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税込価格については税率10％で表示しています。　最寄りの消防署の指導を受け、安全な設置を施してください。

レンジ・テーブル

TRE430・TA304特長

ドア

温蔵・保温・加湿

食器消毒保管

JFEA機器基準

洗剤

フードカート

オーブン

ティルティングパン/回転釜

エレファントシェルフ

餃子グリラー

戸棚

ネットコンベア

炊飯
その他

オーブン

調理台

ラックコンベア

喫茶・軽食

包丁マナ板殺菌庫

新調理/HACCP

ホテルパン

涼厨

フライヤー

パンラック

学校給食

熱調理機器

作業機器

洗浄機器

サービス機器

消毒・保管機器

資料

備品・消耗品

配膳車・カート

ベーカリー

スチームコンベクションオーブン

作業台

アンダーカウンター

カフェテリア

煮沸式消毒

調理能力表

浄水・軟水器

搬送カート

関連機器

蒸し器

ゆで麺器

棚

容器・予洗付

中華レンジ

シンク

フライトコンベア

シルバーストッカー

ドライシステム

NSF

ステンレスフロア

アクアガスオーブン

グリラー/グリドル

日本そば

下調理

アルスライン・カスタム

冷凍・冷蔵機器

衛生機器

その他

省人機器

■外形寸法：W496×D604×H872
■消費電力：単相100V 75Ｗ（50/60Hz）
■処理能力：約6.5kg（約2升）
※軽くどなたにも扱い易い樹脂ドラム・パッキ
ンレス構造

※操作性が高く分かり易いタッチパネル

■外形寸法：φ445×H390
■消費電力：単相100V 150W（動作時）
■ホッパー容量：約12ℓ（約2升）
■ヒーター設定範囲：10～80℃
■処理能力：寿司1800カン/h、おむすび750個/h
※標準仕様として寿司またはおむすびをお選
　びください。

■外形寸法：W348×D430（MAX585）×H590
■消費電力：単相100V 60W
■ホッパー容量：約8.2kg（約2.5升）
■成形能力：最大900～1,200本/h
■圧延量目：約40～400g
※連続運転機能搭載。シャリ板を取ると自動的に新しい
シャリ板を成形。

※巻き機構を省き、コンパクトで低価格。
　組立分解も一段と簡単。

 寿司 ･おむすび兼用  

■外形寸法：W280×D321×H454
■消費電力：単相100V  45W
■ホッパー容量：約3.3kg（約1升）
■処理能力：最大1,800個/h（50/60Hz）
※ハンドセンサー搭載

■外形寸法：W310×D497×H583
■消費電力：単相100V  60W
■ホッパー容量：約6.6kg（約2升）
■処理能力：最大4,200個/h
※設置後にターンテーブルの回転方向の変更が可能
※両取り機能搭載

■外形寸法：W350×D477×H584
■消費電力：単相100V　180W（50/60Ｈz）
■ホッパー容量：約6kg（約2升）
■処理能力：最大4,800個/h
※ターンテーブル逆回りタイプSSN-JRA

 

■外形寸法：W394×D548×H641
■消費電力：単相100V 110W
■ホッパー容量： 7.5kg（約2.5升）
■処理能力：細巻約400本、中巻約300本、太巻約280本/h
※付属品：細・中・太巻のいずれか1種類付

■外形寸法：W488×D692×H592
■消費電力：単相100V 200/280W（50/60Ｈz）
■処理能力：約3.3～6.6kg（1升～2升）
※シャリ切り機初のテフロンレス
※ワンタッチ着脱
※オプションにてドラムカバーあり。
※特殊樹脂ドラム・パッキンレスで
　ランニングコスト低減

酢合わせ

※W（間口）、D（奥行）、H（高さ）を表示します。  ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。　荷作り・運賃は別途申し受けます。　　

炊飯／その他　熱調理機器

■外形寸法：W415×D415×H371（16.0ℓ）
■消費電力：単相100V（50/60Hz） 230W
※（　）内容量

■外形寸法：W353×D353×H360（8.0ℓ）
■消費電力：単相100V（50/60Hz） 200W
※（　）内容量

■外形寸法：W460×D395×H355（12.0ℓ）
■消費電力：単相100V 240W
※（　）内容量

NMW-088
NL-16P

■外形寸法：W460×D395×H405（16.0ℓ）
■消費電力：単相100V 280W
※（　）内容量

■外形寸法：W365×D315×H375（8ℓ）
■消費電力：単相100V 210W
※（　）内容量

■外形寸法：W426×D368×H355（12.0ℓ）
■消費電力：単相100V 240W
※（　）内容量

■外形寸法：W362×D315×H335（8.0ℓ）
■消費電力：単相100V 220W
※（　）内容量

JHI-N081TH-CV045

■外形寸法：W315×D260×H350（4.5ℓ）
■消費電力：単相100V 140W
※（　）内容量

TH-CV080

単相 100V

寿司シャリ切り機 お櫃型ロボット のりまきメーカーガス

電気

IH

スチーム

ガス

電気

IH

スチーム

ガス

電気

IH

スチーム

ガス

電気

IH

スチーム

ガス

電気

IH

スチーム

ガス

電気

IH

スチーム

ガス

電気

IH

スチーム

ガス

電気

IH

スチーム

すしメーカー 小型のり巻きロボット

マイコンスープジャー （乾式） 電子スープジャー （湿熱式）

ASM730 ¥940,000
税込¥1,034,000

SVR-NVG ¥1,710,000
税込¥1,881,000

JHI-N121 ¥90,000
税込¥99,000

JHI-N081 ¥75,000
税込¥82,500

SSG-GTO ¥1,290,000
税込¥1,419,000

ASM865 ¥1,280,000
税込¥1,408,000

NL-16P（スープ用） ¥62,000
税込¥68,200

NMW-088 ¥76,000
税込¥83,600

MCR-SSC-J ¥1,000,000
税込¥1,100,000

ASM405S ¥600,000
税込¥660,000

ASM430 ¥990,000
税込¥1,089,000

TH-CV120 ¥92,000
税込¥101,200

TH-CV045 ¥70,000
税込¥77,000

SSN-JLA ¥1,430,000
税込¥1,573,000

TH-CV160 ¥108,000
税込¥118,800

TH-CV080 ¥75,000
税込¥82,500

■外形寸法：
　洗米機W600×D600×H1,675
　貯米庫W600×D600×H1,305
■洗米処理量：1～7.5kg（0.5kg刻み）
■消費電力：単相100V 760W（50/60Hz）
■標準洗米時間：6分04秒（4.5kg洗米時）
※リフト台車との組み合わせも可能
※内釜別途

■外形寸法：W600×D630×H1,785
■洗米処理量：1.8～9.0ℓ（0.9ℓ刻み）
■消費電力：単相100V 590W（50/60Hz）
■標準洗米時間：5分40秒（5.4ℓ洗米時）
※内釜別途

■外形寸法：W600×D590×H1,610 
■消費電力：単相100V 170W（50/60Hz）
■炊飯能力：3.6～9.0ℓ（0.9ℓ刻み） 
■貯米量：60kg 
※マイコン炊飯器付

RM-401A

■外形寸法：W540×D643×H1,648
■消費電力：単相100V 110W
　三相200V 5.05kW（炊飯器）
■貯米量：60kg
■標準洗米時間：7.2ℓ=2：13min

■外形寸法：W415×D530×H1,345
■洗米処理量：1～6kg（0.5kg刻み）
■消費電力：単相100V 80W（50/60Hz）
■標準洗米時間：4分10秒（4kg洗米時）
※米投入型
※内釜別途

RM-601D

■外形寸法：W602×D623×H1,802 
■消費電力：単相100V 1,100W（50/60Hz）
■洗米処理量：1.8ℓ（1升）～9.0ℓ（5升） 
■貯米量：130㎏
■標準洗米時間:7.2ℓ（4升） 2分00秒

AR455-AB15 AR355BRM-502SURM-401CG21 KR723NA KKP90KN-JP

  

自動洗米機／炊飯機

RM-401A ¥1,250,000
税込¥1,375,000

RM-401CG21 ¥1,980,000
税込¥2,178,000

RM-502SU ¥1,990,000
税込¥2,189,000

RM-601D ¥800,000
税込¥880,000

KP90KN-JP ¥1,140,000
税込¥1,254,000

KR723NA K ¥2,150,000
税込¥2,365,000

■外形寸法：W540×D640×H1,590
■消費電力：単相100V 140/150W（50/60Hz）
■炊飯能力：約35分/釜
■貯米量：60Kg（40 升）

■外形寸法：W540×D650×H1,460
■消費電力：単相100V 140/150W（50/60Hz）
■洗米能力：約3分～/回（洗米モードによる）
■貯米量：60Kg（40 升）

AR455-AB15 ¥1,998,000
税込¥2,197,800

AR355B ¥1,118,000
税込¥1,229,800

レンジ・テーブル

ティルティングパン/回転釜

餃子グリラー

炊飯
その他

オーブン

涼厨

フライヤー

熱調理機器

スチームコンベクションオーブン

蒸し器

ゆで麺器

中華レンジ

アクアガスオーブン

グリラー/グリドル


