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氷感技術氷感技術氷感技術氷感技術

保存温度帯 コア技術 ランニングコストイニシャルコスト

冷蔵

（+10℃～-10℃）

静電場 数百～数千万円 通常冷蔵庫と同等

氷感庫内に特殊な静電エネルギーを安全かつ安定的に加える事により、食材

の鮮度を保持する技術です。

鮮度保持、熟成効果、制菌効果はもちろんのこと、生花の開花抑制や臓器、

血液保存など幅広い分野に対応可能な技術。



スタンダードタイプ 縦型4枚扉センターフリー

型式：IW-120M-4/F

内部構造

庫内へ高電圧を印加。

（最大7,000Ｖ）

壁面は絶縁処理を施す。

（漏えい防止・安定性）

ドアの開閉により出力を制御。

（感電防止・安全性）

氷感庫の特徴

特徴その１・・・電気代が一般の業務用冷蔵庫とほぼ同じ

特徴その２・・・スパーク検知器の搭載

特徴その３・・・様々な仕様に対応可能



氷感庫で保存することにより、今までの保存に比べ飛躍的に鮮度

を保つことが可能になります。

鮮度を保持しながら長期保存できるので食材のロスが今までより

少なくなり、無駄がなくなります。

氷感技術を使用することにより低温、長期保存が可能となり食

材が熟成され、食材のもつ本来の美味しさがさらにアップしま

す。さらに食材によっては糖度の上昇などの効果もあります。

氷感保存で得られる3つの効果

長期保存

ロスの削減

熟成効果



導入事例 地元の特産品を東京へ！

東京まで約4日

大阪まで約3日

生のたけのこを首都圏へ届けたい！！

通常だと冷蔵保存で約5日保存できるが東京・大阪までの

配送日数が3～4日かかってしまう・・・・

加工処理すると風味、食感が落ちてしまう・・・

保存期間が10日～14日にならないか？

氷感庫での保存結果

生 →30日（冷蔵だと5日）

ボイル →90日（冷蔵だと7日）

首都圏での販売が可能に！！

生産地より冷蔵便での配送期間



導入事例 特産品を活用し地域の活性化を目指す！

地域特産品である栗をかつては300t超生産していた

しかし獣害、海外産の輸入増による価格下落、生産者の高齢化により現在では

30t程の生産にまで激減している

旬の期間を延長し差別化のできる栗を生産し地域の

活性化に繋げたい！

氷感保存により

・約120日の保存が可能に！

・熟成効果により糖度が上昇！

現在10坪のプレハブタイプをお使い頂き収穫した栗と

加工した栗を保存されています



外観

庫内

農林水産省 補助事業「青果物鮮度保持技術・新流通システム実証事業」

玉葱保存用氷感施設玉葱保存用氷感施設玉葱保存用氷感施設玉葱保存用氷感施設 規模：規模：規模：規模：500坪（坪（坪（坪（33m××××50m××××12.4m））））

設計時イメージ



導入事例 飲食店

●ホルモン焼き店

…お盆や正月などの大型連休中は仕入れ業者も

休みになる為提供するホルモンが足りなくなり、

逆に連休前に仕入れたら保存期間が短いのです

ぐ腐ってしまう。

●中華料理店

…他の店との差別化を図りたい

連休前にあらかじめ大量仕入れができるように

なり、また長期保存もきくので品切れの心配が

なくなった！

冷麺用のスープを過冷却状態にし「シャーベッ

ト冷麺」として夏場の目玉商品に！

●洋菓子店

…原材料の果物を長期保存したい

果物のロス率の軽減に成功。またプリンやゼ

リーなどの離水率が軽減された！

●パン屋さん

…長期保存することによりコストダウンを図り

たい

パン生地を冷凍から氷感保存へかえたことによ

り解凍の手間が省け準備時間に余裕ができるよ

うになった。パン生地も焼き上げ時に今までよ

りもふっくらとしている！

●高級ステーキ店

…ロスの削減とよりおいしい肉を提供したい

長期保存はもちろんのこと、氷感庫で保存する

だけで肉が柔らかくなりおいしくなった！



食材保存試験



弾力性弾力性弾力性弾力性 粘り粘り粘り粘り

硬さ硬さ硬さ硬さ

氷感米

低温米

米における氷感熟成効果（島根女子短期大学による食味分析）



スタート時 3日後 7日後

大腸菌群数
陰性 陰性 陰性

一般生菌数 300万以下/g 300万以下/g 300万以下/g

90日間の牛肉氷感保存

冷蔵保存移行後の菌発生検査

注）食肉における一般生菌数は食品衛生法による基準は定められていない。

一般的な参考基準値は500万/g以下（日本生活協同組合連合会基準）

50日間の牛肉氷感保存

検査機関：北海道立十勝圏地域食品加工技術センター

60日間の牛肉を調理

牛肉保存試験・菌数試験(自社試験)



鶏肉における氷感保存試験（自社保存試験）

10日後

モモ肉

ムネ肉

ササミ



【マグロ（各々保存3日後）の鮮度Ｋ値を測定】

Ｋ値 鮮 度

１０％以下 高鮮度

２０％以下 良鮮度（生食の限界）

５０％以下 可食限界鮮度

パターン 保存方法 K値

A

B

C

冷凍保存(-60℃)

氷感保存(-3℃)

冷蔵保存(+6℃)

2.6％

7.5％

13.4％

＊（財）日本冷凍食品協会調査

【氷感解凍の効果 ～ドリップを抑えて美味しく解凍！！～】

冷凍マグロ（解凍３日目）の状態 冷凍鶏肉（解凍２日目）の状態

ド

リ

ッ

プ

流

出

…

通常

鮮魚（K値測定、解凍試験、アミノ酸濃度測定、臭気測定）



長期保存困難魚保存試験（自社保存試験）

氷感氷と氷感塩水漬け保存

氷感保存19日後の鰺

氷感保存２日後の小イワシ

獲れたての鰺

獲れたての小イワシ



キハダマグロ保存11日目

養殖ブリ保存8日目

首折れあじ保存8日目

・切り身の状態にした時に身が立つ

・色もくすんだところがなく味も良い

・目も濁っていない

・エラが赤く鮮度を保っている

釣り上げた漁師さんに氷感保存した魚を試食

して感想をいただきました



冷凍生ウニの解凍・保存試験結果

実験用氷感庫へ業務用（チリ産）冷凍生ウニを－２℃、３５００ｖの条件に

て解凍・保存試験を開始。

専用トレーにスポンジ敷きの上にウニを乗せ

た冷凍商品

解凍・保存開始２４時間後

拡大写真

まる１日でドリップの流失を押さえ、ウニ本来の色を引

き出しほぼ７０％近く解凍できている。

解凍・保存開始４８時間後

拡大写真

２日の状態であるが、色も鮮やかでドリップの流失も殆ど見

受けられない。全体の９０％近く解凍出来ている。

この状態での完全解凍に戻すには、氷感水（－３℃）に塩を

入れた氷感塩水に漬ければ一瞬に生ウニの状態になります。

冷凍ウニに混在しています、ミョウバンの臭みもかなり除去

でき、臭みの少ないウニとして使用できます。

冷凍状態のウニ



【高電場による早期熟成（アミノ酸濃度の上昇）効果について】

農林水産省 高度化事業にて実施

保存3日目 保存10日目

ア
ミ

ノ
酸

含
量

保存時間

電場有り

電場無し

高電場による早期熟成のイメージ
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（半導体ニオイ計測センサ（E-nose mobile）によるスカ

ラー値）



果物試験(自社試験)

氷感保存28日目のメロン鮮度試験（JA様独自試験）

2222ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月経過経過経過経過

梨の鮮度試験（JA様独自試験）

6666ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月経過経過経過経過

2007年には1年間保存した梨がTVで取り上げられました。

（TV東京 ワールドビジネスサテライトにて）

12121212ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月経過経過経過経過

氷感保存67日の桃鮮度試験（JA様独自試験）



いちご保存試験（福岡県農業試験場にて）

保存試験開始から10日目の比較写真

試験開始５日目からカビが発生

（写真は１０日目）

氷感＋９℃通常＋５℃

氷感保存では幅広い温度帯での使用が可能です!!



氷感保存氷感保存氷感保存氷感保存 ハウスより収穫

共に大きな変化は見られない

氷感保存50日目のぶどうと収穫直後のぶどう鮮度維持試験（JA石見銀山）

常温保存 1週間 経過後



平成平成平成平成17171717年年年年10101010月月月月5555日日日日

平成平成平成平成18181818年年年年2222月月月月10101010日日日日氷感庫にて保存氷感庫にて保存氷感庫にて保存氷感庫にて保存

3333ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月経過経過経過経過

保存開始時と状態は殆ど変わらず、新鮮さを保っている。

目視での傷みは確認されない。

氷感保存3ヶ月のブルーベリー鮮度試験（JA石見銀山）



「試食結果」

氷感保存した栗は非常に黄色度が鮮明で甘く美味しい。冷蔵保存は白っぽく甘みも少ない。

糖度 15.16％ → 17.90％（約3％上昇）

ショ糖 通常 5.7% 氷感 6.2%

栗における1ヶ月保存試験（JA石見銀山）



保存前 (左）氷感冷蔵庫 （右）冷蔵庫

氷感保存22日目のアスパラ鮮度試験（JA石見銀山）



（左）冷蔵庫 （右）氷感保存

冷蔵庫で保存したものは変色して縮んでいるが

氷感冷蔵庫で保存したものは傷みが殆ど無い

氷感保存1ヶ月のピーマンの鮮度試験（JA石見銀山）

氷感保存25日目のトマト鮮度試験（自社試験）

右側の通常保存には腐敗が見られる。

（左）冷蔵庫 （右）氷感保存

冷蔵庫で保存したものは周りが黄色く変色している

氷感保存55日目の大根鮮度試験（自社試験）



生ポルチーニの保存試験（自社試験）

（左）試験開始時 （右）氷感保存18日後

トリュフの保存試験（自社試験）

（左）試験開始時 （右）氷感保存20日後

通常の保存であれば１週間後には大半が破棄となる。

氷感庫で保存すれば約３倍の20日間保存が可能。

冷蔵では３～４日しか保存できない生ポルチーニ。

氷感庫で保存すれば約５倍の18日間保存が可能。



アーティーチョークの保存試験（自社試験） プレコーチェの保存試験（自社試験）

（左）試験開始時 （右）氷感保存18日後 （左）試験開始時 （右）氷感保存15日後

外国産高級食材も

氷感庫で長期保存が可能！

長期保存にはオイル漬け等の方法が用いられる。

氷感庫では無加工の状態で約３倍の18日間保存が可能。

通常の保存であれば１週間程度しか保存できない。

氷感庫で保存すれば約２倍の15日間保存が可能。



業務用タイプ業務用タイプ業務用タイプ業務用タイプ 恒温高湿タイプ恒温高湿タイプ恒温高湿タイプ恒温高湿タイプ インキュベーター用氷感庫インキュベーター用氷感庫インキュベーター用氷感庫インキュベーター用氷感庫

氷感庫製品ラインナップ（一部）

大型倉庫タイプ大型倉庫タイプ大型倉庫タイプ大型倉庫タイプ



外観

庫内

氷感システム搭載車輌２ｔ氷感システム搭載車輌２ｔ氷感システム搭載車輌２ｔ氷感システム搭載車輌２ｔ 氷感システム搭載コンテナ氷感システム搭載コンテナ氷感システム搭載コンテナ氷感システム搭載コンテナ



スタンダードタイプ(型式：IW-120L-4) 恒温高湿タイプ(型式：IW-K120L-4/F)

冷却方式の違いについて

ファンにより冷気を循環させ

庫内を冷やす。

壁面を冷却し庫内を冷やすため、

風が無いので乾燥が起こりにくい。

湿度：90％以上

壁面絶縁方式のため、

庫内の容量が多く取れる。

壁面絶縁方式が不可能なため、

庫内にフレームを組むので

容量が2割程度少なくなる。



プレハブ氷感庫に関して

棚方式 あまり重ねる事ができない物の保存に最適。

例えば、段ボールに収めた果物や番重に収めた物等。

最もスタンダードな方式です。

架台方式 棚方式と比べ大量の保存が可能。

特注スロープを取り付け、台車で直接架台へ進入する

事も可能です。

プラスチックコンテナを重ねて保存したり、重量物を

保存するのに最適です。

パレットラック

方式

パレットに保存物を載せたまま保存する事が可能です。

フォークリフトでの作業が主となります。

保存物の大きさ・重さ、作業方法等、お客様のニーズに合わせ

案件ごとに設計致します。



氷感ブランドを使った新商品開発

氷感庫を導入されているユーザーが扱われている食材等を店舗やWEBサイトで販売！！

氷感ブランド戦略

氷感保存で付加価値をつけ差別化を！！


