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バームクーヘン（Baumkuchen）それは・・・・
お菓子の王様と伝えられるドイツの伝統的な焼き菓子

機械のオーダーメイドお受けします。
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バウム（Baum）は木とか樹木
　　　　クーヘン（Kuchen）はケーキや焼き菓子という意味
　　　　　　　　　　
　　

歴史
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。

日本で最初にバウムクーヘンを作ったのはドイツ人のカール・ユーハイムで、
広島県商品陳列所（後の原爆ドーム）で開催された広島県物産陳列館捕虜製作品展覧会において販売（大正 8 年 :1919 年 3月 4日）された。
このことを記念して、毎年 3月4日は「バウムクーヘンの日」と決められている。
当時はピラミッドケーキという名前で販売されていた。

製造
バウムクーヘンは麺棒と呼ばれる丸い芯棒にとろ～り流れるような生地をかけ、直火の前でぐるぐる回しながら焼き上げる。
表面が焼きあがったら、再び生地をかけ直火の前へ。焼成を繰り返すことで太くしていく
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バウムクーヘンオーブン＜ガス式６本焼き＞

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。
自社製パイプストレートバーナのみで燃焼させるため、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。 

BMP６P

生地昇温防止シャッター２

生地台高さ調整ハンドル（自動調整付）１

パイプストレートバーナー３

ガトー・ピレネー４

タッチパネル５

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. 

1  Pastry-table’ 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

The touch panel, with built-in operation control switches, is the 7-inch size LCE panel to provide a clear view and all necessary 
information to the operator during the operation.  20 different programs data of baking conditions can be installed into it and the pastry-table’ s 
height is adjusted automatically. The operator’ 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-tray’ 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  !

操作スイッチは７型液晶タッチパネル内に集中し、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。
山型バウムクーヘンにも対応できる焼成条件を最大２０登録でき、焼成を自動化しました。
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。
これらにより、匠の技を初心者でも簡単に再現できます。



バウムクーヘンオーブン＜ガス式１２本焼き＞

ＢＭＰ１２Ｐバウムクーヘンオーブンは、最大１２本焼き上げる能力を持ちながら、
６本焼きにも搭載された自社製パイプストレートバーナによる湿熱に加え、新たに追加された赤外線バーナの輻射熱、
この２種類のバーナの相乗効果で、しっとりバウムとハード（ピレネー型）バウムを最高の仕上がりに焼き上げます。
さらにバーナ手前に設定された遮熱シャッターを大幅に拡大、前面扉に小窓を追加、タッチパネルを大型にした事により、
生産効率が大幅に向上します。

BMP１２P

バウムクーヘン生地供給装置

新開発　生地供給装置は生地皿へ供給する作業を自動化し、作業者の負担を軽減をします。
人の作業よりも細かく、適切なタイミングで生地を供給する為、生地供給時（新しい生地と混ざった時）に生地皿上の温度変化が少なく
焼成の最後まで生地の状態が安定します。焼成後の残り生地の片付けに時には、吸い戻す事も可能です。

BMD

前面のタッチパネルと速度オペレータで設定および単動運転が可能
バウムクーヘンオーブンと通信接続し、連動させる事も可能

ポンプユニットは、工具無しで分解・
組み立てができます。全てのパーツは、
高耐熱性で煮沸殺菌及び洗浄機に対応します。

(自動温度調節)赤外線バーナとパイプストレートバーナ２

生地昇温防止遮蔽板１

１２本掛けドラム３

７型タッチパネル４

BMP6P
BMP6PM
BMP6EL
BMP12P

適合機種



バウムクーヘンオーブン自動１本焼き機

自社製パイプストレートバーナーによる湿熱と赤外線バーナーの輻射熱により、最高の焼き上がりに仕上がります。
炉内固定遮熱板と前面自動扉により焼成時に正面外部への排熱が少なく、作業者及び生地皿上の生地への
熱によるストレスが殆どありません。
大型タッチパネルで焼成条件を入力し、ほぼ全自動状態で焼成可能な為、他の作業と並行して焼成する事ができます。

BMP１P

閉じ（焼成中）

開き



シフォンバウムクーヘンオーブン

パイプバーナーを使った炉内の空気を温めるオーブンと違い、赤外線バーナーは途中の空気を暖めることなく
対象物に照射された表面だけを熱する効率の良いバーナです。それを５本採用し、５箇所に分散して
炉内のバウムクーヘンだけを短時間で強力に焼き上げる事で、ウキのいい・しっとり・ふわふわのシフォンケーキのような
バウムクーヘンを作り出します。 
バーナは自動着火・消火、温調アシスト機能で焼成炉温度を一定に保ちます。

BMP６PM

生地昇温防止遮蔽版２

生地台高さ調整ハンドル（自動調整付）１

赤外線バーナー３

タッチパネル４

３、６本のめん棒はワンタッチで取付が可能です。 工具も一切要りません。操作性を考え、
タッチパネルを採用しました。全自動モード、マニュアルモードなど焼成に役立つ機能があります。



バウムクーヘン　カット関連用品
バウムクーヘンのカット作業に便利な道具を揃えております。

小径バウムクーヘン
    抜き用作業台

めん棒を片持ちできるため、反対側から焼き上がった
バウムクーヘンを簡単に抜くことができます。
※専用の小径めん棒が必要です

小径バウムクーヘン
    めん棒抜き型
バウムクーヘンのめん棒を引き抜くための型です。
※専用の小径めん棒が必要です。

等分カット台 
簡単に２～８等分にカットできます。
水洗いできいつまでも清潔を保てます。

スライサー
簡単に均等に切りたい！フォンダン・グラスをかけたい！
などなどスライサー１台で解決します。
操作は簡単！電源スイッチと速度変更用のボリュームの２つの操作だけ！
定寸バー（ＯＰ）を付けることで、目盛を見ず決まったカットができます。

回転ラック
焼きたてホヤホヤ♪アツアツのバウムクーヘンは、
柔らかくチョッとの振動で崩れ落ちてしまいます。
そこで、回転ラックが大活躍します。
めん棒を最大１２本セット、回転しながら変形防止をし、
冷却を行います。さらに間欠運転機能で落下を防ぎます。

バウムクーヘンオーブン 関連機械
バウムクーヘンを製造に必要な関連機械を揃えております。

固定ラック
バウムクーヘン麺棒を１２本かけれるラック
キャスター付（ストッパー付）で動かし可能

テーブルスタンド
バウムクーヘンを一本置けるスタンド
フルステンレスで清潔を保てます

固定 ク テーブルスタンド



バウムクーヘンオーブン　ガス式６本焼き　＜BMP6P＞
３相２００Ｖ　１．２Ｋｗ   (50hzまたは60hz選択) 

めん棒
ドラム

生地台
シャッタ

４００Ｗ(INV制御)
４００Ｗ(INV制御)

２００Ｗ
２００Ｗ

熱源 プロパンまたは都市ガス

電源

ガス消費量 51.3Kw
点火方式 パイロットバーナー自動点火

塗装色 前面：ステンレス
ボディ：クリーム

製品の太さ ３本焼き φ２１０ｍｍ(最大）
６本焼き φ１５０ｍｍ(最大)

めん棒長さ
（生地が
　付く部分）

φ４５以下　 ７５０ｍｍ
φ４５以上 ７５０ｍｍ

幅 約150８mm×高さ 約173０mm×奥行き約1315mm 

機械重量 ８００ｋｇ

※その他、前面とボディの特注カラーお受けいたします。

点火確認 あり（フレームロッド）

３相２００Ｖ　１．7Ｋｗ   (50hzまたは60hz選択) 
めん棒
ドラム

生地台
シャッタ

４００Ｗ(INV制御)
４００Ｗ(INV制御)

4００Ｗ
4００Ｗ

熱源 プロパンまたは都市ガス

電源

ガス消費量 61.3Kw

点火方式 自動点火

塗装色 標準：「前面：ステンレス　ボディ：クリーム」

製品の太さ １２本焼き φ120ｍｍ(最大)
６本焼き φ210ｍｍ(最大)

めん棒長さ ７５０ｍｍ（生地が付く最大）

機械重量 10００ｋｇ

パイロットバーナ　　9.9Kw
メインバーナ　　　　41.4Kw(2.3Kw×18本)
赤外線バーナ　　　　10Kw（5Kw×２本）

点火確認 あり（フレームロッド）

幅 約150８mm×高さ 約1９３６mm×奥行き約１４１４mm 

バウムクーヘンオーブン　ガス式１２本焼き＜BMP12P＞

点火ヒータ 1.2A×2

生地供給装置＜BMD＞
３相２００Ｖ　７５０Ｗ電源

幅 約５３０mm×高さ 約１１４４mm×奥行き 約６００mm 

ポンプモーター７５０W（INV制御）
３８L容量
３０Kg機械重量

バウムクーヘン　ガス式１本焼き　＜BMP1P＞
３相２００Ｖ　５００ｗ 

めん棒
アーム

シャッタ６０Ｗ(INV制御)
２８０Ｗ(ステッピングモータ)

　４０Ｗ（ブレーキ付モータ）
電源

熱源 プロパンまたは都市ガス
ガス消費量 44.09Kw

点火方式 自動着火（イグナイタ）
点火ヒーター（１．２Ａ）

機械重量 ６００ｋｇ

製品の太さ φ２１０ｍｍ（ｍａｘ）
めん棒長さ ６２０ｍｍ（生地がつく最大)

幅　約1105mm　×　高さ　約1702mm　×　奥行　約1398mm

4.19kw(内赤外線）

焼成時間 約４０分／１本

塗装色 前面：ステンレス・レッド
ボディ：レッド

※その他、前面とボディの特注カラーお受けいたします。

点火確認 あり（フレームロッド）

シフォンバウムクーヘンオーブン　＜BMP6PM＞
３相２００Ｖ　１．２９Kｗ 電源

熱源 プロパンまたは都市ガス
ガス消費量 ２４．３Kw
点火方式 自動点火

幅　約1474mm　×　高さ　約1650mm　×　奥行　約955mm
※その他、前面とボディの特注カラーお受けいたします。

バウムクーヘン　スライサー＜ＢＫＳ＞
ＡＣ１００Ｖ　９０Ｗ（スピードコントロールモータ）電源

幅 約1182mm×高さ 約362mm×奥行き 約570mm 
定寸カットバーＯＰ

バウムクーヘン　回転ラック＜ＫＲ－１２＞
AC１００V　９０Ｗ　（スピードコントロールモーター）電源

幅 約1200mm×高さ 約1625mm×奥行き 約500mm 

バウムクーヘン　固定ラック
最大１２本めん棒

幅 約890mm×高さ 約1483mm×奥行き 約430mm 

バウムクーヘン　テーブルスタンド
２個（１セット）
幅 約150mm×高さ 約230mm×奥行き 約150mm 

バウムクーヘン　等分カット台
内径（穴）６０ｍｍ　外径１００ｍｍ～１５０ｍｍまで　
                                    高さ１４５ｍｍまで
幅 約180mm×高さ 約163mm×奥行き 約180mm 

小径バウムクーヘン抜き用作業台・めん棒抜き型
専用めん棒Φ４０まで

幅 約1２００mm×高さ 約８００mm×奥行き 約４５０mm 
作業台

めん棒
ドラム

生地台４００Ｗ(INV制御)
４００Ｗ(INV制御)

２００Ｗ

塗装色 前面：ステンレス
ボディ：クリーム

機械重量 ８００ｋｇ

点火確認 あり（フレームロッド）

製品の太さ φ１２０ｍｍ(最大)
めん棒長さ ６５０ｍｍ（生地が付く最大）ステンレス製


