Baumkuchen
oven

バウムクーヘンに関する物語は、数多くあります。
その歴史は古く、いちばんオリジナルな形態は、
古代ギリシャのオベリアス (obelias) に見られます。
小麦粉で作った一種のパンで紐状にして木の棒に巻きつけ、
直火にかざして焼き上げたものです。
ケーキの部類に入って来たのは 15 世紀なかばで、
ニュールンベルグやフランクフルトでは、
15 世紀終わり頃までには、有能な職人が
この仕事を専門とするようになりました。
現代のようなバウムクーヘンが登場するのは 1769 年以降の事でした。
自動のバウムクーヘンオーブンと一本焼きオーブンと大きく異なる点は、
焼成（浮き）ゾーンと色付けゾーンとが分かれる事です。
生地を付けてオーブン内に入った位置が焼成ゾーンとなり、
この位置の温度が低いと浮きの悪い乾燥した製品になります。

There are many stories about Baumkuchen in its old history. The origin seems to be found in
OBELIAS written in ancient Greek Myths. Itʼ s a sort of bread made of ﬂour and something
like that the string-shape ﬂour paste are twined around a wooden stick and burnt being held
over the open ﬁre.
Baumkuchen came into the category of cake made in the mid-15th century and there were
several well-known cake artisans in Nurnberg and Frankfurt by the end of the 15th century,
who chose their way to become professional craftsman in making this cake.
The advent of the modern type Baumkuchen wasnʼ t seen until after year 1769.
The advantage of our multi-roll type Baumkuchen baking oven to a single-roll type oven, is to
have the two separate zone inside the oven ‒ one is for the purpose of baking and the other is
for the purpose of thickening the rollsʼ surface color.
Itʼ s important to keep a high temperature in the baking zone. Otherwise, it will cause an
insuﬃcient baking result and produce rather dried Baumkuchen rolls.

Creative idea ...

Soki.Nakata

バウムクーヘンオーブン

Baumkuchen Automatic oven

ＢＭＰ６Ｐバウムクーヘンオーブンは回転するめん棒に生地を巻きつけバーナで焼く、
焼けた層の上に再び生地を巻きつけ焼く事の繰り返し動作を自動で行います。
パイプストレートバーナのみ燃焼させるため、高温で短時間に焼き上げる事ができ、
ガス燃焼時に発生する水蒸気と相乗効果で、浮きの良い、シトリのあるバウムクーヘンが出来上がります。
さらにバーナ手前に設定された遮熱シャッター、生地台上の温度が一定に保たれ、生地の焼け、痛みを 最小限にしつつ、
焼成効率を上げる事が可能になります。
The model BMP6P is designed to automatically activate the intermittent motions of pastry-pasting and baking.
The straight-type pipe burner makes it possible to bake up the pastry-rolls in a comparatively short time
by superb effect of the mixture of steam and burning heat, which gives the exquisite moisture feeling as
well as the beautiful thick color to the surface of Baumkuchen.

ＢＭＰ６Ｐ
６本焼きバウムクーヘンオーブン
６
６本焼きバウム
Model BMP6P
Baumkuchen Automatic oven (6-rolls baking)

操作スイッチは５インチ液晶タッチパネル内に
操作スイッチは５イン
インチ液晶タッチパネル内に
集中し
焼成時 必要な情報も見やす 画面配置にな
ます
種類 焼成条件を登録 き
集中し、焼成時の必要な情報も見やすい画面配置になっています。５種類の焼成条件を登録でき、
生地台調整作業は自動化しました。
オペレーターの作業は、生地の追加供給と生地皿前後調整のみに集中する事ができます。
匠の技を初心者でも簡単に再現できます。

The touch panel, with built-in operation control switches, is the ﬁve (5)-inch size LCE panel to provide a clear view and all necessary
information to the operator during the operation. Five (5) diﬀerent programs data of baking conditions can be installed into it and the pastry-tableʼ s
height is adjusted automatically. The operatorʼ s job during the operation is limited to just two main things that are such as reﬁlling the pastry-paste to
the pastry-tray and adjusting the pastry-trayʼ s height in the back-and-forth direction inside the oven,
along the baking process.The machine makes possible that even a beginner or novice is able to easily represent a craftsmanship in making Baumkuchen !

１

２
１

生地台高さ調整ハンドル（自動調整付）
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生地昇温防止遮蔽板
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パイプストレートバーナー
(自動温度調整付)
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ガトー・ピレネー
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タッチパネル
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1 Pastry-tableʼ s height adjusting lever ( with auto function)
2 Elevating shutter, to buffer too high temperature heat
3 Straight-type pipe burner (with auto thermostatic function )
4 Groove-forming tool (furrow forming kit)
5 Operation control touch panel
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バウムクーヘンオーブン オプション
オプション<Optional items>
回転ラック <Rods’ rotating rack>
■インバータ制御で速度変更可能
■めん棒１２本セット可能

■Variable rotation speed by an inverter
■Twelve pastry-rolls are available

３相AC200V（２００Ｗ）
幅 約1200mm×高さ 約1625mm×奥行き 約500mm

3-phase, 200V/AC (200w)
W1200 × H1625 × D500mm

スライサー <Slicer>
■スピードコントローラ付
■目盛り付き
■フォンダン・グラスかけに最適
AC100V（60Ｗ）
幅 約1182mm×高さ 約362mm×奥行き 約570mm

■Speed controlling function
■With scale
■Suitable for fondant, glass

100V/AC (60w)
W1182 × H362 × D570mm

\台
等分カット台

固定ラック <Rods’ rack>

<cut table>

■めん棒１２本セット可能
Twelve pastry-rolls are available

幅 約 890mm
高さ 約1483mm
奥行き 約 430mm

W 890mm
H 1483mm
D 430mm

バウムクーヘンオーブン
<BMP6P-1000>
<BAUMKUCHEN Oven, model BMP6P>
製品の太さ / Thickness, diameter of rolls
３本焼き / 3 Rolls
２１０m（ｍａｘ）
６本焼き / 6 Rolls
１５０mm（ｍａｘ）
めん棒長さ（生地が付く部分） / Pastry-rod’s length
φ４５以下 / < 45mm
７５０ｍｍ
φ４５以上 / > 45mm
７５０ｍｍ

電源 / Power supply
めん棒 / rods
ドラム / drum
動力/ Power
生地台 / table
シャッタ / shutter
熱源 / Heat source
ガス消費量 / Consumption
点火方式 / Ignition
塗装色（前面／ボディ）
Coating Color (front/body)

３相２００Ｖ １．２Ｋｗ / 3-phase, 200V/AC 1.2Kw
４００Ｗ インバータ制御 / inverter
４００Ｗ インバータ制御 / inverter
２００Ｗ
２００Ｗ
プロパンまたは都市ガス / LPG or Utility gas
４５６００Ｋｃａｌ（ｍａｘ）
パイロットバーナー自動着火 / Pilot-burner’s auto-ignition
標準：「ステン／クリーム」※その他、前面とボディの特注カラーお受けいたします。
Standard color: stainless color or cream (beige) color. ※Any special color is also available on the customer’s request.

予告なく仕様変更する場合がありますので、詳しくはお問合せください。
お客様の環境に合わせた、仕様変更できます。
お問合せください。
※Speciﬁcation may be changed without a prior notice due to a sudden change of the design or development.

SOKI NAKATA CO., LTD.
機械のオーダーメイドお受けし
機械のオーダーメイドお受けします。
こんな機械があったらいいな
こんな機械があったらいいな・・・
この作業を自動化できたら・・・・
あなたのアイデアを実現します。

静岡県藤枝市横内８００－３３
TEL (054)641-1982 FAX (054)641-2158
http://www.soki-nakata.co.jp
web@soki-nakata.co.jp

800-33 Yokouchi, Fujieda-city, Shizuoka-Pref., 426-0002 Japan
TEL:+81-54-641-1982 FAX:+81-54-641-2158
URL: http://www.soki-nakata.co.jp MAIL:web@soki-nakata.co.jp
We are pleased to receive such making-to-order requests (custom-made orders)
and hear any ideas or wishes or proposals how you want to
automate the production process, from the customers.
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