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X-1B（SS） X-2B（SS）X-1DE X-2DE

QL3-4CB5 QL3-4CB5S

RS-1SGE RS-2SGE-M

浄水器

浄水器

中空糸膜型標準型 シンク蛇口・製氷機用 コーヒーマシン用

■外形寸法：W105×D160×H300
■能力：1年または5万ℓで交換

※MP02-04専用カートリッジ
※雑菌・濁り・塩素を除去

※QL3-4CB5専用カートリッジ ※QL3-4CB5S専用カートリッジ

■外形寸法：W95×D115×H430
■給水口径：13A

■外形寸法：W95×D115×H430
■給水口径：13A

MP02-4 ¥55,000
税込¥60,500

UMC2050 ¥28,000
税込¥30,800

QL3-4CB5 ¥39,600
税込¥43,560

4-CB5 ¥19,800
税込¥21,780

QL3-4CB5S ¥40,700
税込¥44,770

4-CB5S ¥20,900
税込¥22,990

■外形寸法：W105×D160×H300
■能力：1年または10万ℓで交換

■外形寸法：φ104×H303
■能力：ろ過流量5.0ℓ/min

■外形寸法：φ104×H384
■能力：ろ過流量8.0ℓ/min

■外形寸法：W150×φ102×H380
■採水量：2,600ℓ（軟水効果）
　　　　  30,000ℓ（金属イオン封鎖材効果）

■外形寸法：φ104×H415
硬度50mg/ℓ 3,500ℓ
金属イオン封鎖水30,000ℓ

■外形寸法：W150×φ102×H380
■能力：ろ過流量10ℓ/min、採水量：4,200ℓ

■外形寸法：W120×D125×H250
■能力：ろ過流量5ℓ/min
※1年または50,000ℓで交換

■外形寸法：W150×φ102×H335
■能力：ろ過流量10ℓ/min
※1年または150,000ℓで交換

■外形寸法：W260×D260×H1,102
■能力：ろ過流量40ℓ/min
※1年または800m3で交換

■外形寸法：φ127×H253
■能力：ろ過流量毎分約4.0ℓ
■水道直結型（13mmフレキ）

■外形寸法：φ127×H137
■能力：ろ過流量毎分約3.0ℓ
■水道直結型（13mmフレキ）

※X-1B（SS）、X-2B（SS）専用カートリッジ

※MP02-2専用カートリッジ
※塩素・臭い除去

※NFX-LC専用カートリッジ ※NFX-OC専用カートリッジ

※THB-K10L専用カートリッジ ※THB-M10P専用カートリッジ ※TRS-4K10L専用カートリッジ

■外形寸法：W132×H331
※交換スペース6cmを確保してください
■能力：ろ過流量8ℓ/min
※1年または95,000ℓで交換
※ヘッドとカートリッジは別売りです

※LA-05専用カートリッジ※AS-10L専用カートリッジ

※STD SS-1専用カートリッジ

※水質、使用量の違いによりカートリッジ交換時期（浄水能力）が異なります。

■外形寸法：φ130×H276（376）
■能力：ろ過流量毎分約7.6ℓ

■外形寸法：φ130×H160（260）
■能力：ろ過流量毎分約3.8ℓ

※X-1DE、X-2DE専用カートリッジ

MP02-2 ¥50,000
税込¥55,000

NFX-LC ¥50,000
税込¥55,000

NFX-OC ¥60,000
税込¥66,000

THB-K10L ¥69,300
税込¥76,230

THB-M10P ¥63,000
税込¥69,300

TRS-4K10L ¥68,200
税込¥75,020

LA-05 ¥50,400
税込¥55,440

AS-10L ¥60,500
税込¥66,550

STD SS-1 ¥298,000
税込¥327,800

X-2B（SS） ¥162,300
税込¥178,530

X-1B（SS） ¥123,900
税込¥136,290

RS-1SGE ¥23,000
税込¥25,300

RS-2SGE ¥46,200
税込¥50,820

UMC2100 ¥23,000
税込¥25,300

NFX-LC-F ¥15,000
税込¥16,500

NFX-OC-F ¥17,000
税込¥18,700

THB-K10LC ¥24,200
ハイブリッドカートリッジ 税込¥26,620

THB-M10P-F ¥23,000
ハイブリッドカートリッジ 税込¥25,300

TRS-4K10LC ¥22,100
税込¥24,310

ヘッド：AP3-HEAD-ST ¥21,420
税込¥23,562

カートリッジ：HF45 ¥31,180
税込¥34,298

LA-05C ¥18,900
税込¥20,790

AS-10LC ¥18,900
税込¥20,790

抗菌活性炭 CTG ¥26,000
税込¥28,600

X-2DE ¥219,750
税込¥241,725

X-1DE ¥144,750
税込¥159,225

RS-1SGE-M ¥25,300
税込¥27,830

RS-2SGE-M ¥50,400
税込¥55,440

タニコー製スチコン（TSCOシリーズ）専用 コンベック・小型卓上スチコン専用 ワンタッチ脱着方式

浄水器

タニコー純正・ハイブリット軟水器 タニコー純正・軟水器 浄水器

◆お店の方でも
簡単に、
しかも安全に、
カートリッジ交換
が出来、交換費用が
節約可能！

活性炭カートリッジは
国内最大級のサイズで、
一般蛇口3個分、次亜塩素
1ppmの水道水処理量も
800m3可能です。
小まめな交換ライフも
約10倍延びます。

AP3-HEAD-ST
HF45
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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

浄水・軟水器関連製品　備品・消耗品

MSX-10 オプティモメイクリーン S 軟水器再生用岩塩RP-03D クリトルディ S MS-5CL カマトール

全自動軟水器（ボイラー・蒸し器用） 全自動軟水器
電気 電気

※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。　　

ダシ汁や
スープの
風味が
美味しく
なります。

■外形寸法：W48.6×D48.6×H194.6
■適応流量：2.0ℓ～6.0ℓ/min
※カートリッジ交換手間なし。メンテナンス不
要。スケール除去・付着防止効果。
食洗機にもおすすめ。
大流量タイプは別途問い合わせ下さい。
※日水協認証登録商品Z-112

■外形寸法：W220×D530×H427
■消費電力：単相 100V 4.0W（50/60Hz）
■採水量：2,000ℓ/サイクル
※専用再生剤：クリトルディS

■外形寸法：W280xD540xH513
■消費電力：単相100V 17W
■採水量：6,300ℓ
※温水対応

■外形寸法：W351×D250×H332
■消費電力：単相 100V 330W（50/60Hz）
■性質：酸性電解水（殺菌）
　　　：アルカリ電解水（洗浄）
■生成水能力：酸性水 pH5.0以下=2.0ℓ/min以下
　　　　　 ：アルカリ水 pH10以上=2.0ℓ/min以下
■食塩投入量：最大2kg 
※軟水器不要

■外形寸法：W218×D500×H574
■消費電力：単相 100V 2.0W
■採水量：3.4m3

※採水量は原水硬度50ppm（as CaCO3）の
場合の理論値を示します。

■外形寸法：W285×D145×H335
■消費電力：単相 100V 170W
■生成水能力：酸性電解水=約4.0ℓ/min
　　　　　　　　　　　　（食品添加物対応）
　　　　　　アルカリ性電解水=約0.8ℓ/min（排水）
※付属品：濃塩水タンク（4ℓ）、他

■外形寸法：W287×D150×H297
■消費電力：単相 100V 130W
■性質：微酸性水（食品添加物認可）
■生成水能力：ph5～6.5 300ℓ/h
※有効塩素濃度：約10～30mg/kg（標準）
※3,000～4,000時間程度または2年毎程度
使用で電極の交換が必要です。

■外形寸法：W205×D360×H445
■消費電力：単相 100V 3.0W
■採水量：3,500ℓ/サイクル

■外形寸法：W242×D141×H278
■消費電力：単相100V 140W
■性質：電解次亜水（食材殺菌水）
■生成水能力：50ppm-6ℓ、100ppm-3ℓ、
　　　　　  200ppm-1.5ℓ
※蛇口1箇所

■容量：5kg×4袋 ■容量：10kg×2袋 ■容量：25kg×1袋

EL-FS-01 ¥オープン価格

RP-03D ¥181,500
税込¥199,650

オプティモ ¥198,000
税込¥217,800

EW2000D ¥1,127,000
税込¥1,239,700

MS-5CL ¥166,000
税込¥182,600

WOX-40WA ¥570,000
税込¥627,000

ミュークリーンⅡ ¥715,000
税込¥786,500

MSX-10 ¥150,000
税込¥165,000

CL-S60 ¥430,000
税込¥473,000

クリトルディ S ¥8,400
税込¥9,240

カマトール ¥5,600
税込¥6,160

メイクリーン S ¥6,000
税込¥6,600

軟水器再生用岩塩 ¥5,500
税込¥6,050

アンチスケール・エルセ

ビーコロン

スケール対策用水処理装置

アルカリイオン整水器

大型次亜水生成装置

微酸性電解水生成装置

電解次亜水生成装置（壁掛可能）

電気

電気 電気

電気電気

■外形寸法：W350×D250×H320
■消費電力：単相 100V 450W
■使用静水圧：0.2～0.75MPa
■生成水能力：アルカリ6.0ℓ/min 
　　　　　　  酸性水2.0ℓ/min

■外形寸法：W650×D600×H1,200  
■生成量：450ℓ/時～1800ℓ/時
※別途：添加剤（精製塩）が必要となります。

■外形寸法：W360×D280×H353
■消費電力：単相 100V（50/60Hz） 600W
■使用静水圧：0.25～0.75MPa
■生成水能力：アルカリ8.0ℓ/min 
　　　　　　  酸性水2.5ℓ/min

■外形寸法：W440×D387×H1,055
■生成量：200ℓ/時～1,000ℓ/時
※別途：添加液が必要となります。
※別生製装置にて

600ℓ/時～60,000ℓ/時可能。

NDX-360PLW ¥620,000
税込¥682,000

MS1000 ¥4,200,000
税込¥4,620,000

NDX-500PLW ¥820,000
税込¥902,000

HSP-SR1000S ¥お問合せください
シンクは別途です

電解水生成装置

ウェルクリン・テ・プラス
微酸性次亜塩素酸水生成器

電気

■外形寸法：W240×D350×H201
■消費電力：定格単相100V 2.7A
■生成量：1.5ℓ添加液で約600ℓ
■使用可能水量：2.0ℓ/分（0.15MPa時）
■pH値：約5.0～6.5 （原水により変化します）
■有効塩素濃度：50～80mg/L（ppm）
※別途添加液が必要です。壁掛け用パネル付属。

■容量：1.5ℓ×4本
■生成量：1,400ℓ
●ボトル

■容量：10ℓ×2ケース
■生成量：4,700ℓ
●カートン

NDX-65KM-HP ¥330,000
税込¥363,000

OSG46611 ¥12,000
税込¥13,200

OSG46601 ¥24,000
税込¥26,400

（スチコン用）

洗剤

ホテルパン

備品・消耗品

浄水・軟水器

除菌脱臭機
オゾンエアー＆オゾン水生成電気

■外形寸法：W195×D290×H370
■消費電力：単相 100V 45W
■重量：5.8kg 
※ホース付

ハンディー 8 ¥480,000
税込¥528,000

■外形寸法：W60×D55×H100
■配管口径15A用
※蒸し器、洗浄機などにおすすめ
※メンテナンスフリー

SK-A ¥78,000
税込¥85,800

スケール防止器（洗浄機用）
活水器（磁気セラ）

配管に
挟むだけ！
地下水地域にも
最適！
洗剤、リンスの
削減！

■容量：5kg×4袋

●専用電解添加液

OSG46611
OSG46601

EW2000D

専用
非接触蛇口


