
全自動式デニッシュ・ペーストリー
製造の卓越したコンセプト





多様な製品を効率良く製造していくためには
どのような方法があるでしょうか?

デニッシュ・ペーストリー製造に半自動式または全自動式のどち
らを選びますか？加工の難しい生地をお取り扱いですか？工場の
スペースに限りがありますか？　少量多品種の製造、大量少品種
の製造、いづれの場合にも当社のデニッシュ・ペーストリー製造
ラインは全てのニーズに高いレベルでお応えします。

低コストで効率的、なおかつ高品質な製品の生産は全てのベーカ
リーが目標とするところです。

当社の製造ラインは一度製造した品種のプロセスを機械に記憶さ
せることができ、いつでも呼び出すことができます。また、オペ
レーターの最適な配置によって少ない労力で効率的な生産が可能
であると同時に製造工程で操作ミスがあってもロスを最小限にと
どめることができるので、安定した品質を維持できます。

当社は長年にわたり製パン機械の製造を行なってきた経験から機
械の衛生性が非常に重要であることを知っています。当社の製造
ラインは錆のない、清掃が容易なステンレススチール製となって
おります。

多様な製品を全自動で製造するためのアクセサリーも豊富に取り
揃えており、一つのラインで無限ともいえる品種への対応をすば
やく簡単に行なうことができます。
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3Automatic pastry production



How can you be equipped for the future?
By not limiting yourself today.

Space-saving

Dough sheeter and pastry line ‒ an ideal 
combination if the available space is limited.

• The two machines do not have to be side 
by side.

• The running direction of the line can be set 
from right to left or left to right.

• Compact lines that enable you to produce 
your entire range of pastry.

Flexible

A calibrating unit can be deployed in addition 
to the pastry line for the production of endless 
dough sheets that are free of tension.

• The individual dough sheets are joined 
automatically; seams are barely visible. This 
creates a continuous, low-tension dough 
sheet and leads to a minimum of waste.

• The conveyor belt can be dusted with fl our, 
preventing the dough from sticking. Making 
the｠products is considerably easier.



5Concepts 

High-performance

You can use the Smartline dough sheet pre-
former or the RONDO MLC laminating line to 
feed｠your pastry line automatically.

• Automated production guarantees 
consistently high pastry quality.

• Processing of all types of dough without 
diffi culty.

• You deploy your personnel effi ciently ‒ two 
to three employees can operate the 
complete line.

Effi cient

Panning pastry on sheets is time consuming 
and labour intensive. RONDO makes light 
work of this.

• A panning machine can be operated by a 
single person.

• With automatic panning, pastries do not 
lose their shape.



高品質の製品の生産をゆるぎないものにするためには
どのようなラインを選択するべきでしょうか?

当社の全てのラインはお客様のご希望の設置スペースや既存の行
程のフローに合わせた機種を選択することができます。また、豊
富なアクセサリーは全ての品種の全自動生産に対応いたします。

ポリライン
 ･ 4通りの長さ（3.8～7.6ｍ）からお選び頂けます。
 ･ キャスター付きで楽に移動できます。
 ･ ギロチンカッターはライン上を自由に移動できます。

省スペースタイプ
限られたスペースの中ではリバースシーターとポリ
ラインは理想的なコンビネーションです。それぞれ
の機械はすぐ隣におく必要はありません。コンベア
の回転方向は左右自由に変えることが出来ます。

フレックスタイプ：
カリブレーションユニットによって連続生産が可能
なスターラインは生地の継ぎ目を無くし、生地を引っ
張らない構造でウェストの発生を最小限に抑えます。
コンベアには自動で手粉を振ることができます。

スターライン
 ･ 3通りの長さ（8.0～11.0ｍ）からお選び頂け
ます。
 ･ 機械最上部のフレーム内にケーブルを収納
し、衛生性を飛躍的に高めました。
 ･ ハイパワーのギロチンカッターは打ち抜きす
る製品の生産性をさらに向上させます。
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スターライントップ
 ･ ７通りの長さ（3.8～16.8ｍ）からお選び頂けます。
 ･ 操作の容易なコンピューター制御方式。
 ･ タッチパネル式操作盤は最も重要な情報を分かりやすく
表示します。

高能力タイプ
スマートライン又はMLC との
接続によって生地の連続供給が
可能となります。
トップラインはすべての生地に
対応します。また、全工程を２、
３名のオペーレーターで行なう
ことができます。

高効率タイプ：
パンニングは最も人手と時間の掛かる作業です。
パンニング装置を装備したスターライントップは
その時間と労力を大幅に削減します。当社のパン
ニング装置は製品の形を損なうことなく製品を移
動します。

トップライン
 ･ ご要望に応じた長さで製作します。
 ･ コンベア幅は700または900mm。
 ･ 大量生産に対応。



なぜRONDO社のラインは他にはない独自性が
あるのでしょうか？そのわけをご覧下さい。

安定性
強固な造りで高い耐久性を誇ります。素材のス
テンレススチールに加えて 45°の 2重曲げ加工
によって高い強度を得ています。高さ調節が可
能な固定脚は高い安定性を確保し、大きめの機
械側面はスタンピングダイなどのアクセサリー
類の取り付けを容易に行なうことができます。

衛生性
クリーニングは短時間で行なうことができま
す。RONDO社の機械の特長としてネジやボル
ト、鋭いエッジなどクリーニングの妨げになる
ような箇所はありません。

柔軟性
全ての種類のデニッシュ・ペーストリーを生産
できます。
特殊構造のノーズローラーは細かい製品でも安
全かつスムーズに下流（例えばパンニング装置）
に受け渡すことができます。

操作性
タッチパネルまたはタッチスクリーンからそ
れぞれの製品の行程プログラムを入力します。
大きくはっきりと分かりやすいシンボルマー
クによってどなたでも簡単に操作することが
できます。
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エレクトロメカニカルギロチンカッター
 ･ 超高速ストロークによりコンベアを停止する
ことなくカットが可能
 ･ スピード
 カッティング：120回／毎分
 スタンピング：  70回／毎分
 ･ スターラインまたはスターライントップ用

ニューマチックギロチンカッター
 ･ ハイパワーによる完璧なカット
 ･ スピード
 カッティング：100回／毎分
 スタンピング：  50回／毎分
 ･ スターラインまたはスターライントップ用

エレクトロメカニカルギロチンカッター
 ･ 低騒音構造
 ･ スピード
 カッティング：70回／毎分
 スタンピング：50回／毎分
 ･ ポリライン用

ロンドフィラー・ユニバーサルタイプ
 ･ あらゆる物性の充填に対応
 ･ フルーツや野菜などの固形物やさらに大きめ
の肉片などにも対応

ニューマチック・デポジター
 ･ 柔らかいものから硬いもの、さらにフルーツ
や野菜などの固形物が混じったもの
 ･ ポリライン、スターライン、スターライン
トップに最適

メカ二カル・デポジター
 ･ クリームからやや粘性のあるもの、流動性の
あるものに対応
 ･ ポリラインに最適

充填装置（デポジター）

ギロチンカッター



高品質な製品を高い生産性で製造し続けるために
生み出されたRONDO社の鋭機

カリブレーティングユニット
巻き取った生地をカットなどの加工ラインに連
続して供給することが可能になります。

MLC―モジュラー　ラミネーティング　コンセプト
RONDO社のモジュラー・ラミネーティング・
コンセプトは全自動生産への入り口です。ペー
ストリーラインの生地の自動供給だけでなく、
シートからブロックまでの生産を全自動で行な
うことができます。

スマートライン
全ての種類の生地の供給に対応します。可変式
サテライトローラーとユニバーサル・プレ
フォーマーで生地をやさしく加工します。

生地の供給を自動化することによって生産ラインを拡張することができます。
生産効率の向上と安定した品質の製造をさらに確かなものにします。

生地フィーダー

MLC―フィーディングライン
生地の連続供給によりペーストリーの生産量を
大幅に増やすことができます。

MLC―L型　ラミネーティングライン
生地ブロックからペーストリー生地の供給まで１
つのラインでほとんど全ての工程をこなします。

MLC―U型　ラミネーティングライン
ペーストリー製造のオートメションのための完
全な供給ラインです。



11Feeding and panning

コンパクト　パンニングマシーン
全自動式パンニングマシーンは時間と労力を大
幅に節約し、高い省力化と効率化を実現します。

バゲットモルダー
ペーストリー用の全自動式パンニングマシーンとしてだ
けではなくバゲットやサンドイッチロールなどの長めの
製品の製造も可能です。

製造ラインのコンベアから天板へ移す作業は大変な労力と時間が費やされる工程です。
RONDO社のパンニングマシーンはこの負担を大幅に軽減します。

パンニングマシーン
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