
〒810-0071　|　福岡県福岡市中央区那の津4丁目2番22号 Tel.	092-734-1051		|		www.swisca.com		|		info@swisca.com

1



私たちswiscaは、受け継がれてきた伝統と革 
新を、そして最高の制度と信頼性を兼ね揃えて 
います。私たちの方針は、「常に最善を尽く 
す」ということに基づいています。最先端の技 
術と経験豊富な従業員のおかげで、swiscaは 

独自性を備えた最高水準のサービスで優れた製 
品を提供することができます。私たちは、お客 
様の成功に貢献できることを誇りに思います。

Peter S  te ind l

C  h  a  i  r  m  a  n  s  w  i  s  c  a  a  g
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スイスの秤
スイスで 製造され る 革新 的 な 機
械 、秤、測 定器は 、最高レベルの品
質と精度で世界的に高い評価を得
ています。swiscaでは、常にお客
様のことを第一に考え、継続的な
技術革新により、優れた製品を生
み出すことに注力しています。幅
広い業界知識そして豊富な経験を
持った従業員は、お客様の満足を
自分のことのように捉え、

常に最高水準のサービスを提供す 
るよう努 めています。また、最 高 
水準の製品、卓越したサービス、 
充実した対応、最大限の価値と献 
身的なパートナーシップを一貫し 
て提 供することに誇りを感じてい 
ます。当 社は 、最 高の 品 質、サー 
ビス、生産性、革新性の概念に基 
づいて設立されました。

一貫した高品質

優れたサービス

強力なパートナーシップ

迅速なアフターサービス

最良のコストパフォーマンス
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スイスの精度
伝統

精度

当社の秤は、お客様の大切な製
品を正確且つ最大限に引き出す
為に、最高の精度で調整されて
います。テーラーメイドである
swiscaの製品は革新的な駆動
技術により、最大の生産性を備
えた高効率な生産プロセスの安
定性、完全なトレーサビリティそ
して信頼性の高い歩留まりの管
理を保証します。衛生面を重視
している当社の秤は、非常に正
確でありメンテナンスが簡単な
非常に信頼性の高い製品です。
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革新

swiscaの製品

最高の精度

簡易操作

高効率サーボ駆動

IoT対応

最高の信頼性

衛生的な構造

メンテナンス性
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小麦 大麦 オーツ麦

ライ麦 米 𤿲𤿲

小麦粉 飼料 メイズ

成分自動ホッパースケールであるCERVOは、粉粒体製品用の高精度な計量器です。
多様性があるこのホッパースケールは、革新的な駆動技術と制御技術により、 

最高レベルの精度と独自の信頼性を備え、素晴らしい結果をもたらします。

CERVO
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高品質のロードセル

シンプルな操作性

高効率サーボ駆動

IoT対応

清掃し易い構造

金属探知機の接続が可能

型式 直径 mm 高さ mm 小麦 t/h 小麦粉 t/h 𤿲𤿲 t/h

25 400 882 5.9 4 1.6

45 400 1032 9.9 6.6 2.6

85 500 1342 19.8 13.2 5.3

125 500 1587 29.7 19.8 8

165 600 1550 39.6 26.4 10.6

245 600 1862 59.4 39.6 15.8

245-2 600 3950 * 118.8 79.4 31.6

245-4 600 3950 * 237.6 158.6 63.2

尚、小麦粉などの粉体製品には、次の工
程へ安定的に供給するためにスクリュー
フィーダーやロータリーロックを使用す
ることが出来ます。操作はタッチパネル
式で非常にわかりやすく、使いやすい設
計となっています。

CERVO

自動ホッパースケール

CERVOは、製造工程用のホッパース
ケールで、最大320㎥/hの処理能力
があります。高効率な電気機械式駆動
技術により、機械の消耗を最小限に抑
え、メンテナンスの頻度を削減します。
小麦などの粒状製品には、オーバーフ
ロー式の排出ホッパーを使用します。

*上下ホッパーの寸法も含む



15

成分 小麦粉 ビタミン

アスコルビン酸 活性グルテン 卵粉

香料 顔料 砂糖

化学製品 医薬品 ホップ

MICRO
微量定量供給スケールであるMICROは、粉体の流動性が高いものか
ら低いものまで、優れた精度で計量することができます。精度、衛生
面、多様性が特徴のMICROは業界で唯一無二の存在です。
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高効率サーボ駆動

清掃し易い構造

シンプルな操作性

高品質のロードセル

IoT対応

金属探知機の接続が可能

型式 タンク容量（ℓ）
スパイラル
スクリュー*

kg/h

コンケーブ 
スクリュー 
Φ0.5、kg/h

コンケーブ 
スクリュー 
Φ1.5、kg/h

オーガ 
スクリュー 
Φ0.5、kg/h

オーガ 
スクリュー 
Φ1.5d、l/h

18 50 100 – 0.5 - 150 0.5 - 140 0.5 - 251 0.5 - 129 0.5 - 567

40 50 100 200 1.5 - 1000 1.5 - 985 1.5 - 1765 1.5 - 1015 1.5 - 3033

70 – 100 200 50 - 5000 50 - 4113 50 - 7369 50 - 4289 50 - 9164

MICRO

微量定量供給スケール

処理能力は0.5 kg/hから9,000 kg/hで
す。バッチ計量ラインでは、少量のバッチ
設定でも計量が可能です。MICROは、
分解が容易で清掃も簡単です。操作はタ
ッチパネル式で非常にわかりやすく、使
いやすい設計となっています。

MICROは、連続した製品の流れに対

して高精度で微定量流量供給を行

うため の 計 量 器 で す。革 新 的 な 駆

動 技 術により、アスコルビン酸、ビタ

ミン、澱粉、活性グルテン、卵粉、調

味料、顔料等を型式によって幅広い設

定流量の正確な定量供給が出来ます。

*素材によって異なります
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小麦 大麦 オーツ麦

ライ麦 米 メイズ

飼料 麦芽

ロスインウエイト式（減量積算値方式）スケールであるGRANOは、事前に
設定した量の製品を正確に投入し、流した総重量をグラム単位で計量しま
す。また、所定の製品フローを正確に測定するためのマスフローコントロー
ラーとして使用されます。ロスインウエイト式スケールは、精選前原料等を
一定かつ正確な測定を行うために、サイロ、原料タンク、テンパリングタンク

の下又はロール機に入る前の工程等で使用されます。

GRANO
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シンプルな操作性

高効率サーボ駆動

IoT対応

清掃し易い構造

高品質のロードセル

金属探知機の接続が可能

型式 直径
mm

高さ
mm

小麦
M

t/h

小麦
D

t/h

大麦/メイズ
M

t/h

大麦/メイズ
D

t/h

オーツ麦/
モルト

M
t/h

オーツ麦/
モルト

D
t/h

20 400 882 5.6 7 4.3 5.3 3.6 4.5

35 400 1032 9.6 12 7.3 9.1 6.1 7.7

65 500 1342 19.2 24 14.6 18.2 12.3 15.4

145 500 1587 48 60 36.5 45.6 30.7 38.4

220 600 2097 64 80 48.6 60.8 41 51.2

連続運転環境での穀物加工では、革新
的な駆動技術と測定技術により、正確な
計量と制御が可能になります。GRANO
は、計量の精度だけでなく、プロセス制
御のパフォーマンス性、また利便性にお
いても優れています。流動的な製品（グ

ラニュー糖や食塩等）の流量を正確に把
握し、正確な計量精度で流れた総重量
を正確に記録します。操作はタッチパネ
ル式で非常にわかりやすく使い易い設計
となっており、独自のロードセルにより
最高の精度と信頼性を保証します。

GRANO

ロスインウェイト式スケール
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小麦粉 飼料 𤿲𤿲

成分 砂糖 スターチ

MACRO
ロスインウェイト式（減量積算値方式）であるMACROは、粉末状製品の
計量を行う非常に正確な計量器です。精度、衛生面、幅広い設定範囲が

特徴です。
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金属探知機の接続が可能

シンプルな操作性

高品質のロードセル

清掃し易い構造

IoT対応

高効率サーボ駆動

型式 タンク容
量（ℓ）

直径
mm

高さ
mm

小麦粉
M

t/h

小麦粉
D

t/h

セモリナ
M 

t/h

セモリナ
D 

t/h

𤿲𤿲
M

t/h

𤿲𤿲
D

t/h

100 100 400 1420 0.1 - 3.3 0.1 - 2.4 0.1 - 4 0.1 - 3 – –

130 150 500 1485 0.1 - 4.9 0.1 - 3.6 0.15 - 6 0.15 - 5 – –

160 200 500 1560 0.4 - 17 0.4 - 12.5 0.5 - 20 0.5 - 15 0.18 - 7 0.18 - 5

210 300 600 1775 0.9 - 33 0.9 - 33 1.0 - 40 1.0 - 40 0.38 - 14 0.38 - 14

245 400 600 2150 1.4 - 50 1.4 - 50 1.5 - 58 1.5 - 58 0.58 - 20 0.58 - 20

MACROは、粉末状製品を連続的に計
量しながら定量供給することを目的とし
て使用します。革新的な駆動技術によ
り、小麦粉、セモリナ、𤿲𤿲を𤿲𤿲𤿲𤿲定𤿲
囲で確実に計量かつ流量制御すること
ができます。MACROは、受入スケール
又は流量制御用として使用することがで

きます。また、製品の配合をする場合や、
出荷前の計量器としても使用することが
できます。そして、分解が容易で、清掃し
易𤿲構造となって𤿲ます。操作はタッチパ
ネル式で非常にわかりやすく、使𤿲易𤿲
𤿲計となって𤿲ます。

MACRO

定量供給スケール（ロスインウェイト式）
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小麦 オーツ麦 ライ麦

大麦 メイズ 米

FLOBAは、安定的に定量供給が出来るとともに、複数台のFLOBAを用い
ることでそれぞれに設定した任意の配合比率で正確に流量制御して計量
積算が可能です。革新的な駆動技術と制御技術は、高精度であること、そ

して抜群の信頼性をもつことを保証します。

FLOBA
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清掃し易い構造

AC100-240V電源対応

高効率サーボ駆動

一体型振動監視システム

IoT対応

FLOBAは、精密な駆動技術を搭載した
調節ゲートを備え、流量を正確に制御
することができます。独自の多軸ロード
セルと振動センサーそして精細な流量
制御プログラムを備えた非常に堅牢な

制御ユニットにより、最高レベルの精度
を保証します。最大3台までのFLOBA
をVISCAと呼ばれる１つのタッチパネ
ルユニットで制御することができます。

停電時などの際、制御盤内のバッテリー
でサーボ駆動を備えたスライドゲートを
閉じることができます。保護対策として
高品質のシステム構成部品の改良によ
り、摩耗や破損が減少し、機械の信頼性
を最大限に高めることが可能となりまし
た。FLOBAは構造上、455mmと低く、
後付けや入れ替えが容易です。

FLOBA

粒体定量供給流量計

型式 直径
mm 小麦 t/h メイズ t/h

8 120 / 150 0.09 - 8 –

16 120 / 150 0.18 - 16 0.45 - 16

32 150 / 200 0.36 - 32 0.9 - 33

105 200 / 250 4.5 - 105 4.5 - 105
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VISCAは、7インチのタッチスクリーンを備えた多彩な機能をもつ信頼性
の高い制御ユニットです。VISCAには、イーサネットベースのフィールドバス
モジュールであるProfiNet、EtherNet/IPまたはProfibus、RS485イン
ターフェース、クラウドソリューションやリモートメンテナンスのための独立

したウェブサーバーモジュールが含まれています。

VISCA
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ラズベリーモジュール

高精度A/Dコンバーター

サーバーモジュール

フィールドバスモジュール

当社オーダーメイドハードウェアとソフ
トウェアを使用し、様々なI/Oを備えた
VISCAは、新規導入や後付けにも適して
います。バッテリーフリーのデータログ
機能と独立したウェブサーバーモジュー
ルは、革新的なストレージコンセプトに
より、最高の信頼性と耐久性を保証しま
す。全てのデータは制御ユニットで保護

されており、データ紛失などのトラブル
がない一貫した操作を可能にします。IoT
やクラウドソリューション用の制御ユニ
ットとウェブサーバーは独立したモジュ
ールです。ロードセルを個別に評価する
高精度A/Dコンバータが、最高の精度を
保証します。

VISCA

制御ユニット

MICRO  30.01.2019  21:15:17

総計1     2242711.25 kg 重量	 13.29	kg    3.5 kg
総計2     2242711.25 kg フロー	 3.36 t/h     3.5	t/h



お問い合わせ

ススイイススカカイイーースストトアアジジアア株株式式会会社社

〒810-0071　福岡県福岡市中央区那の津４丁目２番２２号

Tel. 092 734 1051
info@swisca.com
www.swisca.com

• オンラインモニタリング
• 現場での運転指導
• トレーニング
• 迅速なスペアパーツの配送対応
• 迅速なスケールサービス
• 既存の流量計から入れ替え
• サポートセンター	 :	 092-734-1051

サービス
swiscaでは、お客様が最高水準の

生産性を達成するために、製品の操
作性と信頼性が非常に重要であると
考えています。当社の革新的な製品
は、最高の精度と性能を保証するため
に、秤の正確な動作を監視かつ制御す
ることを可能にしています。当社が提
供する保全や運転指導は、目標に
合わせて計画し工場の休転時間や生
産への影響を削減することができま

す。お客様のために、当社のサービス
チームはどのような状況でも常にサ
ポートする体制をとっています。


