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ポルカプレート

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

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。
※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。　　

温蔵・保温・加湿／カフェテリア サービス機器

フードウォーマー サラダバーコールドコールドトップ サービストップ

コーナースタンド ディスペンサースタンドトレースタンド トレー＆シルバースタンド

ブッフェユニットの中にコールドゾーン、ホットゾーン、
ノーマルゾーンを組み込んだオーダー製品

サファイアシリーズ施工例

※サファイアシリーズの外型寸法：奥行（D）は、トレーレーン収納時の寸法。トレーレーンを広げる事でD＝745～985mmまで広がります。
※サファイアシリーズの外型寸法：高さ（H）は、テーブルトップまでの高さです。スニーズガードトップまでの高さは1,405mmです。
※サファイアシリーズすべてに自在キャスター75φ×4が付きます。

■外形寸法：W6,000× D1,800× H1,800

実際の製作時には仕様が一部異なる場合があります。

ブッフェユニット
電気 サファイアシリーズ

■外形寸法：W1,500×D600×H850
■ウォーマー槽寸法：W1,280×D510×H220
■ヒーター消費電力：
単相200V  2.0kW ブレーカー単相15A
※受注生産により単相100V、1.0kW仕様も
　可能です
■ライト消費電力：単相100V 75W
※付属品：ホテルパン1/1サイズ×4

■外形寸法：W1,500×D600×H850
■コールド槽寸法：W1,280×D510×H150
パンチングスノコ付
※ホテルパン(1/1"D=100以下)4個使用可能
■冷却機消費電力：単相100V 400W×1
■ライト消費電力：単相100V 28W

■外形寸法：W1,500×D600×H850
■コールド槽寸法：W1,280×D510×H200
パンチングスノコ付
※ホテルパン(1/1"D=100以下)4個使用可能
■ライト消費電力：単相100V 28W×1

■外形寸法：W1,500×D600×H850
■テーブル寸法：W1,500×D600
■ライト消費電力：単相100V 25W×3

★BSS-150WU ¥1,043,000
税込¥1,147,300

★ BSS-150FU ¥1,535,000
税込¥1,688,500

★BSS-150CU ¥922,000
税込¥1,014,200

★BSS-150SU ¥796,000
税込¥875,600

■外形寸法：W790×D790×H850
■ライト消費電力：単相100V 25W×2
※トレーレーン開閉寸法：
　　　　　　　W935～985×D935～985

■外形寸法：W900×D600×H400
■テーブル寸法：W900×D600
■ライト消費電力：単相100V 25W×2

■外形寸法：W900×D600×H850
■テーブル寸法：W1,500×D600
■ライト消費電力：単相100V 25W×2

■外形寸法：W900×D600×H400(1,100)
■テーブル寸法：W900×D600

★BSS-79CS ¥768,000
税込¥844,800

★BSS-90TU ¥524,000
税込¥576,400

★BSS-90DU ¥943,000
税込¥1,037,300

★BSS-90TS ¥386,000
税込¥424,600

温蔵・保温・加湿

喫茶・軽食

サービス機器

カフェテリア



161 電気使用製品　 （財）日本ガス機器検査協会検査合格品　

トレータイプ ラックタイプ キャビネットタイプ キャビネットタイプ（重荷重用）

TOL-T1-S3

食器ディスペンサー
電気

食器ディスペンサー/オープンリフトタイプ

食器ディスペンサー/シルバーシリンダー付タイプ

■外形寸法：W450×D610×H900
■収納能力：トレー用（80～100枚）

■外形寸法：W880×D620×H900
■収納能力：トレー2列用（80～100枚）×2列
＊トレー用棚独立機構

■外形寸法：W870×D610×H900
■収納能力：トレー2列用（160～200枚）×1列

■外形寸法：W550×D610×H900
■収納能力：フルサイズラック（5～6段）食器用

TOL-T1 ¥177,000
税込¥194,700

TOL-T1W ¥259,000
税込¥284,900

★ TOL-T2 ¥216,000
税込¥237,600

★ TOL-FR1 ¥190,000
税込¥209,000

■外形寸法：W450×D610×H 1,350
■収納能力：トレー用（80～100枚）＋
  　　　　　シルバーシリンダー3ヶ付

■外形寸法：W880×D620×H 1,350
■収納能力：トレー用（80～100枚）×2列＋
　　　　　  シルバーシリンダー8ヶ付

■外形寸法：W870×D610×H 1,350
■収納能力：トレー用(160～200枚)×1列＋
　　　　　  シルバーシリンダー8ヶ付

■外形寸法：W550×D610×H 1,350
■収納能力：フルサイズ(5～6段)食器用
　　　　　シルバーシリンダー6ヶ付

TOL-T1-S3 ¥220,000
税込¥242,000

TOL-T1W-S8 ¥301,000
税込¥331,100

★ TOL-T2-S8 ¥275,000
税込¥302,500

★ TOL-FR1-S6 ¥240,000
税込¥264,000

TMC-T4838N ★ TMCG-4242N ★ TMCG-FR5252HN★ TMC-HR5227HN TMC-FR5252N

型式 外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格 電源 消費電力
（50/60Hz）

kW

ストック容量(mm) 収容能力
間口 奥行 高さ 間口 奥行 高さ

トレータイプ

TMC-T4838N 422 552 850 ¥161,700 ¥147,000 ー ー 365 465 535 トレー80枚（目安）

★TMC-T4838HN 422 552 850 ¥221,100 ¥201,000 1φ100V 0.45 365 465 535 トレー80枚（目安）

ラックタイプ

TMC-HR5227N 312 592 850 ¥150,700 ¥137,000 ー ー 255 505 535 ハーフラック（250x500x105）5段

★TMC-HR5227HN 312 592 850 ¥206,800 ¥188,000 1φ100V 0.45 255 505 535 ハーフラック（250x500x105）5段

TMC-FR5252N 562 592 850 ¥176,000 ¥160,000 ー ー 505 505 535 フルラック（500x500x105）5段

★TMC-FR5252HN 562 592 850 ¥238,700 ¥217,000 1φ100V 0.45 505 505 535 フルラック（500x500x105）5段

キャビネットタイプ

★TMCG-4242N 457 537 865 ¥203,500 ¥185,000 ー ー 405 405 580 食器φ200x4列φ135x9列

★TMCG-4242HN 457 537 865 ¥261,800 ¥238,000 1φ100V 0.45 405 405 580 食器φ200x4列φ135x9列

キャビネットタイプ（高荷重用）

★TMCG-FR5252N 560 640 865 ¥218,900 ¥199,000 ー ー 505 505 580 フルラック（500x500x105）5段

★TMCG-FR5252HN 560 640 865 ¥279,400 ¥254,000 1φ100V 0.45 505 505 580 フルラック（500x500x105）5段
例）型式：TMC-T4838HN  "H"は保温機能付タイプ
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税込価格については税率10％で表示しています。

ポルカプレート

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

カフェテリア／喫茶・軽食　サービス機器

※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。　　

40ℓ、50ℓ、60ℓと3段階でお茶の量を
調整できます。

電気式はウィークリータイマーを搭載し
ており、お好みの曜日・時間に開始予約
ができます。

冷却機能付給茶機
ガス

電気

大量にお茶を提供する作業は
冷却機能付の「お茶当番」におまかせ！
給水→加熱→煮出し→冷却までを自動で行い、
開始から約1時間後には40℃前後まで冷まされたお茶が
出来上がります。※電気式の場合約2時間

簡単操作で作業負担を軽減

省スペースでランニングコストも削減

作業時間比較

お好みの水量・冷却温度を選び、
茶葉をセットして自動開始ボタンを押すだけで、
給水・加熱・煮出し・冷却の作業を自動で行うことができ、
一般的な給茶作業で必要とされていた手間や時間を
軽減できます。

加熱と冷却を 1台で行い、600mm× 660mmという省スペースでの作業が可能です。
また、従来方法と比較して低いランニングコストで給茶することができます。

ランニングコスト比較
冷却機能付き給茶機 従来の方法
ガス式 電気式 回転釜 大鍋

加熱

加熱時間（分） 30 90 40 25× 3回
熱効率（％） 60 80 30 30
熱量（kcal/h) 20,000 5kW（消費電力） 27,000 13,000
ランニングコスト（円 /回） 84 105 153 135

冷却
冷却時間（分） 30 30 60 60
使用水量（Ｌ） 150 150 180× 4回 180× 4回
ランニングコスト（円 /回） 15 15 72 72

ランニングコスト合計（円 /回） 100 120 225 210

●60ℓのお茶を給水→加熱→茶葉投入→煮だし→冷却（40℃）→提供するまでの時間。

型式 外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格 容量
（ℓ）

ガス消費量 電気容量
(W)間口 奥行 高さ kW (kcal/h)

ガス式

AHC-60J 600 685 1,300 ¥1,518,000 ¥1,380,000 60 20.9 18,000 単相100V 100W ○

電気式（タイマー付）

AHC-60ET 600 660 1,300 ¥1,650,000 ¥1,500,000 60 － 三相200V 5kW
単相100V 100W

一般的な給茶作業
大なべ、回転釜利用

冷却機能付給茶機
お茶当番

※水温17℃、沸騰温度100℃、冷却温度40℃で試算。
※回転釜60ℓ大鍋20ℓで試算。
※従来の冷却方法は、シンクにやかん（8ℓ）が2個入る場合で試算。
※ガス代（100円/kg・LPG）電気代（14円/kwh）、水道代（10円/100ℓ）で試算。

※設置に関して、電気式、ガス式共にフード下であること。(製品の上方は100cm以上空けて下さい）・床置きであること。
※別途梱包費・送料がかかります。

手作業 約100分

自動運転 約60分

この部分の時間の短縮が・・・
①ガス・水道代の節約
②人件費の削減
③作業スペースの効率化

時間短縮

水量調整ダイヤル

ウィークリータイマー（電気式のみ）

ウィークリータイマー
（電気式のみ）

水量調整ダイヤル

ガス式のみ

AHC-60J

AHC-60ET

温蔵・保温・加湿

喫茶・軽食

サービス機器

カフェテリア
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茶葉タイプ（お茶（HOTのみ）・お湯・冷水）

型番　PA=水道直結直接排水式　D=卓上タイプ 水道直結直接排水式
粉末タイプ(1種類、お湯・冷水)
当社従来機比約30%湯タンク容量増量

高速スピード抽出仕様 茶葉タイプ（お茶（HOTのみ）・お湯・冷水）
当社従来機比40％抽出スピード短縮　食堂・外食チェーン向け

茶葉タイプ（お茶・お湯・冷水）
卓上タイプ

粉末タイプ（2種類）
卓上タイプ

卓上タイプ

卓上タイプ

ティーサーバー水道直結型（浄水器別売）
電気

■外形寸法：W450×D515×H780
■消費電力：単相100V 1.190/1.205kW（50/60Hz）
浄水器なし
※HOT：1種類、お湯・冷水

■外形寸法：W450×D515×H1,430
■消費電力：単相100V 1.190/1.205kW（50/60Hz）
浄水器なし
※HOT：1種類、お湯・冷水

HPT-363LD ¥589,000
税込¥647,900

HPT-363LPA ¥657,000
税込¥722,700

■外形寸法:W450×D515×H880
■消費電力：単相100V 1.205/1.220kW（50/60Hz）
浄水器なし
※HOT:1種類、COLD:1種類、お湯・冷水
※粉砕茶はHTC-6121LFシリーズとなります。

■外形寸法：W450×D515×H780
■消費電力：単相100V 1.190/1.205kW（50/60Hz）
浄水器なし

■外形寸法:W450×D527×H840
■消費電力：単相100V 1.035/1.075kW（50/60Hz）
浄水器付属　
※HOT:2種類、COLD:2種類+お湯・冷水
ホワイト色＝PTE-100H2WB-WH
床置きタイプもあります。（PTE-100H2WB-C）

■外形寸法:W450×D515×H1,530 
■消費電力：単相100V 1.205/1.220kW（50/60Hz）
浄水器なし
※HOT:1種類、COLD:1種類、お湯・冷水
※粉砕茶はHTC-6121LFシリーズとなります。

■外形寸法：W450×D515×H1,430
■消費電力：単相100V 1.190/1.205kW（50/60Hz）
浄水器なし

■外形寸法：W450×D515×H775
■消費電力：単相100V 1.04/1.065kW（50/60Hz）
浄水器付属
床置きタイプもあります。（ATE-100HWA1-C）

（左）HTC-6121LD ¥649,000
（右）HTC-6121LBD 税込¥713,900

HPT-369LD ¥644,000
税込¥708,400

PTE-100H2WB-BK ¥729,000
税込¥801,900

（左）HTC-6121LPA ¥718,000
（右）HTC-6121LBPA 税込¥789,800

HPT-369LPA ¥712,000
税込¥783,200

ATE-100HWA1 ¥618,000
税込¥679,800

粉末タイプ（4種類）
床置タイプ

卓上タイプ

●業務用煎茶 ●業務用麦茶
粉末飲料

●業務用ほうじ茶 ●業務用ウーロン茶

粉末タイプ（3種類）
床置タイプ

粉末タイプ（2種類）
床置タイプ

■外形寸法：W450×D500×H1,500
■消費電力：単相100V 1.186/1.213kW（50/60Hz）
浄水器無し
※HOT：3種類、COLD：3種類＋お湯・冷水

■外形寸法：W450×D500×H1,500
■消費電力：単相100V 1.186/1.213kW（50/60Hz）
浄水器無し
※HOT：2種類、COLD：2種類＋お湯・冷水

■外形寸法：W450×D500×H845
■消費電力：単相100V 1.186/1.213kW（50/60Hz）
浄水器無し
※HOT：3種類、COLD：3種類＋お湯・冷水

■外形寸法：W450×D500×H845
■消費電力：単相100V 1.186/1.213kW（50/60Hz）
浄水器無し
※HOT：2種類、COLD：2種類＋お湯・冷水

BHK380RSY ¥738,000
税込¥811,800

BHK280RSY ¥680,000
税込¥748,000

BHK380RTY ¥698,000
税込¥767,800

BHK280RTY ¥640,000
税込¥704,000

■外形寸法：W450×D500×H1,500
■消費電力：単相100V 1.186/1.213kW（50/60Hz）
浄水器無し
※HOT：4種類、COLD：4種類＋お湯・冷水

■外形寸法：W450×D500×H845
■消費電力：単相100V 1.186/1.213kW（50/60Hz）
浄水器無し
※HOT：4種類、COLD：4種類＋お湯・冷水

BHK480RSY ¥768,000
税込¥844,800

BHK480RTY ¥728,000
税込¥800,800

■容量：200g×12袋 ■容量：200g×12袋■容量：200g×12袋 ■容量：200g×12袋

BSD-200S BSD-200H BSD-200M BSD-200U
¥オープン価格 ¥オープン価格 ¥オープン価格 ¥オープン価格

PTE-100H2WB-BK PTE-100H2WB-WH
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税込価格については税率10％で表示しています。

ポルカプレート

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

※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。　　

喫茶・軽食　サービス機器

かき氷機

●冷水専用 ●冷水専用●冷水専用床置き水道直結タイプ●温水専用 ●冷水・水道直結タイプ

DIW-30A-P DHM-15A-HW RW-227PDRW-226P
SD-P105

CS-S32A HC-77B HB310B

● 1連 ● 2連

●コンパクトタイプ ●電気式 ●電気式

NG6-1 NG6-2

ウォーターディスペンサー
電気

■外形寸法：W260×D500×H660
■消費電力：単相 100V 225/265W（50/60Hz）
■能力：約249杯
（100ml、3杯/分、25→10℃以下）

■外形寸法：W300×D445×H540
■消費電力：単相 100V 176/190W
（50/60Hz）
■タンク容量：2ℓ
■能力：約10ℓ/h

■外形寸法：W340×D346×H1,030
■消費電力：単相 100V 176/190W（50/60Hz）
■タンク容量：2ℓ
■能力：約10ℓ/h

■外形寸法：W300×D450×H600
■消費電力：単相100V 160/175W
（50/60Hz）
■タンク容量：3ℓ
※水道直結式

■外形寸法：W260×D500×H650
■消費電力：単相 100V 1.02/1.02kW
（50/60Hz）
■能力：約114杯（140ml、4杯/分）
■有効貯湯量：約10.7ℓ

■外形寸法：W340×D346×H1,030
■消費電力：単相 100V 176/190W（50/60Hz）
■タンク容量：2ℓ
■能力：約10ℓ/h
※自動洗浄機能付

■外形寸法：W300×D450×H625
■消費電力：単相100V 160/175W
（50/60Hz）
■タンク容量：18ℓ
※ボトル式

DIW-30A-P ¥256,000
税込¥281,600

RW-146P ¥112,000
税込¥123,200

RW-226P ¥147,000
税込¥161,700

SD-P105 ¥129,000
税込¥141,900

DHM-15A-HW ¥256,000
税込¥281,600

RW-227PD ¥176,000
税込¥193,600

SD-B185 ¥141,000
税込¥155,100

ジュースディスペンサー
電気

マルチスライサー ブロックアイススライサーキューブアイススライサー フローズンマシン
電気 電気電気 電気

■外形寸法：W340×D451×H841
■消費電力：単相100V 200/180W
（50/60Hz）

■外形寸法：W200×D490×H620
■消費電力：単相 100V 210/215W
（50/60Hz）
■容量：6ℓ×1

■外形寸法：W306×D421×H429 
■消費電力：単相100V 250/260W
（50/60Hz）
■能力（50/60Hz）：スライス1.4/1.7kg/min

  クラッシュ8.5/10.0kg/min
※クラッシャー機能付

■外形寸法：W348×D396×H600（＋180）
■消費電力：単相100V 200/185W
（50/60Hz）

■外形寸法：W400×D490×H620
■消費電力：単相100V 540/590W
（50/60Hz）
■容量：6ℓ×2

■外形寸法：W290×D360×H499
■消費電力：単相100V 250W
■角氷入数：77個

HD70AA ¥185,000
税込¥203,500

NG6-1 ¥280,000
税込¥308,000

CS-S32A ¥150,000
税込¥165,000

HB310B ¥163,000
税込¥179,300

NG6-2 ¥450,000
税込¥495,000HC-77B ¥150,000

税込¥165,000

■外形寸法：W252×D440×H580
■消費電力：単相 100V 290W（50/60Hz）
■容量：10ℓ×2
■温度調節範囲：3～7℃

■外形寸法：W235×D370×H495
■本体重量：10kg
■消費電力：単相 100V 80W（50/60Hz）
■撹拌機用電源コード：約2m
■冷却ユニット用電源コード：約3m
※外装ゴールドータイプ（ESC-60G-SK）

¥461,000（税抜）もあります。

DS-10WCF ¥336,000
税込¥369,600

ESC-60E-SK ¥433,000
税込¥476,300

酒燗器
電気

■外形寸法：W160×D345×H484
■消費電力：単相 100V 500W（50/60Hz）
■酒量：1升ビン（1.8ℓ）採酒口 1口

■外形寸法：W330×D375×H595
■消費電力：単相 100V 1kW
■酒量：1升ビン（1.8ℓ）×2　採酒口 2口
■燗調節：約45℃～約65℃

■外形寸法：W165×D325×H525
■消費電力：単相 100V 500W
■酒量：1升ビン（1.8ℓ）×1　採酒口 1口

■外形寸法：W260×D290×H260
■消費電力：単相 100V 1000W
■酒量：一合徳利目安：8～9本用
※錫チロリは付属しません。

Ti-1（1本立） ¥90,000
税込¥99,000

TSK-220B ¥180,000
税込¥198,000

NS-1 オープン価格 TK-4 ¥45,000
税込¥49,500

フローズンマシン
電気

■外形寸法：W252×D470×H545 
■消費電力：単相100V 400W（50/60Hz）
■容量：5.5ℓ
■処理量：
グラニータモード：最大4.5ℓ、最小3.0ℓ
ディスペンサーモード：最大5.0ℓ、最小2.5ℓ

Bigbiz1 ¥288,000
税込¥316,800

■外形寸法：W180×D471×H570
■消費電力：単相 100V 270W（50/60Hz）
■容量：12ℓ
※パドル撹拌式モデル

EXTRA12.1A ¥185,000
税込¥203,500

HB320A

■外形寸法：W355×D402×H565＋（195）
■消費電力：単相100V 200/185W（50/60Hz）
■能力（50/60Hz）：1.8/2.2kg/分
■円盤有効径：約200mm

HB320A ¥145,000
税込¥159,500

温蔵・保温・加湿

喫茶・軽食

サービス機器

カフェテリア
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水道直結式 水道直結式

M26-DT/2CPT（TS）

M39RE-DT/2（TS）

ENEA(OD) 

WMF1100S1G2P GIGA 6

C64

水道直結式

M21JU-S/1 M26-DT/1B

B3Decanter G4 Thermo Pro Twin 1G Brewer G4 Thermo Pro Single 1G BrewerC-22 CT-BR WE8CT-F HARMONY SOFT

Cento50 G1 Cento50 G2

SBW-200 4/4
EC-2000 PGS-2

SHS-2

●ラック付

■外形寸法：W231×D422×H451
■消費電力：単相 200V 3.65kW（50/60Hz）
■コーヒー抽出能力：25ℓ/h
※ウォーマー無
※付属品：ステンレスデキャンタ1個サービス

■外形寸法：W250×D470×H620
■消費電力：単相200V 3.7kW
■抽出能力：20ℓ/h
■温水タンク容量：5,7ℓ
※付属品：デキャンタ2個

■外形寸法：W383×D555×H710
■消費電力：単相200V 4kW
■容器容量：2.1ℓ×2

■外形寸法：Ｗ295×D444×H419
■消費電力：単相100V 1,250W(50/60Hz)
■抽出能力：約50杯/日

■外形寸法：Ｗ325ＸD560×H773
■消費電力：単相200V 3.2kW（50/60Hz）
■抽出能力：約120杯/日
■水道直結式、直接排水加工可能

■外形寸法：W235×D540×H655
■消費電力：単相200V 3.95kW
■コーヒー抽出能力：25ℓ/h
※付属品：デキャンタ1個サービス

■外形寸法：W510×D527×H634
■消費電力：三相200V 5,950W（50/60Hz）
■抽出能力：65ℓ/h 
■ポット別売：3.8リットルステンレスポット
（TFT01G）¥80,000（税別）

■外形寸法：W281×D527×H628
■消費電力：単相200V 3,200W（50/60Hz）16A 
■抽出能力：35ℓ/h 
■ポット別売：3.8リットルステンレスポット

B3Decanter ¥361,000
税込¥397,100

CT-BR ¥442,000
税込¥486,200

WE8 ¥410,000
税込¥451,000

HARMONY SOFT ¥1,400,000
税込¥1,540,000

C-22 ¥446,000
税込¥490,600

CT-F ¥782,000
税込¥860,200

G4 Thermo Pro Twin 1G Brewer ¥960,000
税込¥1,056,000

G4 Thermo Pro Single 1G Brewer ¥738,000
税込¥811,800

コーヒーマシン ホットコーヒーマシン 自動コーヒーマシン 全自動コーヒーマシン
電気 電気 電気 電気

エスプレッソコーヒーマシン

カップウォーマー

電気

電気

全自動コーヒーマシン

エスプレッソ専用ミル

電気

電気

■外形寸法：W320×D510×H430
■消費電力：単相100V 1.1kW
※タンク式

■外形寸法：W604×D547×H558
■消費電力：単相 200V 2.5kW（50/60Hz）
■エスプレッソ抽出能力：320杯/h
※水道直結式

■外形寸法：W350×D560×H498
■消費電力：単相 200V 2.0kW
■抽出能力：約120杯/日
※水道直結式

■外形寸法：W325×D561×H500
■消費電力：単相100V 1.5kW（50/60Hz）
■最大抽出量（約130cc）：80杯/日
※機種：2豆・1豆1パウダー・1豆2パウダー

■外形寸法：W212×D408×H630
■消費電力：単相100V 380W（50/60Hz）
■ホッパー容量：1,500g

■外形寸法：W450×D547×H548 
■消費電力：単相200V 2.5kW（50/60Hz）
■エスプレッソ抽出能力：160杯/ｈ
※水道直結式

■外形寸法：W855×D570×H595
■消費電力：三相 200V 3.6kW（50/60Hz）
■エスプレッソ抽出能力：160杯/h
※水道直結式

■外形寸法：W725×D560×H498
■消費電力：単相200V 3.2kW（50/60Hz）
■抽出能力：約240杯/日
※水道直結式

■外形寸法：W321xD496xH415
■消費電力：単相100V 1.45kW（50/60Hz）
■最大抽出量：約60杯/日
※2豆、28メニュー。タンク式

■外形寸法：W195×D370×H510 
■消費電力：単相100V 170/220W
（50/60Hz）
■ホッパー容量：900g（コーヒー豆量）

M21JU-S/1 ¥806,000
税込¥886,600

M26-DT/2CPT（TS）¥1,750,000
税込¥1,925,000

 Cento50 G1 ¥640,000
税込¥704,000

WMF1100S1G2P ¥1,442,000
税込¥1,586,200

C64 ¥180,000
税込¥198,000

M26-DT/1B ¥1,045,000
税込¥1,149,500

M39RE-DT/2（TS） ¥3,264,000
税込¥3,590,400

 Cento50 G2 ¥800,000
税込¥880,000

GIGA 6 ¥870,000
税込¥957,000

ENEA（OD） ¥336,000
税込¥369,600

■外形寸法：W432×D407×H320
■消費電力：単相 100V 240W
■収納数：コーヒーカップ約40個
※ガラス引戸

■外形寸法：W427×D295×H200
■消費電力：単相 100V 720W
■温度調節：40～80℃
※湯煎式

■外形寸法：W314×D465×H692
■消費電力：単相 100V（50/60Hz） 190W

CW-42G ¥118,000
税込¥129,800

HS-12N ¥70,000
税込¥77,000

DA-300G（R） ¥300,000
税込¥330,000

クレープ焼機 パニーニグリラー ワッフルベーカー ホットサンドメーカー
電気 電気 電気 電気

■外形寸法：W500×D500×H190
■消費電力：単相200V 2.5kW
■温度設定：50～250℃

■外形寸法：W330×D445×H180
■消費電力：単相100V 1.4kW
■温度範囲：120～400℃

■外形寸法：W255×D445×H180
■消費電力：単相100V 750W

■外形寸法：W370×D385×H175
■消費電力：単相100V 1000W

■外形寸法：W500×D500×H190
■消費電力：単相100V 1.7kW（20Aプラグ）
■温度設定：50～250℃

■外形寸法：W620×D445×H180
■消費電力：単相200V 2.3kW
■温度範囲：120～400℃

■外形寸法：W510×D445×H180
■消費電力：単相100V 1500W

■外形寸法：W185×D385×H165
■消費電力：単相100V 500W

EC-2000 ¥178,000
税込¥195,800

PGS-1 ¥276,000
税込¥303,600

SBW-100 4/4 ¥105,000
税込¥115,500

SHS-2 ¥138,000
税込¥151,800

EC-1000 ¥173,000
税込¥190,300

PGS-2 ¥384,000
税込¥422,400

SBW-200 4/4 ¥186,000
税込¥204,600

SHS-1 ¥88,000
税込¥96,800
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税込価格については税率10％で表示しています。

ポルカプレート

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

PASTO30XPL/PLABO1545XPL/P

SSF-S150PN

191GSP(A)SSF-M220P XVL3PSP HTF-3

パーラ

ブラシ

回転
パーラ

■外形寸法：Ｗ1,270×Ｄ1,420×Ｈ1,640
■炉床：φ900mm
■最大ガス消費量：(都市ガス/LPG)：25kW
■重量：750kg

MGV-B09 ¥2,500,000
税込¥2,750,000

ガス式石窯
ガス

ナポリ風ピザ   

ピザ釜 ジェラート＆アイスクリームマシン

ピザオーブン

ガス

電気

■外形寸法：φ1,300×H1,820
■窯内寸法：650×770
■消費電力：単相100V 0.1kW
■ガス消費量（都市GAS）：

35kW（30,000kcal/h）
■ガス接続口径（都市GAS/LPG）：20A/20A
■重量：1,500kg
※標準外装：黒色焼付マートンタイル化粧
　仕上げ

■外形寸法：W426×D286×H261
■消費電力：単相100V 180W（50/60Hz）
■ボウル容量：2.0ℓ（最大仕込み容量1.0ℓ）
※付属品：予備ボウル（パドル付）、ヘラ、
　変換プラグ

■パーラ/ブラシ/回転パーラ/スタンド

■外形寸法：W500×D420×H235
■消費電力：単相100V 1.5kW
■設定温度範囲：100～350℃
■収容能力：2枚（7インチ）

POG-H1300 ¥4,500,000
税込¥4,950,000

TGM-1000N ¥145,000
税込¥159,500

ピザ用 4点セット ¥220,000
税込¥242,000

NPO-1.5 ¥282,000
税込¥310,200

アイスクリームフリーザー

高速加熱オーブン パコジェット

バッチフリーザーソフトクリームサーバー
電気

電気 電気

電気電気

■外形寸法：W528×D918×H1,404
■消費電力：三相200V 3.8kW 25A
※水冷式

■外形寸法：W338×D1,010×H1,078
■消費電力：三相200V 3.3kW 10A
※水冷式

■外形寸法：W295×D735×H917
■消費電力：三相 200V 1.2/1.4kW
（50/60Hz）
■タンク容量：6ℓ

■外形寸法：W507×D677×H900
■消費電力：三相200V 2.2kW 16A
※空冷式

■外形寸法：W378×D760×H1,530
■消費電力：三相 200V 1.6/1.9kW
（50/60Hz）
■タンク容量：9.6ℓ

■外形寸法：W508×D860×H1704
■消費電力：三相200V 5.5kW 25A
※水冷式

■外形寸法：W380×D470×H420
■消費電力：単相100V 510W
■処理量：0.6～1.0ℓ
■処理能力：1ℓ/20min

■外形寸法：W465×D535×H435
■消費電力：単相100V 750W
■処理量：0.8～1.5ℓ
■処理能力：1.5ℓ/15min

■外形寸法：W182×D360×H498
■消費電力：単相100V 870W
■容量：0.8ℓ
■ポーション設定画面：0.1～10まで
（0.1ポーション8ml）

■外形寸法：W356xD633xH644
■消費電力：単相200V 3.6kW
■重量：52kg

LABO1545XPL/P ¥4,850,000
税込¥5,335,000

PASTO30XPL/P ¥2,550,000
税込¥2,805,000

SSF-S150PN ¥オープン価格 191GSP(A) ¥1,850,000
税込¥2,035,000

SSF-M220P ¥1,913,000
税込¥2,104,300

XVL3PSP ¥4,450,000
税込¥4,895,000

HTF-3 ¥468,000
税込¥514,800

HTF-6N ¥740,000
税込¥814,000

PJ-2Plus ¥771,000
税込¥848,100

e2S ¥1,826,000
税込¥2,008,600

スープ ソース

スフレ アイスクリーム

※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。　　

喫茶・軽食　サービス機器

温蔵・保温・加湿

喫茶・軽食

サービス機器

カフェテリア

■外形寸法：W285×D420×H420
■消費電力：単相100V 1,420W
■開口寸法：175×89mm

■外形寸法：W373×D524×H435
■消費電力：単相200V 2.06kW
■投入口寸法：W256×H76
※食パン、ベーグル、マフィン、クロワッサン、
ロールパンなど。

TM-5H ¥278,000
税込¥305,800

TQ3-500H ¥380,000
税込¥418,000

コンベアトースター
電気
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多機能分子調理器
電気

今お使いのフライヤーに入れるだけで

   多機能分子調理器に変身

他ではできない分子調理の可能性は無限大

揚げ物の匂い移りが激減

50%削減 25%短縮

多様な調理が可能

絹ごし豆腐の素揚げ 焼きイモなどの焼き調理

Dr.Fry-2（ドクターフライ 2）は、誰でも簡単に最高の調理と、
従来ではできなかった独創的なメニューを開発できる画期的な調理器です。

水切りせず、衣も付けずに、そのまま絹ごし豆腐を素揚げし
たもの。スが入らず、油も浸透しないので、外はカリカリで中
は湯豆腐状態に。

生のサツマイモをフライヤーに入れて 20分～ 40分待つだけ
で焼きイモが完成。油の浸透もなく水分も抜けないので中は
ホクホク。 その他焼き鳥、焼き魚等の焼き調理がフライヤー
で可能。

※関係機関による調査や自社調べによる数値

フライヤー1台で同時に調理！

オートマチックに
ヘルシー調理 時短に活躍！

料理のレパートリーが広がる

いろいろ揚げても

衣が吸収する
油量を最大で

揚げ時間を最大で

フライヤーで



168
税込価格については税率10％で表示しています。

ポルカプレート

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

168
税込価格については税率10％で表示しています。

喫茶・軽食　サービス機器

※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。　　

多数のメディア・TV番組で紹介されました

美味しさ向上 コストダウン

カロリーカット スピード化

安心・安全

Dr.Fry-2（ドクターフライ 2）を取り付け
るだけで、食材やシェフを変えずに他店
ではマネできない新メニューと調理が可
能になります。

色や匂い移りが気になり交換していた油
が、新油のようなクオリティで調理が可
能に。厨房やダクトの掃除の手間経費削
減にも。

衣が吸収する油の量を最大 50%カット。

ヘルシーな揚げ物を、油に敏感なお客
様にも安心してご提供できます。

Dr.Fry-2（ドクターフライ 2）の導入で、
従来より揚げ時間が短縮でき（食材の種
類による）、サンマやサツマイモ、本来
焼き調理していた料理も、10～ 25%の

時短に貢献できます。

油ハネが小さくなるので、ヤケドの防止
に。またオイルミストも減少され油臭も
激減。従業員の健康も守ります。

飲食業界を変える5つの進化

進化をもたらすのは
　 たった4つのシンプルな部品

ガイアの夜明け
テレビ東京系列

がっちりマンデー!!
TBS系列

林先生が驚く初耳学！
MBS系列

型式 外形寸法(mm) 税込み価格 本体価格 電極パネル外形寸法 消費電力 電極パネル
間口 奥行 高さ 間口 奥行 高さ

Dr.Fry-2（一槽用） 88 33 146 お問合せください 230 27.5 99 3W 2

Dr.Fry-2（二槽用） 146 33 88 お問合せください 230 27.5 99 3W 4

※商品構成：Dr.Fry-2トランス、電極パネル×2枚（2槽用は4枚）、テフロンケーブル×2、ACアダプター、電波検知器、耐熱結束バンド・ハーネスクリップ、ローリングタップ

●『Dr.Fry-2』トランス ●電極パネル
●テフロンケーブルユニット ● ACアダプター

2017年10月24日放送 2015年7月19日放送 2017年11月2日放送

読売テレビ「かんさい情報ネット ten.」 / フジテレビ「有吉弘行のダレトク！？」 / 東京MX「KEYMANS 」/ テレビ朝日「シュシュ」
フジテレビ「林修のニッポンドリル」/ 伊万里 KT 「ほっとアイ」 /  NHK「おはよう日本」 / フジテレビ「ライブニュースイット」/ 日経トレンディ 2017年 12月号
日経トレンディ 2018年 1月号 / 月間食堂 2017年 2月号 / 月間食堂 2017年 4月号 / TKC「戦略経営者」 / 月刊近代食堂 2019年 7月号他メディア紹介多数

温蔵・保温・加湿

喫茶・軽食

サービス機器

カフェテリア


