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下調理
野菜や肉などの
カット＆スライスや
ミキシングに最適な調理機器

下調理

RHG-15GRCS-71OHC-13G

野菜スライサー

野菜スライサー

ハムスライサー

キャベツスライサー

マルチツマ切り機

皿式ミジン

ネギ切り機

ささがきスライサーミニ

おろし機

トロロおろし機

バーチカルミジン

電気

電気

電気

電気

電気

電気

電気

電気

電気

電気

電気

■外形寸法：W316×D297×H515
■消費電力：単相100V 55/65W（50/60Hz）
■能力：キャベツ0.7/0.9kg/分（0.8mm）

■外形寸法：W340×D320×H520
■消費電力：単相 100V（50/60Hz） 58/73W
■刃物回転数：140回転/分

■外形寸法：W400×D479×H455
■消費電力：単相 100V（50/60Hz）92/106W
■定格時間：30分
■スライス断面寸法：最大W170×H130

■外形寸法：W364×D364×H439
■消費電力：単相 100V（50/60Hz）  
130/150W
■能力：13～15玉/30分

■外形寸法：W380×D310×H210
■消費電力：単相 100V（50/60Hz）100/110W
■能力：1.2mm幅のツマ大根6本/5分
■カット厚み：0.7mm固定
※クシ刃：標準1.2mm
（0.8～お好みのクシ刃へ変更可能）

■外形寸法：W580×D390×H240
■消費電力：単相100V（50/60Hz） 180/220W
■能力：ミジン切り約3mm目安
　　　  キャベツ15玉/5分
　　　  玉ねぎ180玉/5分
■容量：4ℓ

■外形寸法：W172×D302×H317
■消費電力：単相 100V 66/56W（50/60Hz）
■能力：1.3kg/分

■外形寸法：W340×D430×H510
■消費電力：単相 100V（50/60Hz）180/220W
■厚さ調節：0.3～5.0mm
■能力：1mm厚のキャベツスライス12玉/5分
※投入口70φ、200φ（変形半月型）

■外形寸法：W230×D310×H370
■消費電力：単相 100V（50/60Hz）100/110W
■厚さ調節：0.3～5.0mm（無段階）
■能力：1mm厚の長ネギの斜め切り90本/5分
　　　  ごぼうのささがき20本/5分
※投入口32φ（変形）
※ごぼうを手で回す必要があります

■外形寸法：W200×D310×H340
■消費電力：単相 100V（50/60Hz）
145/168W
■能力：約大根5本/分

■外形寸法：W170×D260×H300
■消費電力：単相 100V（50/60Hz）  60/70W
■能力：大根10本/5分
　　  長芋9.2kg/5分
■粗さ：中目
※変形投入口100φ

■外形寸法：W200×D260×H410
■消費電力：単相 100V（50/60Hz）100/110W
■能力：（3穴使用時）
　　　   キャベツ10玉/5分
　　　   玉ねぎ90玉/5分
※投入口110φ

■外形寸法：W430×D430×H520
■消費電力：単相100V 125W
■能力：約15玉/10分

■外形寸法：W245×D402×H420
■消費電力：単相100V 70/89W（50/60Hz）

■外形寸法：W220×D305×H445
■消費電力：単相100V 145/168W
（50/60Hz）

SS-250F ¥80,000
税込¥88,000

MSC-90 ¥76,000
税込¥83,600

MS-25HA ¥163,000
税込¥179,300

RCS-71 ¥173,000
税込¥190,300

DX-70 ¥98,000
税込¥107,800

DX-90 ¥180,000
税込¥198,000

OHC-13G ¥61,000
税込¥67,100

DX-100 ¥138,000
税込¥151,800

DX-55 ¥98,000
税込¥107,800

RHG-15G ¥88,000
税込¥96,800

M-2D ¥60,000
税込¥66,000

DX-40 ¥75,000
税込¥82,500

DRC-80 ¥300,000
税込¥330,000

OHC-50 ¥149,000
税込¥163,900

RHG-16H ¥183,500
税込¥201,850



170
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

■外形寸法：W221×D315×H343
■消費電力：単相100V（50/60Hz）370/480W
■容量：4.2ℓ
※付属品：メタルブレード

■外形寸法：W215×D260×H453
■消費電力：単相 100V 700W
■容量：3.6ℓ
※付属品：VDタイプに加え、インナーボール、
スライス盤、大根おろし金、千切り盤

■外形寸法：W215×D260×H432
■消費電力：単相 100V 650W
■容量：3ℓ
※付属品：VDタイプに加え、インナーボール、
スライス盤、大根おろし金、千切り盤

■外形寸法：W180×D180×H385
■消費電力：単相 100V 300W
■容量：1.6ℓ
※チップアイス対応

■外形寸法：W221×D315×H435
■消費電力：単相 100V（50/60Hz） 370/480W
■回転数（50/60Hz）：1,500/1,800回/分
■容量：4.2ℓ
※付属品：メタルブレード、ドゥブレード、

1mmスライサー、おろし金

■外形寸法：W205×D195×H400
■消費電力：単相100V 573W
■処理容量：1.25ℓ

■外形寸法：W220×D235×H440
■消費電力：単相100V 1.2kW
■容量：2.2ℓ

■外形寸法：W220×D270×H420
■消費電力：単相100V 1,200W（50/60Hz）
■容量：2.0ℓ
※あらゆるドリンクに対応する静寂性の高い
モデル

■外形寸法：W191×D218×H440
■消費電力：単相100V 270/270W （50/60Hz）
■容量：1.5ℓ
※熱い食材処理用

■外形寸法：W212×D298×H406
■消費電力：単相 100V（50/60Hz） 360/380W
■容量：3.0ℓ
※付属品：メタルブレード、ドゥブレード、

1mmスライサー、おろし金

■外形寸法：W182×D252×H348
■消費電力：単相 100V（50/60Hz） 330W
■回転数（50/60Hz）：1,500/1,800回/分
■容量：1.9ℓ
※付属品：メタルブレード、ドゥブレード、

1mmスライサー、おろし金

■外形寸法：W188×D262×H512
■消費電力：単相 100V 295W
■能力（容量）：1.8ℓ
※ガラスコップ

■外形寸法：W188×D262×H512
■消費電力：単相 100V 295W
■能力（容量）：1.8ℓ
※プラスチックコップ

■外形寸法：W215×D260×H435
■消費電力：単相 100V 700W
■容量：3.6ℓ
※付属品：スチール刃、プラスチック刃、
ミニボール、収納ボックス

■外形寸法：W220×D305×H430
■消費電力：単相100V 700W
■機能：切る、刻む、混ぜる、乳化
■容器容量：3.7ℓ
※付属品: 平刃、波刃

DLC-NXJ2PS ¥130,000
税込 ¥143,000

STEALTH885 ¥355,000
税込¥390,500

HBH755 ¥265,000
税込¥291,500

CBT-500PRO2 ¥60,000
税込¥66,000

RM-5200F（多機能タイプ） ¥191,000
税込¥210,100

RM-4200F（多機能タイプ） ¥140,000
税込¥154,000

BB-900 ¥85,000
税込¥93,500

DLC-NXJ2PG ¥160,000
税込¥176,000

HBB908R ¥40,000
税込¥44,000 

DLC-N7JPG ¥115,000
税込¥126,500

DLC-10PRO ¥46,000
税込¥50,600

MX-153G-W ¥49,800
税込¥54,780

MX-153P-W ¥46,800
税込¥51,480

RM-5200VD（単機能タイプ） ¥153,000
税込¥168,300

R-3D ¥276,000
税込¥303,600

フードプロセッサー
電気

フードプロセッサー バーミキサー

スムージーブレンダー ジュースミキサーホットブレンダー

電気 電気

電気 電気電気

■外形寸法：W311×D305×H346
■消費電力：単相100V（50/60Hz） 370/480W
■回転数（50/60Hz）：1,500/1,800回/分
■容量：4.2ℓ
※付属品：メタルブレードのみ

■外形寸法：W280×D315×H490
■消費電力：単相100V（50/60Hz） 360/430W
■容量：3.0ℓ
※スクレーパータイプ
※単機能タイプ：MC-1500FPS
※多機能タイプ：MC-1500FPM
※無料貸出機あります。

DLC-NXJ2SS ¥150,000
税込¥165,000

MC-1500FPSR ¥110,000
税込¥121,000

HBF510S

DLC-10PRO DLC-NXJ2PGDLC-NXJ2PS

HBF900S

RM-4200F R-3DRM-5200F RM-5200VD

MC-2000BLR CB-15T Blixer-3DBlixer-5G

MX-153G-W MX-153P-W

■外形寸法：W190×D215×H515
■消費電力：単相100V 1,100W
■処理容量：1.8ℓ

■外形寸法：W226×D378×H481
■消費電力：単相100V 1,200W
■処理容量：4.0ℓ

■外形寸法：W230×D270×H515
■消費電力：単相 100V 930W
■容量：2.0ℓ
※マグネットギア、10段階ダイヤル可変式、  
冷たいものから80℃までの食材に対応可
※ステンレスボトルタイプあり

■外形寸法：W275×D290×H660
■消費電力：単相 100V 1.4kW
■処理容量：4.0ℓ

■外形寸法：W419×D581×H737
■消費電力：単相100V 0.4kW
■容器容量：20クォート（18.9ℓ）
※付属品：ステンレスボウル、ホイッパー、
　　　　  アルミビーター

■外形寸法：W225×D305×H450
■消費電力：単相 100V 750W
■機能：ペースト状、介護食作り
■容量：3.7ℓ（液体処理量2ℓ）
※付属品：ギザ刃、スクレーパー

■外形寸法：W280×D328×H536
■消費電力：三相200V 1.7/2.0kW（50/60Hz）
■容器容量：5.9ℓ（液体物処理量3.6ℓ）
※付属品：刃カッター、蓋スクレーパー

HBF510S ¥141,000 
税込¥155,100 

HBF900S ¥350,000
税込¥385,000

MC-2000BLR ¥142,000
税込¥156,200

CB-15T ¥546,000
税込¥600,600

HL200 ¥935,000
税込¥1,028,500

Blixer-3D ¥345,000
税込¥379,500

Blixer-5G ¥588,000
税込¥646,800

キッチンブレンダー ミキサー ブレンダーミキサー
電気 電気 電気

下調理

多機能タイプ単機能タイプ小型多機能
タイプ

※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。　　
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■外形寸法：W270×D540×H315 
■消費電力：単相100V 0.2kW（50/60Hz）
■処理能力：100～150kg/h 
※皿安全スイッチ標準装備
※本体：オールステンレス

■外形寸法：W280×D603×H389 
■消費電力：三相200V 0.74kW（50/60Hz）
■処理能力：150～300kg/h 
※皿安全スイッチ標準装備
※本体：オールステンレス

■外形寸法：W245×D550×H440
■消費電力：（S）三相 200V 0.3kW
　　　　　　（B）単相 100V 0.3kW
■能力：125～150kg/h

■外形寸法：W245×D590×H440
■消費電力：三相 200V 0.75kW
■能力：216～260kg/h

■外形寸法：W930×D635×H730
■消費電力：三相 200V 1.1kW
■能力：冷凍肉42枚（50Hz）50枚（60Hz）

■外形寸法：W545×D625×H570
■消費電力：単相 100V 0.375kW
※手動式、ライトデューティーモデル

■外形寸法：W592×D462×H550
■消費電力：単相 100V 0.2kW

■外形寸法：W800×D725×H755
■消費電力：（S）三相 200V 0.75kW
　　　　　　（B）単相 100V 0.3kW

OMC-12C-2 ¥186,000
税込¥204,600

OMC-22SB ¥417,000
税込¥458,700

MS-12S/B（スタンダード） ¥180,000
税込¥198,000

MD-22K（デラックス強力型） ¥250,000
税込¥275,000

NF-280 ¥1,150,000
税込¥1,265,000

EDGE12 ¥447,000
税込¥491,700

YBS-1 ¥400,000
税込¥440,000

HBC-2S/B ¥720,000
税込¥792,000

焼豚・ハムスライサー
ミートチョッパー ミートスライサー

電気 電気

OMC-12C-2

OMC-22SB

NF-280

EDGE12MS-12S/B
YBS-1

■外形寸法：W380×D310×H595
■消費電力：単相 100V  680W
■処理能力：250kg/h
※付属品：スライス盤1mm
替刃Aセット（別途売り）：スライス2mm、
スライス4mm、角千切2.5×2.5mm、
大根おろし

■外形寸法：W542×D975×H770（脚無）
■給水口径：10A 
■消費電力：三相200V 0.6kW 
■処理能力：200～2,200kg/h 
■スライス寸法：1,2,3,5,8,10,15,20mm 
※付属品：標準2枚刃  
※単相100V仕様（MJ-100）有
※脚はオプションです。  

■外形寸法：W370×D330×H690
■消費電力：単相 100V 760W
■処理能力：400kg/h
※付属品：スライス盤1mm
替刃Aセット（別途売り）：スライス2mm、
スライス4mm、角千切2.5×2.5mm、
大根おろし

■外形寸法：W569×D1,108×H823（脚無）
■給水口径：10A 
■消費電力：三相200V 0.6kW 
■処理能力：310～3,100kg/h 
■スライス寸法：1,2,3,5,8,10,15,20mm 
※付属品：標準2枚刃  
※脚はオプションです。

■外形寸法：W520×D435×H481
■消費電力：単相 100V 0.2kW
■回転数：1,500rpm
■能力：1～3kg/回
■容器容量：6.0ℓ
※皿アルミ、蓋アルミ研磨仕上げ
※安全ガード、ヘラ1本付

■外形寸法：W943×D756×H1,384
■消費電力：三相 200V 0.75kW
■処理能力：15mm立方体 1000kg/h
※付属品：15mmまたは20mm刃
どちらかお選びください。

■外形寸法：W646×D532×H620
■消費電力：三相200V 0.75kW
■回転数：1,500rpm
■能力：2～5kg/回
■容器容量：10ℓ
※皿アルミ、蓋アルミ研磨仕上げ
※安全ガード、ヘラ1本付

■外形寸法：W953×D483×H1,197
■消費電力：三相 200V 3.7kW
■回転数：3,000・1,500/3,600・1,800rpm
（50/60Hz）
■ボール容量：25ℓ

CL-50E ¥267,000
税込¥293,700

MJ-200（100） ¥1,450,000
税込¥1,595,000

CL-52E ¥417,000
税込¥458,700

MK-202 ¥1,720,000
税込¥1,892,000

OMF-400D ¥283,000
税込¥311,300

DC-203 ¥お問合せください

OMF-500D(3P) ¥630,000
税込¥693,000

AC-25S ¥1,980,000
税込¥2,178,000

多機能野菜スライサー

フードスライサー カッターミキサー

フードカッター

サイノ目カッター

電気

電気 電気

電気

電気

■外形寸法：W522×D250×H570
■消費電力（50Hz/60Hz）：単相 100V 0.2kW
■処理能力：7～10kg/回
■羽根種：M羽根
※フタ、ヘラ1本付

■外形寸法：W574×D574×H805
■消費電力：
　単相 100V 0.2kW
※付属品：専用脱水袋1枚

■外形寸法：W915×D510×H890 
■消費電力：三相200V 0.74kW
■処理能力：20kg～40kg/回
■羽根種：M羽根
※フタ、ヘラ1本付

■外形寸法：W500×D422×H698
■消費電力：単相100V 180/230W（50/60Hz）
■定格時間：20分

■外形寸法：W360×D693×H415
■消費電力：単相 100V  0.2kW
■処理能力：250～300kg/h
※輪切りプレート1枚・収納ラック付

■外形寸法：W520×D585×H770
■消費電力：三相200V 0.4kW
※カーボンシート取替え可能

■外形寸法：W500×D485×H622
■消費電力：単相100V 225/270W（50/60Hz）

OMX-15R-2 ¥638,000
税込¥701,800

OMD-10R3 ¥430,000
税込¥473,000

OMX-50R-3 ¥1,600,000
税込¥1,760,000

VS-500A ¥400,000
税込¥440,000

OMV-300D ¥325,000
税込¥357,500

OMP-20F(3P) ¥374,000
税込¥411,400

HP-10N（1P） ¥290,000
税込¥319,000

フードミキサー 脱水機野菜スライサー 球根皮剥機ピーラー
電気 電気電気 電気

OMX-15R-2 OMD-10R3 OMP-20FVS-500A HP-10N


