最終区間へのバッファーの再供給能力は、最終区間を対象とする
複数のダイナミックバッファー／再供給コンベアを使用することで最大化できます。
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GRADOMATIC™は、円形製品のための汎用的なHoudijkの製品列形成
システムです。GRADOMATIC™は、ランダムな製品供給を処理し、製造
物の混合も可能であると同時にカウント供給を可能にします。これ
は、ユニット当たり大量の製品を処理する一方で、個々の製品を極め
て優しく処理します。設計は開放的で、容易にアクセスして操作、切り
替え、メンテナンス、および清掃が可能です。

GRADOMATIC™ LINEMASTER™

GRADOMATIC™の機能的な概念はすでに55
年も前から存在しています。この概念によ
り、現在の実績が達成され、同種のユニット
の中でも最も高度で大量の製品の処理が
可能です。製品は、規定されたバッファーセ
クションで受け取られます。GRADOMATIC™
システムのバッファーセクションにおける製
品の背圧は、供給コンベアの勾配調整を用
いることで制御および制限されます。

製品はバッファーセクションから製品チャン
ネルに供給されます。背の高すぎる製品や
重なり合ったプロダクトはチャンネル領域
に入ることはできません。チャンネル内のバ
ッファーレベルおよび製品の流れはビジョ
ンカメラで監視されます。これは、製品が不
足している領域を示し、追加の製品を供給
するようFLOWMASTER™分配システムに通
知します。複数の製品チャンネルにより、大

量の製品ハンドリングが可能になると同時
に、快適な供給サイクルを維持できます。

A製品は、列開閉機構によって列単位で測
定され、製品チャンネルからHoudijkの下流
側機器（たとえばSLUGMASTER™）に供給
されるか、あるいは直接、包装機のアタッ
チ部に供給されます。オプションとして、第
1の製品をスラグ内で反転させることがで
きます。

交換パーツトロリー
製品に関連するパーツ（チャンネルサイドガ
イドのセクション、列開閉機構のローラーな
ど）はすべて、ポカヨケ処理がなされ簡単に
交換可能です。ポカヨケの交換パーツには、
設計済みの設定値がセットされています。
交換パーツは、パーツの清掃のため、およ
びローダーのベルトの清掃のため、工具を

使わずに簡単に取り外すことができます。す
べての交換パーツは簡単に付け直すことが
できます。これらはOne Fit Only方式で設計
されているからです。交換パーツの格納の
ため、トロリーが用意されています。

LINEMASTER™は、不均一形状の製品のためのHoudijk独自の製
品列形成システムです。LINEMASTER™は、FILEMASTER™によ
って1列縦隊で製品が再分配された後、個別に製品を処理しま
す。LINEMASTER™は、大量（最大1000個／分）の製品を処理で
きます。

LINEMASTER™製品列形成システム
LINEMASTER™システムは特に、バッファー
が許されない製品向けに設計されていま
す（互いに重なり合うおそれがあるような
製品）。この理由のため、システム全体を通
して製品は個別の製品として取り扱われま
す。このような製品はデリケートな特性を備
えており、柔らかい物質が含まれている可
能性もあるため、優しく取り扱う必要があり
ます。許容差の大きい不規則な形状に対し
て十分なスペースが与えられ、くっつかない
ようにしています。

製品はシングルレーンで到着し、加速され
て互いの間にギャップが生成されるように
します。光電センサーを用いることで、個々
の製品はデジタル記憶されます。サーボ駆
動のプッシャーが、仕様範囲内の製品のみ
をLINEMASTER™供給コンベアのレーンに転
送します。

供給コンベアには、ストッパー機構が備わ
り、到着レーンから厳格に管理された製品
列を形成します。オプションとして、第1の製
品をスラグ内で反転することができます。

オプションとして、光電ユニットの代わりに、
ビジョンカメラシステムを用いてシステムを
実行することができます。この検査システム
は、形状、サイズ、および変色のおそれにつ
いて、個々の製品を検査します。

FILEMASTER™
FILEMASTER™は、FLOWMASTER™製品
分配システムに接続されるサブシステム
です。これは、LINEMASTER™列形成シ
ステムまたは個包装機のいずれかに供
給します。包装機には、シングル、デュ
アル、トリプルのレーン、カウントバラン
ス、大容量供給用の製品縦列を装備で
きます。

FILEMASTER™システムは、 
ACCUFEEDER™ユニットで始まります。
これは、下流に対して製品の流れを調
整する小さなバッファーセクションを
備えています。また、その後に続くユニ
ットの望ましくない速度乱調を防止し
ます。ACCUFEEDER™ユニットのバッファ
ー／高密度セクションにおける製品の背
圧／接触は、コンベアの勾配調整を用い
ることで制御および制限されます。
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トレイデネスターの組み込み
Houdijkは、高品質のトレイデネスティングシステムを組
み込むことができ、これにはトレイ設計での管理サポー
トも含まれます。この組み込みにより、トレイデネスタ
ーシステムの要件とその他のトレイローディングシステ
ムの要件の両方を完璧に統合することができます。こ
れによってラインの最大効率が保証されます。

SLUGMASTER™
TSLUGMASTER™は、GRADOMATIC™または
LINEMASTER™システムから列ごとに製品を受け取りま
す。これは、オーバーヘッド製品フライトバーコンベアで
構成され、個別の移動スラグサイドガイド（ランナー）
を備えています。これはフライトバー上に静的に置かれ
ています。スラグは、ベルトコンベアによって下から支え
られ、製品の転がりを防止します。スラグ内で必要とな
る製品のカウントは徐々に増大します。ランナーはポカ
ヨケ処理がなされており、清掃のため簡単に取り外す
ことができます。スラグカウントは、HMI設定を介して
要求値に設定できます。

DUAL MODE
DUAL MODEにより、同じGRADOMATIC™または
LINEMASTER™システムは、トレイ内に、あるいは接続
されているエッジ重ねスラグ包装機のフライトバーコン
ベアに直接、製品スラグを供給できます。この目的のた
め、SLUGMASTER™は拡張され、2つのスラグ転送位置
を提供しています。

TRAYMASTER™ 
TRAYMASTER™は、トレイデネスター、トレイインフィー
ドコンベア、トレイ同調機構、および満杯トレイ排出機
構で構成されています。

トレイデネスターから到着するトレイはトレイインフィ
ードコンベアで受け取られ、順に並べてバッファーされ
ます。トレイは、TRAYMASTER™のサーボ駆動の2ピン
フライトバー機構を介して、SLUGMASTER™のスラグ転
送位置において完成したスラグと同調されます。サーボ
駆動の2つのピンは、製品スラグにトレイを同調させ、
完成品は置かれたトレイの中で優しく回転します。トレ
イは、トレイ排出コンベアによってシステムから排出さ
れ、また必要なら、回転して短い側面を先頭にすること
ができます。

 

PHASER™ 
dyフォールド式包装機のフライトバーコンベアに直接
スラグを供給する際、PHASER™はSLUGMASTER™に追
加されます。包装機は一定の速度で動作するように設
計されています。ただし、SLUGMASTER™は、希望のス
ラグカウントを収集するために変動しながら稼働しま
す。PHASER™は、2つの異なる動的な動作を整列させま
す。これにより、dyフォールド式包装機のフライトバーコ
ンベアにスラグを優しく転送できるようになります。

SLUGMASTER™ + FLEX CROSS FEEDER™
スラグカウントが完了すると、スラグは、交差して置
かれたFLEX CROSS FEEDER™に導入されます。FLEX 
CROSS FEEDER™は、独自の機能を備え、各スラグポケ
ット（独立して駆動される前後2つのプッシャーから成
る）は、製品のスラグを受け取り、受け取ったスラグが
初めて安定するまで待機してから、製品をスラグにまと
めることができ、結果として、接続された包装機のイン
フィードの実際の連続速度とピッチまでスラグを加速
することができます。スラグの長さは、HMI設定を介し
て要求値に設定できます。

さまざまなカウント供給
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SKIPPER™のパイル／スタックローディング
SKIPPER™パイル／スタックローダーは、円形、楕円形、および長方
形の製品（先頭が短い側面または長い側面の方向）に適していま
す。SKIPPER™システムは、複数のサーボ駆動ディスクで構成されま
す。これがパイルローダーの市場の中でも最高の効率をもたらし
ます。

SKIPPER™パイル／スタックローダーでは、複雑で高価な製品供給シ
ステムの必要性がなくなります。オーブンから到着する複数のレー
ンを処理できるからです。コンベアベルトや振動コンベアによるス
タック製品の供給は、SKIPPER™システムに接続されます。それに応
じて、オーブンから到着するスタック製品の複数レーンが SKIPPER™
ユニットのディスクに接続されます。利用可能なSKIPPER™ユニット
は希望する数の包装機にわたって分割されます。

システムは包装機ごとに、アルゴリズムで制御されたレーンバラン
シングシステムに従って、必要な製品パイル／スタックカウントで構
成されます。これは、さまざまな垂直製品マガジンからその都度個
々の製品を収集し、接続された包装機の連続運転するインフィー
ドのピッチでこれらを同調させて供給します。

システムは、最小レベルに達したら、製品レーンを無視することが
できます。 

FLEX-SKIPPER™のパイル／スタックローディング
FLEX-SKIPPER™は、複数の製品レーンが複雑な上流側の拡張シス
テムを持たずにシステムに到着したときに、より大きなパイル／ス
タックカウントを生成できるように設計されています。 

FLEX-SKIPPER™は、さまざまな垂直製品マガジンからその都度個
々の製品を収集し、接続された磁気駆動のチェーンポケットでこれ
らを供給します。FLEX-SKIPPER™磁気駆動のチェーンポケットは、
独自の機能を備えています。各パイル／スタックポケット（独立して
駆動される前後2つのプッシャーから成る）は、個々の製品を受け
取り、より多くの製品がその上にパイル／スタックされるのを待ち、
次のマガジン位置に移動することができます。カウントが完了する
と、パイル／スタックの製品は、結果として、接続された包装機のイ
ンフィードの実際の連続速度とピッチまで加速されます。

PICK & PLACE供給
Houdijk PICK & PLACEロボットは最新の設計です。ユニットは入り口
に吊り下げられ、システム下部のスペースを最大限に確保していま
す。これは極めて動的で、比較的大きな荷重を最大50サイクル／分
で搬送できます。ユニットは、シングルまたはダブルの製品列のピ
ックアップに利用できます。

ピックアップし配置するプロセスの信頼性は非常に高く、これは製
品列全体をピックアップできるユニットの能力によるものです。こ
れにより、優しく真空を増大させることができ、また制御された低
速度での移動が可能となります。また、希望の位置に製品を正確
に配置します。PICK & PLACEユニットを、Houdijk GRADOMATIC™お
よびLINEMASTER™と組み合わせることで、高効率のトレイローディ
ングシステムが得られます。これは、ステーションごとに、大量の
製品を1分間で処理します。

ユニットは、製品／キャビティサイズ、トレイ当たりのキャビティ
数、およびスタックの高さという点において、トレイ構成の柔軟性を
向上させています。紙コップやカートンチューブをロードするための
専用ソリューションが利用可能です。

トレイフライトバー
トレイフライトバーは、GRADOMATIC™またはLINEMASTER™システ
ムから到着するPICK & PLACEロボットから列ごとに製品を受け取
ります。トレイフライトバーは、トレイデネスター、トレイインフィー
ド／バッファーコンベア、トレイインデックス機構から構成され、ト
レイをフライトバーに転送し、フライトバーがこのトレイを搬送し
ます。 

対応するセルのキャビティに各製品列がフラットに配置されると、
トレイフライトバーがその横の位置に移動し、次の製品列を受け取
ります。これは希望するトレイの構成が完了するまで続きます。

PICK & PLACE

PICK & PLACEユニットは、製品列全体をピックアップして指定の場所
に配置するサーボ駆動システムです。製品は、真空を利用して優しく
ピックアップされ、トレイに置かれます。

SKIPPER™ 

高速SKIPPER™ユニットは、プレーンな製品のための、独自の革新的な
Houdijkパイル／スタックローディングシステムです。SKIPPER™は、レーン
の縮小／拡張なしに、オーブンから到着する、指定された数の製品レ
ーンを受け取ります。これは、サーボ駆動の水平インデックスディスクを
用いて、個々の製品を垂直マガジンから極めて優しく分離させます。個
々の製品は、包装機のインフィードチェーンの指定ピッチで転送されま
す。このようにこのシステムは、プリセットカウントを用いて製品のパイ
ル／スタックを作成します。
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CLIPPER™スラグローダー
CLIPPER™スラグローダーのサーボ駆動シ
ステムは、分当たり最大25スラグの出力を
チャンネルごとに得ることができます（こ
れは製品の特性に依存します）。CLIPPER™
は、Houdijkプロダクトハンドリングシステム
を組み合わせることで、市場で最も優しく
高効率の容積測定ローダーを実現していま
す。ソフトウェア制御を内蔵しているため、
背圧は非常に良好に制御されます。スプリ
ングロード式のナイフ機構が必要なスラグ
長を分離すると同時に、背圧によって最小
化背圧を制御します。これにより、製品間へ
の優しい挿入が保証され、製品の損傷を防
止します。

ローダーはフレキシブルで、さまざまな製品
サイズとスラグ長に対応できます。レシピの
設定と制御は、ヒューマンマシンインタフェ
ース（HMI）のタッチスクリ－ンを介して実行
されます。CLIPPER™ローダーは、自動レーン
バランシング機能を備えています。最小バッ
ファーレベルに達すると、関連レーンは、新
しい製品が供給されるまでスラグの分離と
ローディングを停止します。接続される包装
機には、「スラグなし – 包装なし」機能を備
える必要があります。CLIPPER™は、人間工
学的かつ衛生的に設計されたローダーで、
操作およびメンテナンスが容易です。

SLUGMASTER™/FLEX CROSS FEEDER™
スラグの分離が完了すると、スラグ
は、SLUGMASTER™にロードされます。これ
は、オーバーヘッドプロダクトフライトバーコ
ンベアで構成され、設定の容易なサイドガ
イドを備えています。スラグは、ベルトコン
ベアによって下から支えられ、製品の転がり
を防止します。スラグは、SLUGMASTER™の
終端において、交差して置かれた磁気駆動
チェーンFLEX CROSS FEEDER™に導入されま
す。FLEX CROSS FEEDER™は、独自の機能を
備え、各スラグポケット（独立して駆動され
る前後2つのプッシャーから成る）は、製品
のスラグを受け取り、受け取ったスラグが初
めて安定するまで待機することができ、結
果として、接続された包装のインフィードの
実際の連続速度とピッチまでスラグを加速
することができます。

CLIPPER™

CLIPPER™容積測定スラグローダー（長さ測定フィーダー）は、エッジ上
のビスケットのスラグをロードするための最新の設計ソリューションで
す。CLIPPER™は、円形、楕円形、正方形、および長方形のビスケットとクラ
ッカーのロードに適しています。これは、Houdijkのハンドリングシステムと
組み合わせることで、フライトバーインフィードに製品を供給するための汎
用的なソリューションです。

性能保証

効率ステートメント

この効率は、設備の稼働品質を規定
しています。すなわち、この効率は、
製品が供給された時点と、これらの
製品を取り扱うための設備の準備

が完了した時点との関係を定義して
います。

Ep = (1-( W / S ))
 × 100 %

現場受け入れ試験
（SAT）証明書

このドキュメントは、機器が、必要な
稼働開始試験のすべてに合格し、す
べての条件を満たしていることを証

明するものです。



工場受け入れ試験
（FAT）証明書

このドキュメントは、機器が、必要な
工場受け入れ試験のすべてを完了
し、すべての条件を満たしているこ

とを証明するものです。



Houdijkは、高速ビスケット供給のために設計およびカスタマイズしたシス
テムを提供しています。これは、オーブンと包装機間にインタフェースを形
成しています。

今日、最大出力のキーとなるのは、製造ラインの特定領域における自動化のレベルで
す。拘束力のある性能ステートメントを通じて、Houdijkは最低限達成可能な効率を規定
して保証しています。これは次の2つの段階で確認されます。

1. Houdijkの工場でシステムを設計、製造、および試験した後、お客様と
ともに「工場受け入れ試験」を実施します。

2. 最終場所にシステムを設置し、稼働を開始したら、性能を再び測定し、
「現場受け入れ試験」プロトコルを用いて文書に記録します。

 
Houdijkは、お客様のパートナーとして、お客様の投資が期待する効率を生み出すことを
確実に保証しています。Houdijkのスペシャリストが、ビスケットをこよなく愛する人々の手
にビスケットをお届けします。



所在地
Trawlerweg 4
3133 KS Vlaardingen
オランダ

郵便宛先
私書箱328
3130 AH Vlaardingen
オランダ

連絡先
T (+31) 10 434 92 44
info@houdijk.com
www.houdijk.com


