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gドラムの特長 

• 200ℓ 容量のオール樹脂(PP)リユース型エコ容器です。 環境
にやさしい green から 「g ドラム」 としました。 
 

• 湿気、水分に強く、紙粉・鉄粉・錆び等が発生しません。 
 

• 外気と非接触で充填・排出することができます。（下部から充
填・排出することができます。） 
 

• 内袋は使い捨てで、バリアー性能にすぐれています。 

 

• 無菌的に充填・排出することもできます。 

 
注） 危険物、劇毒物には使用できません。 
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スリーブ（内） スリーブ（外） 

トップ・フレーム 

底板 

部材 

蓋 

組立後 
（蓋は胴体部に封印できます。） 

胴体部 

蓋 

計五つの部材から構成されています。 
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底板（裏面） 

強化PP バンド 

トップ・フレーム 

上面（蓋を開けた状態） 

溶着 

PP バンド 

PP バンドはスリーブ（内と外）の間を 

通りますのでほとんど視界に入りませ
ん。 

部材の結束 

バックルを使用せずPPバンド
を直接溶着します。 



充填 

1/16/2018 住商グローバル・ロジスティクス株式会社 5 

排出  

コーナーフィラーは高さを調節することができ、アー
ムが回転します。 

外気と非接触で充填することで、コンタミ・異物混入
等のリスクを最小化することができます。 



排出 

1/16/2018 住商グローバル・ロジスティクス株式会社 6 

① ライナーに全開放弁（特許）が付いています。  

② 使い捨てですので従来必要であった外付け
バルブとその分解洗浄・殺菌が不要です。 

③ アタッチメント（2Sフェルール）を経由して直
接ホースに接続できます。 

④ 排出口（下部）からも充填できます。 

⑤ 専用の絞り出し装置（ツイン）との併用で高粘
度物を排出することができます。（詳細は別資料
をご覧ください。）  

バルブ付ライナーは飛び出し部分が尐なく残液の移動・荷役も安全です。 

従来のメンブレン式ライナーはバルブの取り付けが必
要で、一旦装着すると取り外すことができません。 



無菌充填・排出 
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充填ヘッド 製品ホース 温水・蒸気ホース 

温水供給ユニット 
 (LWH≒1.2x0.8x1.5m) 

操作パネル 

計量機付きハンドフォーク 

容器  

充填ヘッド 

○ 充填と排出を無菌的に行えます。 
○ 「接続→スチーム殺菌→充填（排出）→リンス→殺菌」工程を半自動で行います。 
○ 内袋と下部で接続できるため、充填機や容器を昇降させる必要がなく、前後のローラーコンベヤーも不要です。 
○ 既存のユーティリティと組み合わせることができるコンパクトかつ経済的なユニットです。 



内袋(200L) 
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排出口 （バルブ付）  

充填口 

バリアー性能 （単位 cc/m2/24時間@23℃） 

コード番号 材質（ミクロン） 層 酸素  水蒸気  二酸化炭素  

BDL200M アルミ蒸着 (90) / LLDPE (50) / LLDPE( 50) 三層 < 1 < 1 < 4 

比較品 LLDPE (60) / PE (LLDPE)(60) / LLDPE (60) 三層 < 1100 < 10 < 6000 

① アルミ蒸着ラミネート仕様ですので製品
本来の風味・色合いを長時間保持すること
ができます。 

② 外層容器への（からの）臭い吸着を防ぎ
ます。 

③ 下部からも充填できます。 

④ 充填温度85℃以下、保存温度帯-25℃
～65℃、ヒーターとの併用も可能です。 

⑤ 無菌充填システム（インタセプト、GEA 

アセプトマグ）にも対応します。 



内袋の食品検査証明書 
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注） 食品衛生法上、gドラムは製品運搬用の器具です。 



積載効率 （vs.鉄ドラム） 
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T-11型パレットに積載でき
る本数は鉄ドラム2本に対
して、g ドラムは4本です。 

1.1 m 

200ℓ 200ℓ 

200ℓ 200ℓ 

200ℓ 

200ℓ 

1.1m 

1.1 m 

1.1m 

200ℓ 

200ℓ 

200ℓ 

200ℓ 200ℓ 

200ℓ 200ℓ 



1/16/2018 住商グローバル・ロジスティクス株式会社 11 

底面の形状 

① ドラムの底には荷役用のミニフォークを四方向から挿入できる溝がついていますの
で、単体でも移動できます（次頁の専用ポーター参照）。 
 

② パレット上に積載される場合は弊社推奨パレットとの併用をお奨めします。パレット
に載せてトラック・鉄道輸送をされる場合は安全のためPP バンド・ストレッチフィルム等で
ラッシングをしてください。 

ミニフォーク 



荷役 
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g ドラムは単体でもポーターで荷役することができます （待ち上げ高さ ≒ 30cm）。 

キャスター付トレーもご利用いただけます。  



  強度試験 （ISTA 3E） 
 

側面打撃テスト 落下テスト 

段積圧力テスト 振動テスト 
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段積み強度 
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○ 充填後、三段積みすることができます。
（左は現在進行中の四段積み屋外暴露テス
トの写真。パレット一枚当たりの水量= 800
リットル） 
 
○ gドラムは単体で約3トンの荷重に耐える
ことが実証されています。 



高粘度物・絞り出し機能（ツイン） 
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エアー駆動です。内袋に付着
する高粘度物（30万cps程度ま

で）をポンプと併用で絞り出す
ことができます。 ツイン200（左）と

駆動スイッチ（右） 

ライナーを二本のローラーに挟み込み、スイッチを入れるとが g ドラム内を自動的に下降します。 



ツイン200  
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絞り出したあとの内袋の状態 
（残量は約500g = 0.2%) 

250kg の粘度物（2万cps )を 
絞り出しているツイン200 

（注意） ツインはポンプが稼働しているときだけ使用してください。ツイン単独による押し出しはできません。 



加温機能 (底面ヒーター)  
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底面ヒーターの電源コード
は使用時にのみ接続する
ため汚破損を最小限に抑
えることができます。 

固形脂（常温で固化する食用油脂）を溶解することができます。 

自然対流しない（熱伝導率の低い）製品は側面ヒーター（次頁）との併用をおすすめ
します。 

底面コードレス 
ヒーター (300W)  

側面ヒーター  
(200W)  

側面ヒーターは小型の可動式
加温庫としてもご利用いただ
けます（内外スリーブの間に
設置されるため内容物に直接
触れることはありません）。 

製品はコントローラー
で定温制御できます。 



水 加温テスト結果 
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←底面＋側面ヒーター （＠平均外気温 14℃） 

←底面ヒーターのみ （＠平均外気温 18℃） 

←側面ヒーターのみ （＠平均外気温 21℃） 



水 加温（底面+側面ヒーター） 
と放熱テスト結果 
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プチプチ・ジャケット装着後の水温 

室温 

水温 

ヒーター停止後の水温下降 
（破線は理論値） 



切り替え動機 

 

g ドラム 
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バッグ・イン・ボックス 
作業回数・廃棄物の増加 段ボール、ファイバー・ドラム 

汚れと損傷の蓄積・回収・廃棄・
紙粉の発生 

一斗缶  
作業回数・廃棄物の増加 

切り粉の発生・混入、虫の
誘因 

鉄・ステンレス製ドラム缶  
錆び・鉄粉・コーティング剥離 
・内部結露・収納・廃棄・再生 



gドラムのレンタル条件 
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充工 

排出工場 

・製品の外部輸送にお使いになる場合 
↓ 

トリップ･レンタル 
 

一回の使用（入庫⇒充填⇒出庫⇒顧客への納品⇒回収） 
に対してレンタル料を支払う方法です。 

 

・場内で継続的にお使いになる場合 
↓ 

期間レンタル 
 

毎月一定のレンタル料を支払う方法です。 

(注） 製品キロ単価への換算方法は別紙を参照ください。 



お問い合わせ 

さらに詳しいことにつきましては、以下へお問い合わせください。      
 

住商グローバル・ロジスティクス株式会社 

物流機器事業本部 物流関連事業部 

東京都中央区晴海1-8-12 

晴海トリトンスクエアZ棟19F 

 

Tel : 03-6220-3309 （木村） 

メール： shinichi.kimura@sglogi.co.jp 
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