
95 　　 耐食性に優れた SUS430ステンレス鋼を使用しています。　 JFEA仕様あり 受注品  

※調理台（バックガードなし）TRE-WCT-150AW・120BW・150BW・180BWは両面仕様
※調理台（ガラス戸式）（バックガードなし）TRE-WCT-150GAW・180GBWは両面仕様
※引出付調理台（バックガードなし）TRE-WCT-120BDW・150BDW・180BDWは両面仕様

TRE430シリーズ調理台
奥行600mm/750mm/900mmタイプ
テーブルトップ /t=1.2mm
バックガード寸法 /
　高さ 150mm ×厚さ 60mm

型式 外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格 引出数
（個）

型式

間口 奥行 高さ

調理台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※自在中棚一段付

　TRE-WCT-75 750 600 850 ¥89,650 ¥81,500 － 　TXA-WCT-75

　TRE-WCT-90 900 600 850 ¥94,380 ¥85,800 － 　TXA-WCT-90

　TRE-WCT-120 1,200 600 850 ¥112,750 ¥102,500 － 　TXA-WCT-120

　TRE-WCT-150 1,500 600 850 ¥138,930 ¥126,300 － 　TXA-WCT-150

　TRE-WCT-180 1,800 600 850 ¥150,480 ¥136,800 － 　TXA-WCT-180

　TRE-WCT-120A 1,200 750 850 ¥134,750 ¥122,500 － 　TXA-WCT-120A

　TRE-WCT-150A 1,500 750 850 ¥152,130 ¥138,300 － 　TXA-WCT-150A

調理台/アクリル戸式    　　　　　　　　　　　　　　　　※自在中棚一段付

★TRE-WCT-90G 　900 600 850 ¥112,530 ¥102,300 － ★TXA-WCT-90G

★TRE-WCT-120G 1,200 600 850 ¥126,280 ¥114,800 － ★TXA-WCT-120G

★TRE-WCT-150G 1,500 600 850 ¥155,430 ¥141,300 － ★TXA-WCT-150G

調理台（バックガードなし）    　　　　　　　　　　　　　 ※自在中棚一段付

　TRE-WCT-90NB 900 600 850 ¥90,200 ¥82,000 － 　TXA-WCT-90NB

　TRE-WCT-120NB 1,200 600 850 ¥110,000 ¥100,000 － 　TXA-WCT-120NB

　TRE-WCT-150NB 1,500 600 850 ¥134,750 ¥122,500 － 　TXA-WCT-150NB

　TRE-WCT-180NB 1,800 600 850 ¥144,980 ¥131,800 － 　TXA-WCT-180NB

　TRE-WCT-90ANB 900 750 850 ¥119,350 ¥108,500 － 　TXA-WCT-90ANB

　TRE-WCT-120ANB 1,200 750 850 ¥131,450 ¥119,500 － 　TXA-WCT-120ANB

　TRE-WCT-150ANB 1,500 750 850 ¥146,080 ¥132,800 － 　TXA-WCT-150ANB

　TRE-WCT-180ANB 1,800 750 850 ¥173,250 ¥157,500 － 　TXA-WCT-180ANB

　TRE-WCT-150AW 1,500 750 850 ¥173,580 ¥157,800 － 　TXA-WCT-150AW

　TRE-WCT-120BW 1,200 900 850 ¥170,500 ¥155,000 － 　TXA-WCT-120BW

　TRE-WCT-150BW 1,500 900 850 ¥188,100 ¥171,000 － 　TXA-WCT-150BW

　TRE-WCT-180BW 1,800 900 850 ¥208,230 ¥189,300 － 　TXA-WCT-180BW

調理台/アクリル戸式（バックガードなし）  　　　　　　　  ※自在中棚一段付

★TRE-WCT-90GNB 900 600 850 ¥109,780 ¥99,800 － ★TXA-WCT-90GNB

★TRE-WCT-120GNB 1,200 600 850 ¥123,530 ¥112,300 － ★TXA-WCT-120GNB

★TRE-WCT-150GNB 1,500 600 850 ¥151,580 ¥137,800 － ★TXA-WCT-150GNB

★TRE-WCT-120GANB 1,200 750 850 ¥150,480 ¥136,800 － ★TXA-WCT-120GANB

★TRE-WCT-150GANB 1,500 750 850 ¥161,150 ¥146,500 － ★TXA-WCT-150GANB

★TRE-WCT-150GAW 1,500 750 850 ¥184,250 ¥167,500 － ★TXA-WCT-150GAW

★TRE-WCT-180GBW 1,800 900 850 ¥225,280 ¥204,800 － ★TXA-WCT-180GBW

引出付調理台

★TRE-WCT-75D 750 600 850 ¥118,250 ¥107,500 1 ★TXA-WCT-75D

　TRE-WCT-90D 900 600 850 ¥121,550 ¥110,500 2 　TXA-WCT-90D

　TRE-WCT-120D 1,200 600 850 ¥141,130 ¥128,300 2 　TXA-WCT-120D

★TRE-WCT-150D 1,500 600 850 ¥170,280 ¥154,800 3 ★TXA-WCT-150D

　TRE-WCT-180D 1,800 600 850 ¥203,280 ¥184,800 3 　TXA-WCT-180D

★TRE-WCT-90AD 900 750 850 ¥143,000 ¥130,000 2 ★TXA-WCT-90AD

★TRE-WCT-120AD 1,200 750 850 ¥172,150 ¥156,500 2 ★TXA-WCT-120AD

★TRE-WCT-150AD 1,500 750 850 ¥198,330 ¥180,300 3 ★TXA-WCT-150AD

引出付調理台（バックガードなし）

　TRE-WCT-90DNB 900 600 850 ¥121,000 ¥110,000 2 　TXA-WCT-90DNB

　TRE-WCT-120DNB 1,200 600 850 ¥136,180 ¥123,800 2 　TXA-WCT-120DNB

　TRE-WCT-150DNB 1,500 600 850 ¥168,300 ¥153,000 3 　TXA-WCT-150DNB

　TRE-WCT-180DNB 1,800 600 850 ¥198,550 ¥180,500 3 　TXA-WCT-180DNB

　TRE-WCT-90ADNB 900 750 850 ¥141,130 ¥128,300 2 　TXA-WCT-90ADNB

★TRE-WCT-120ADNB 1,200 750 850 ¥177,650 ¥161,500 2 ★TXA-WCT-120ADNB

　TRE-WCT-150ADNB 1,500 750 850 ¥189,200 ¥172,000 3 　TXA-WCT-150ADNB

　TRE-WCT-180ADNB 1,800 750 850 ¥227,480 ¥206,800 3 　TXA-WCT-180ADNB

　TRE-WCT-120BDW 1,200 900 850 ¥225,830 ¥205,300 2×2 　TXA-WCT-120BDW

★TRE-WCT-150BDW 1,500 900 850 ¥266,750 ¥242,500 3×2 ★TXA-WCT-150BDW

　TRE-WCT-180BDW 1,800 900 850 ¥288,530 ¥262,300 3×2 　TXA-WCT-180BDW

TRE-WCT-120

★ TRE-WCT-90G

TRE-WCT-120NB

TRE-WCT-90D

調理台（バックガードなし）

引出付調理台

調理台

調理台（アクリル戸式）
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税込価格については税率10％で表示しています。

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

TRE430シリーズ

※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。　　

コンロ台、移動台
奥行600mm/750mmタイプ
テーブルトップ /t=1.2mm
バックガード寸法 /
　コンロ台：高さ 300mm ×厚さ 60mm

調理台、コンロ台、移動台　作業機器

型式 外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格 排水接
続口径

A

取外し式スノコ 型式
間口 奥行 高さ W250 W350

コンロ台　高さ700mm 高さ650mm

　TRE-GT-60 600 600 700 ¥49,280 ¥44,800 － － 1 　TXA-GT-60

　TRE-GT-75 750 600 700 ¥55,880 ¥50,800 － 2 － 　TXA-GT-75

　TRE-GT-90 900 600 700 ¥61,380 ¥55,800 － － 2 　TXA-GT-90

　TRE-GT-120 1,200 600 700 ¥75,900 ¥69,000 － 4 － 　TXA-GT-120

　TRE-GT-150 1,500 600 700 ¥79,530 ¥72,300 － 1 3 　TXA-GT-150

　TRE-GT-60A 600 750 700 ¥63,800 ¥58,000 － － 1 　TXA-GT-60A

　TRE-GT-90A 900 750 700 ¥78,650 ¥71,500 － － 2 　TXA-GT-90A

　TRE-GT-120A 1,200 750 700 ¥93,830 ¥85,300 － 4 － 　TXA-GT-120A

コンロ台（バックガードなし）　高さ700mm 高さ650mm

　TRE-GT-60NB 600 600 700 ¥44,330 ¥40,300 － － 1 　TXA-GT-60NB

　TRE-GT-90NB 900 600 700 ¥51,150 ¥46,500 － － 2 　TXA-GT-90NB

　TRE-GT-120NB 1,200 600 700 ¥59,950 ¥54,500 － 4 － 　TXA-GT-120NB

　TRE-GT-150NB 1,500 600 700 ¥72,050 ¥65,500 － 1 3 　TXA-GT-150NB

　TRE-GT-60ANB 　600 750 700 ¥58,080 ¥52,800 － － 1 　TXA-GT-60ANB

　TRE-GT-90ANB 900 750 700 ¥71,500 ¥65,000 － － 2 　TXA-GT-90ANB

★TRE-GT-120ANB 1,200 750 700 ¥85,250 ¥77,500 － 4 － ★TXA-GT-120ANB

移動台　高さ850mm 高さ800mm

　TRE-MT-90 900 600 850 ¥66,880 ¥60,800 － － － 　TXA-MT-90

　TRE-MT-120 1,200 600 850 ¥73,700 ¥67,000 － － － 　TXA-MT-120

TRE430・TA304特長

エレファントシェルフ

戸棚

調理台

パンラック

作業機器

作業台

棚

シンク

日本そば

TRE-GT-60 TRE-MT-120

コンロ台 移動台
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