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KEG 
DRAFT
とは

KEG DRAFTとは、
蔵でしか味わえなかった
しぼりたての日本酒

✔瓶のお酒よりも保存性が高く、開栓後も味わ
いがほとんど変化いたしません。

✔残量や品質管理を気にせず、好きな量をサー
ブでき、量り売り、テイクアウトにも対応可能。

✔新酒のフレッシュでデリケートな生酒の味わ
いをいつでも、長期間お楽しみいただけます。
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KEG DRAFT スターターキット

【キット装着後の高さ】450mm
【ケグの幅】240mm
【品名】 KEG DRAFTスターターキット
【形式】ポンプ型

【価格】35,000円（税、送料別）

お店の冷蔵庫にそのまま入れてサーブが可能！！
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導入方法❶
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https://drive.google.com/file/d/1Nu0JFo3t13X_cl_NLGR5OcCyzyAOMMWc/
view?usp=sharing説明書リンク→



卓上型冷蔵ショーケース【KEG DRAFT専用冷蔵庫】
• 温度設定は-6～10℃でKEG DRAFT SAKE用冷蔵庫に最適

（外気温25℃、湿度60％、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず）

• LED照明で庫内を明るくきれいに照らす
• デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
• 自然冷媒（R600a）でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
• ノンフロン製品だから環境に優しい
• 三重ガラスだから庫内保冷能力が良い
• Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
• 自動霜取り機能付き
• 製品保証１年間。（但し、製品保証書・保証修理規定に基づく）
• 納品価格：52,800円（税込、配送料含む）、
• 商品は軒先渡しとなります。
• リードタイムはご注文からお届けまで約2週間

品番：RITS-96（黒）、JCMS-96-TO（白）
外形寸法：470x492x847mm
庫内寸法：387×355×732mm
定格内容積：88L
製品質量：33kg
消費電力+[LED]：100/110W+[1/1W](50/60Hz) 
年間消費電力量：296/296kWh/年(50/60Hz) 
付属品：棚板4枚
収納目安：KeyKeg10L:２本(１本は横置）　

納品までのフロー
① ご注文用紙（別紙参照）を株式会社三晃堂へ送付
② 株式会社三晃堂から請求書をお客様へ送付
③ 入金確認後配送手配
※納品日の目安は発注書確認、お振込み確認後5営業日（土日祝除く）です

お問合せ、見積依頼先

メールアドレス：sankodo@mx.biwa.ne.jp

特 徴

白色バージョン
JCMS-96-TO

黒色バージョン
RITS-96

https://www.jcm3.co.jp/user_data/images/warranty.pdf
mailto:sankodo@mx.biwa.ne.jp


令和 年 月 日

送付先

〒

卓上型冷蔵ショーケース【KEG DRAFT専用冷蔵庫】白(JCMS-96-TO)： 52,800円（税込）

※再発注の際は価格が変動している場合がございますので事前にご確認下さい。

お 届 け 先
ご担当者様お名前

　

※納品日の目安は発注書確認、お振込
確認後約5営業日（土日祝除く）です。

通　信　欄

摘　要品　名 数　量

卓上型冷蔵ショーケース【KEG DRAFT専用冷蔵庫】黒(RITS-96)： 52,800円（税込）

ご希望の請求書
送付方法☑ 　　□郵送（原本）　　□メール　　　□Fax

お届け先住所

〒 　  -    

お電話番号 tell             　 　Fax

ご注文される色（黒又は白）の段に数量をご記載下さい。

　　ふりがな

ご希望のお届け日
☑ 　　　　月　　　日　　　□午前　　□午後

貴店名：

mail

FAX

TEL〒  　 -    

ご請求先お名前

お電話番号

ご請求先住所

ＦＡＸ注文書（0748-46-3156）

滋賀県近江八幡市安土町上豊浦978

株式会社　三　晃　堂

0748-46-3155　

521-1341

0748-46-3156

sankodo@mx.biwa.ne.jp

　　ふりがな

tell              　　Fax

メールアドレス

mailto:sankodo@mx.biwa.ne.jp
mailto:sankodo@mx.biwa.ne.jp
mailto:sankodo@mx.biwa.ne.jp
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−15℃〜10℃まで幅広い温度設定で日本酒の品質管理
はもちろん、狙った温度帯で生酒を提供できます。

【型名】MJS-050DCSG6（KDJモデル）
【ケグの収容本数】6本
※最大5種類のKEG DRAFT SAKEがサーブいただけます。
【設定温度】約-15℃～10℃
【定格電圧】100V
【定格内容積】321L
【外形寸法】幅500mm ×奥行650mm ×高さ1890mm
【製品質量】約100kg
【消費電力量】[冷却時] 280/285 W [霜取時] 400/400 W ( 50/60Hz )
【概算価格】照明無し290,000円〜、照明付き350,000円〜
設置場所によって追加料金が発生する可能性がございます。

納期はご注文を頂いてから約2～3週間程度となっております。
〜

*当該商品はKEG DRAFT JAPANにてお申し込みを受付け、フクシマガリレイ社より
御見積させていただきます。
＊別途サーブ本数分のスターターキットと飲料及びガスラインチューブ、接続継手、炭酸ガス等が必要です。

フクシマガリレイ社冷蔵庫



品質保持力の要は圧力
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KEG DRAFTは、充填時に、大気圧の２倍近い圧力で日
本酒を封入。充填された日本酒は、高い水圧を持った状
態で貯蔵されます。
その為、充填時に活きている酵母が発する二酸化炭素を
液中に多く取り込む事ができる為、フレッシュなガス感
を長期間維持する事を可能にしました。（特許製法）

また、二酸化炭素を多く含んだ生酒は、生ひねの進行を
阻害する要因となる為、瓶と比較して品質保持能力が大
幅にアップしました。
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KEG DRAFT特有の特徴
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【メリット】
・まるでしぼりたてのようなフレッシュ感
・グラス単位で提供しても最後まで品質保持
・ガス圧の高い二次活性酒も安心して提供
・酒蔵から直送でフレッシュローテーション
・最後の１滴まで抽出可能（残量はほぼ無し）

【課題】
・冷蔵庫のスペースを取る（一升瓶約4本分）
・器具の初期導入コストがかかる（35,000円〜）
・冷蔵庫によっては思った程冷えない（庫内温度＋３℃）
・にごり系の場合、オリの攪拌はKEGを振るしかない
・飲食店が導入する際、しっかりとしたレクチャーが必要
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KEG DRAFTよくあるトラブル
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・お酒が出ない
カプラー等の接続不良

流量レバーがしまっている
空気圧が下がっている

・お酒が漏れる
ホースの取り付けが浅い
継手が緩んでいる

タップハンドルが少し傾いている

・黒いオリががでた
長期間（2日以上）抽出しない場合は、スターターキットを取り外しを推奨
着色はステンレスの酸化皮膜形成時に発生する。
皮膜はステンレスの錆防止の為で、品質には問題ない。
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KEG DRAFT SAKEの魅⼒まとめ
魅⼒その1：KEG DRAFT SAKEとは蔵元でしか飲めなかったフレッシュな味わいのお酒をバイザグラス
でお楽しみいただける仕組みです。
KEG DRAFT SAKEのほぼ全てが
1. ⽣酒：加熱処理を⾏っていないお酒。※通常のお酒は60度以上に温度を上げてお酒を安定化させる

⽕⼊れという処理が⾏われております。
2. 無濾過：フィルター処理を⾏っていないので味わいがしっかりと感じられます。
3. 原酒：加⽔処理、調整を⾏わず、ジューシーな味わいが感じられます。
上記の事項に加えてしぼりたてお酒に感じられるプチプチとしたガス感をお楽しみいただけるものが多
いです。
※お酒は発酵の際に⼆酸化炭素を作ります。その出来⽴てのお酒にある⼆酸化炭素がプチプチ感を⽣み
出します。
魅⼒その2：瓶の製品でもしぼりたてのお酒はございますが、瓶に詰めた時点から味わいは良くも悪く
も変化します。ナチュラルワインなどのように味わい、⾹りの変化を瓶のお酒ではお楽しみいただけま
すが、KEG DRAFT SAKEはデリケートな酒質のお酒を密閉して開栓後も味わいを変化させずにお楽し
みいただけます。今⽇飲まれて美味しかった味わいと同じ味わいが次回ご来店時にもお楽しみいただけ
ます。
魅⼒その3：上記とも共通しますが、⽣酒は変化しやすいお酒です。瓶詰めの際に蔵元様が「この味わ
いで飲んでほしい」という味わいをKEG DRAFT SAKEでは変化させずにお楽しみいただけます。⾔わ
ば、蔵元様の飲んでほしいタイミングの味わいをお楽しみいただけます。



*使用後のケグは必ず内圧を抜いてください。
各自治体のリサイクル処分のルールに従い、お客様ご自身で処分お願い致します。
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使用後のケグは必ず空気抜きが必要
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キーケグ取扱いの諸注意

約2.0BARがかかっている圧力容器です。

・使用後は専用の圧力抜き用備品を使用し、必ずケグ内の圧を０になるまで抜いてください。
・鋭利な刃物等でケグを刺さないでください。
・火や冷蔵庫の熱源の近くに置かないでください。（推奨保管温度：～25℃）
・充填後のケグは転がさないでください。

10©2022 Clip Creative Co., Ltd. CONFIDENTIAL



クリップクリエイティブ株式会社

KEYKEG輸入総代理店
KEYKEG正規テクニカルサポー
ター

KEG DRAFTプラットフォーム

〒673-0892明石市本町２丁目2−8 本町ビル３F
TEL: 050-3698-9900 Mail info@kegdraftjapan.com

KEYKEG正規テクニカルサポー
ター

酒類卸売事業者
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