
新発見:  

MARTORの 金属探知機で探知可能

な安全カッター。
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かんなをかければ木くずが落ちる(大事を行うには多少の犠牲はつきもの)と言われています。残念な

がら、以下にも当てはまります。製造および処理作業が行われるところであればどこでも、異物が生

産工程に混入する可能性があります。これは、食品だけでなく、化粧品、医薬品などにおいても発生

する可能性があります。その結果、製品へのコンタミ、高額な費用、企業イメージのダウンなどにつな

がります。

問題1: 異物。

2015年から2020年までのリコールを含む、公開された食品警告の数

(出典: 連邦消費者保護および食品安全局、2021年)。

食品および飲料業界の企業にとって、大規模な製品リコー

ルは、平均で約800万ユーロのコストが伴います(出典: Alli-

anz Global Corporate＆Safety、2017年)。

2019年の食品回収のほぼ3回に1回は、プラスチックや

金属などの異物混入が引き金となりました (出典: 連

邦消費者保護および食品安全局、2020年)。

数字とデータ (例としてドイツ)
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過去の経験から明らかなことは、カッティングが行われる場所では、どこでも怪我のおそれがあり

ます。ユーザーにとっては苦痛なことであり、会社にとっても高額なコストにつながります。切創事

故のうちほとんどは、安全ではない作業用カッターによって引き起こされます。

問題2: 切創事故

数字とデータ (例としてドイツ)

ドイツでは2019年にこれほど多くのナイフによる「届

け出義務がある労災事故」が発生しました(出所： 

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung（ドイツの

法定労災保険）, 2020) 。

工具によるすべての労災事故の半数以上は作業

用ナイフによるものです(出所： Deutsche Gesetz-

liche Unfallversicherung（ドイツの法定労災保険）, 

2020) 。

ナイフによる労災事故は平均して7.4日もの欠勤日

数に及びます(出所: Berufsgenossenschaft Nah-

rungsmittel und Gastgewerbe（食品外食業界団体）, 

2016年)。

雇用主には欠勤一日が平均500ユーロの損失を発

生させます。

ユーロ
日

5843,000

500 7.4

件の事故
%
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解決策: 金属探知機で探知可能な安全カッター。

1.異物の抑制

ゾーリンゲンの会社であるMARTORは、安全で革新的なカッティングソリューションを提供する国際

的な大手メーカーです。当社の金属探知機で探知可能な安全カッターは、食品および製薬業界など

のデリケートな業界向けに特別に設計されています。それらを使用すると、2つのリスクを軽減できま

す。異物混入と切創事故

MARTORのMDP安全カッターは、金属探知機で探知可能な高品質のプラスチック製で、極め

て小さい部品でも見つけることができます。 金属探知機だけでなく、X線検査装置でも。

金属製のハンドルはステンレスで塗装されていないため、塗装はがれによる異物混入を防ぐ

ことができます。使用したブレードもステンレスです。カッターのクリーニングは簡単です。

利点:  

• 製品へのコンタミの減少

• 機械への損傷の削減

• 製品リコール(または返品)の減少

• コストの削減

MARTORのMDP安全カッターは、フレームワーク規制EC 1935/2004およびEU 10/2011の要

件を満たしているため、食品との直接接触に適しています。

MDP安全カッターの青色は、自然界においてほとんど見かけることのないもので、製造工程に

おける目視検査での検出が容易です。
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2.切創事故の減少

刃の交換は簡単かつ安全で、追加の工具は必要ありません。使い捨てナイフの場合、刃の交

換がないため、怪我のリスクがさらに軽減されます。

MARTORグリップは堅牢でエルゴノミックな形状です。高い頻度でカッティングを行う場合もス

ムーズな作業が可能で、手の疲労も軽減されます。

利点:  

• カッティングによる負傷の削減

• 欠勤の削減

• パッケージされた商品の損傷の削減

• コストの削減

MARTORのMDP安全カッターには、(刃の)自動収納機能や隠し刃など、GSがテストした安全技

術が搭載されています。

SECUNORM
ブレード自動収納機能

＝高い安全性

高い安全性を称賛。切り始めたらすぐにスライ

ダーを放してください。するとカットの後、ブレー

ドはすぐにグリップの中に戻ります。 あなたを

危険から回避。

SECUMAX
隠し刃

= 最高の安全性

ブレードはむき出しになっておらず、人や品物

に触れないように設計されています。それによ

り最大限の安全性が実現します。切り傷や商

品の損傷を防止します。
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45°

工業用ブレード 番号 192043 番号 192043.66 

0.40 mm, 幅広研削, ステンレススチール製ブレード,   

セーフティディスペンサー入り10枚

MDP安全カッター
隠し刃付き。

フィルム専門家、最新ステータス。

•  フィルムおよびストラップに最適な、4 mmのカッティングの深さの

MARTOR安全カッター

• 材料：金属探知機で探知可能なプラスチック

• 右利きと左利き用のとりわけ人間工学に基づくグリップ

• 2つのスクラッチの深さ付き粘着テープ用カッター

• •非常に安全で簡単な刃の交換 (マグネットを含む)

• 4回使用可能、ステンレスの刃

• 隠し刃により、最高の作業安全性と最大限の商品保護

情報

主要な切削材料

装着状態の刃

取り扱い 

SECUMAX 320 MDP

巻きつけフィルム、ス

トレッチフィルム、収

縮フィルム

巻き取りフィルムお

よび紙

プラスチック製スト

ラップ

ダンボール:  

1枚重ね

接着テープ 袋詰め品

繊維 フェルト

革 ラミネートフィルム

ラミネートフィルム

製品の特徴 番号 32000771.02
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SECUMAX 150 MDP 3イン1のカッティングソリューション。

•  MARTOR使い捨て安全カッター、6 mmのカッティングの深さ、 通常

の切断作業、スクレ―ピングやスコアリングに

• 素材: 金属探知機で探知可能なプラスチック

• 隠し刃により、最高の作業安全性と最大限の商品保護

ダンボール:  

1枚重ね

巻きつけフィルム、ス

トレッチフィルム、収

縮フィルム

接着テープ プラスチック製スト

ラップ

袋詰め品 巻き取りフィルムお

よび紙

主要な切削材料取り扱い 

製品の特徴 番号 150007.12

元のサイズの50％

元のサイズの50％

情報

SECUMAX 145 MDP スリムな形状。卓越した性能。

•  MARTOR使い捨て安全カッター、4 mmのカッティングの深さ、日常

のカッティング作業に対応

• 素材: 金属探知機で探知可能なプラスチック

• 隠し刃により、最高の作業安全性と最大限の商品保護

ダンボール:  

1枚重ね

巻きつけフィルム、ス

トレッチフィルム、収

縮フィルム

接着テープ 袋詰め品

巻き取りフィルムお

よび紙

綱、紐

主要な切削材料取り扱い 

製品の特徴 番号 145007.12
情報

装着状態の刃

ステンレスブレードは交換できません。 

ブレード強度 0.30 mm. 

装着状態の刃

ステンレスブレードは交換できません。 

ブレード強度 0.50 mm. 
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MDP安全カッター
隠し刃付き。

装着状態の刃

ステンレスブレードは交換できません。 

ブレード強度 0.30 mm. 

SECUMAX POLYCUT MDP

元のサイズの50％

スペシャリストの中のオールラウンダー。

•  MARTOR使い捨て安全カッター、3 mmのカッティングの深さ、フィル

ムと紙に最適

• 素材: 金属探知機で探知可能なプラスチック

• 隠し刃により、最高の作業安全性と最大限の商品保護

SECUMAX リングナイフ MDP 小さなヘルパーの登場です。

•  MARTOR使い捨て安全カッター、特にフィルムと紐の場合、6 mmの

カッティングの深さで指に装着

• 素材: 金属探知機で探知可能なプラスチック

• 隠し刃より、最高の作業安全性と最大限の商品保護

巻きつけフィルム、ス

トレッチフィルム、収

縮フィルム

接着テープ

巻き取りフィルムお

よび紙

綱、紐

封筒

主要な切削材料

製品の特徴 番号 8500772.12

取り扱い 

綱、紐 巻き取りフィルムお

よび紙

主要な切削材料取り扱い 

製品の特徴 番号 307.08

情報

情報

装着状態の刃

ステンレスブレードは交換できません。 

ブレード強度 0.30 mm. 
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MDP安全カッター
(刃の)自動収納機能付き。

SECUNORM PROFI25 MDP あらゆる用途においてプロ級の性能。

•  すべての一般的なカッティング作業に対応する21 mmのカッティング

深さのMARTOR安全カッター

•  素材: 塗装されていないアルミニウム製のグリップ、金属探知機で探

知可能なプラスチック製のインサート

• 高いカッティング頻度と高い負荷に対応するエルゴノミックなグリップ

• 右利きと左利き用の片面スライダー

• 2回使用可能、ステンレスの刃、工具なしで交換可能

• (刃の)自動収納機能による高い作業安全性

ダンボール：

3枚重ねまで

巻きつけフィルム、ス

トレッチフィルム、収

縮フィルム

プラスチック製スト

ラップ

接着テープ

袋詰め品 巻き取りフィルムお

よび紙

綱、紐 PVCフロア材

不織布 フェルト

繊維

装着状態の刃

台形ブレード 番号 199 番号 199.70 

0.63 mm, 幅広研削, ステンレススチール製ブレード,   

ディスペンサー入り10枚

主要な切削材料取り扱い 

製品の特徴 番号 120700.02 情報
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SECUNORM PROFI40 MDP これにより、刃の交換をせずに長期間の作業が可能です。

•  すべての一般的なカッティング作業に対応する36 mmのカッティング

深さのMARTOR安全カッター

•  素材: 塗装されていないアルミニウム製のグリップ、金属探知機で探

知可能なプラスチック製のインサート

• 高いカッティング頻度と高い負荷に対応するエルゴノミックなグリップ

• 右利きと左利き用の片面スライダー

• この丈夫で錆びない刃は、工具なしで交換可能

• (刃の)自動収納機能による高い作業安全性

ダンボール：

3枚重ねまで

巻きつけフィルム、ス

トレッチフィルム、収

縮フィルム

プラスチック製スト

ラップ

接着テープ

袋詰め品 フォーム材、発泡スチ

ロール

不織布 巻き取りフィルムお

よび紙

綱、紐 フェルト

PVCフロア材 繊維

発泡スチロール用ブレード 番号 17940 番号 17940.60 

0.50 mm, 長さ71.2 mm, ステンレススチール製ブレード,  

クリアパッケージ入り10枚

主要な切削材料取り扱い 

製品の特徴 番号 11900771.02 情報

装着状態の刃
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MDP安全カッター
(刃の)自動収納機能付き。

装着状態の刃

工業用ブレード 番号 145 番号 145.60 

0.30 mm, ステンレススチール製ブレード,  

クリアパッケージ入り10枚

装着状態の刃

ステンレスブレードは交換できません。 

ブレード強度 0.63 mm.

SECUNORM HANDY MDP

元のサイズの50％

元のサイズの50％

ポケットサイズの定番です。

•  すべての通常カッティング作業に対応する9 mmのカッティングの深

さのMARTOR安全カッター

•  素材: グリップはステンレス鋼製、金属探知機で探知可能なプラスチ

ック製のインサート

• (刃の)自動収納機能による高い作業安全性

SECUNORM SMARTCUT MDP カッティングツールはここまでスマートになれるのです。

•  MARTOR使い捨て安全カッター、通常のすべてのカッティング作業

用に12 mmのカッティングの深さ

• 材料: 金属探知機で探知可能なプラスチック

• (刃の)自動収納機能による高い作業安全性

ダンボール： 

2枚重ねまで

巻きつけフィルム、ス

トレッチフィルム、収

縮フィルム

接着テープ プラスチック製スト

ラップ

袋詰め品 巻き取りフィルムお

よび紙

主要な切削材料

製品の特徴 番号 447.02

取り扱い 

ダンボール： 

2枚重ねまで

巻きつけフィルム、ス

トレッチフィルム、収

縮フィルム

接着テープ 巻き取りフィルムお

よび紙

綱、紐

主要な切削材料取り扱い 

製品の特徴 番号 110700.02

情報

情報
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お客様にとっての付加価値: MARTORのコンサルティング

MARTORにとっての作業安全性は、製品の品質および組み込まれている安全技術だけでなく、サービ

スの問題でもあります。MARTORはここでも業界における標準を打ち立てています。これには、継続的

なサポートや、特に現地での個別のコンサルティングサービスが含まれます。

MARTORの技術コンサルタントがお客様のカッティング用途を分析し、最適なカッティングソリ

ューションの選択をサポートします。

MARTORは、個別のトレーニングと指導を通じて、MDP安全カッターの導入と使用に関して、

安全担当者とエンドユーザーを支援します。

さらに、当社が実施するテストにより、製品の選択と、検出器およびセンサーとの最適な「相互

作用」が保証されます。 装置の校正は、当社のMDP検査カードによってサポートされます。
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お客様にとっての付加価値: MARTORメディア

現場における広範囲なコンサルティングサービスの終了後も、MARTORは、引き続き製品に関するサ

ポートを提供します。MDP安全カッターの迅速な受け入れと適切な取り扱いに関しては、当社が提供

する現場を重視して包括的なメディアをご利用いただけます。

MARTORの製品ビデオでは、MARTORのカッティング工具の特性とその利点をご説明してい

ます。

トレーニングビデオでは、エンドユーザーにどのように最良(=最も安全で最も効果的)にカッティ

ングするかを示しています。

MARTORのテクニカルデータシートでは、商品管理システムにおいて新しいカッティング工具

を採用するために必要なものをすべて見つけることができます。
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