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その他

電子レンジ

■外形寸法：W422×D476×H337
■消費電力：単相 200V 2.8kW
■高周波出力：1,800～150W 10段階切替
■省エネ電子レンジ
　庫内照明：LED化
　待機電力：ゼロ化

■外形寸法：W420×D480×H337
■消費電力：単相 200V 2.95kW（50/60Hz）
■能力：レンジ出力1900～150W相当14段階
■庫内容量：19ℓ

■外形寸法：W460×D370×H275
■消費電力：単相 100V 970W/1,320W
（50/60Hz）
■容量：180ℓ
※本体カラー：ホワイト、ブラック

■外形寸法：W474×D565×H412
■消費電力：単相 200V 3.75kW
■容量：10ℓ
※マイクロウェーブとコンベクションの2つ同
　時加熱で高速調理。

■外形寸法：W500×D435×H390
■消費電力：単相100V 1.46kW（50/60Hz）
■容量：30ℓ（2段調理）
■能力：レンジ出力 1.0kW
　　　オーブン温度 100～250・300℃
※本体カラー：グレー系ダークメタル
　　　　　　 シルバー系ライトメタル

■外形寸法：W428×D476×H337
■消費電力：単相 200V 2.8kW（50/60Hz）
■容量：18ℓ

■外形寸法：W325×D380×H484（トレイ4枚）
■消費電力：単相 100V 416W（50/60Hz）
※ドライフルーツや乾燥野菜が手軽に作れます。

■外形寸法：W650×D595×H885
■消費電力：単相100V 1.28kW（50/60Hz）
■有効内容積：97ℓ
■温度調節：0～75℃
■乾燥トレー:3枚

■外形寸法：W650×D595×H1,280 
■消費電力：単相200V 1.6kW（50/60Hz）
■有効内容積：183ℓ
■庫内寸法：W490×D450×H830
■温度調節：0～75℃
■乾燥トレー:7枚

■外形寸法：W1,260×D825×H1,820
■消費電力：三相 200V 5.2/5.32kW
（50/60Hz）
■有効内容積：344ℓ×2室 = 688ℓ
■庫内寸法：W410×D700×H1,200 （×2室）
■温度調節：1～70℃（80℃プログラム可能）
■乾燥トレー:20枚

■外形寸法：W1,900×D825×H1,820
■消費電力：三相200V 7.80/7.98kW（50/60Hz）
■有効内容積：344ℓ×3室= 1,032ℓ
■庫内寸法：W410×D700×H1,200 （×3室）
■温度調節：1～70℃（80℃プログラム可能）
■乾燥トレー：30枚

■外形寸法：W640×D825×H1,820
■消費電力：三相200V 2.60/2.66kW（50/60Hz）
■有効内容積：344ℓ
■庫内寸法：W410×D700×H1,200
■温度調節：1～70℃（80℃プログラム可能）
■乾燥トレー:10枚

■外形寸法：W510×D360×H306
■消費電力：単相 100V 1.26kW（50/60Hz）
■高周波出力：700、350、250W相当
■容量：22ℓ

■外形寸法：W510×D360×H306
■消費電力：単相 200V 1.57kW（50/60Hz）
■高周波出力：900、450、330W相当
■容量：22ℓ

NE-1802VTA ¥277,000
税込¥304,700

RE-7600P ¥260,000
税込¥286,000

RE-TM18 ¥オープン価格NE-SCV2 ¥オープン価格 AX-RA20 ¥オープン価格NE-DF32V ¥オープン価格

DSJ-mini ¥お問合せください

DSJ-3-1A ¥お問合せください

DSJ-7-1A ¥お問合せください DSK-20-3 ¥お問合せください

DSK-30-3 ¥お問合せください

DSK-10-3 ¥お問合せください

NE-711GV ¥オープン価格 NE-921GV ¥オープン価格

ドライフルーツや乾燥野菜製造に最適

高速オーブン
ヘルシオ・オーブンレンジマイクロウエーブ解凍機

食品乾燥機

再加熱用電子レンジマイクロウエーブコンベクションオーブン
電気電気

電気

電気電気

電気

DSJ-mini DSJ-3-1A DSK-20-3 DSK-30-3



188
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

※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。　　

HC-18S

HC-11UV ProHC-38HC-6

移動式 回転台置式

HOT COOL HOT

HC-11LXPro
PS-1 HS-1

■外形寸法：W333×D107×H372 ■外形寸法：W435×D390×H220 ■外形寸法：W1,100xH85■外形寸法：W355×D115×H395

SK-3353-2K ¥8,950
税込¥9,845

TO-767T ¥31,000
税込¥34,100

TO-133 ¥10,000
税込¥11,000

大型 ¥9,700
税込¥10,670

ゴム付包丁差し ラップラクン大型包丁差し オーガナイザー オーダーハンガー
2段 3列

その他

タオルウォーマー タオル・クーラー＆ウォーマー フード・クーラー＆ウォーマー
電気 電気 電気

■外形寸法：W450×D275×H355
■消費電力：単相100V 165W
■庫内容量：18ℓ（おしぼり80～96本）

■外形寸法：W450×D363×H322
■消費電力：単相 100V 150W（50/60Hz）
■庫内容量：おしぼり約 55本、
■庫内温度（25℃において）：
　　　　　　COOLモード：7～10℃
　　　　　　HOTモード：70～80℃
※付属品：棚皿1、ドレーン受け1、変換プラグ1

■外形寸法：W300×D307×H230
■消費電力：単相 100V 120W
■庫内容量：6ℓ（おしぼり32本）
※カラー：ステンレス、ブラック、木目

■外形寸法：W450×D410×H450
■消費電力：単相 100V 570W
■庫内容量：38ℓ（おしぼり約198本）

■外形寸法：W450×D363×H322
■消費電力：単相 100V 190W
■殺菌灯付（GTL-2W）

■外形寸法：W193×D345×H273
■消費電力：単相100V 160W
■庫内温度：5～10℃
■庫内容量：5.5ℓホテルパン1/3
※ドライタイプ（ペルチェ素子搭載）

■外形寸法：W193×D345×H273
■消費電力：単相 100V 100W
■庫内温度：40～90℃
■庫内容量：5.5ℓホテルパン1/3
※ドライタイプ（PID制御）

HC-18S（横開き） ¥43,000
税込¥47,300

HC-11UV Pro ¥60,000
税込¥66,000

HC-11LXPro ¥100,000
税込¥110,000

HC-6 ¥37,000
税込¥40,700

HC-38 ¥65,000
税込¥71,500

PS-1 ¥130,000
税込¥143,000

HS-1 ¥90,000
税込¥99,000

ジャックスタック 給食バット

※ジャックスタックJS専用 ■外形寸法：W612×D389×H140
■材質：SUS304 板厚0.7mm
※18-8ステンレススチールを使用し、丈夫で手
入れが簡単。
※食材の運搬や保管に積み重ねて使用可能。

■外形寸法：W600×D600×H1,830
■容量：130～300φ104枚
※皿受バー間隔50mm

JS-901PC ¥26,000
税込¥28,600

SK-6038X ¥13,300
税込¥14,630

JS-104 ¥288,000
税込¥316,800

長時間の保管・移動用
ビニールカバー

■外形寸法：W480×D480×H890
■容量：130～300φ52枚
※皿受バー間隔50mm
※大皿用30cmオプションバーあり

JS-052C-2025 ¥180,000
税込¥198,000

●瞬冷式（空冷インバータ）●氷蓄冷式 ●瞬冷式（水冷） 角丸シンク用
循環式冷水機

電気 電気

■外形寸法：W800×D400×H1,400
■消費電力：三相200V 3.77/3.80kＷ（50/60Hz）
■冷水量：8.2/8.3ℓ/min
（冷水吐出量10℃、周囲温度30℃、給水温度
 25℃の場合）

■外形寸法：W680×D680×H1,438
■消費電力：三相 200V 1.29kW/1.64kW（50/60Hz）
■出口水温/水量：5℃：750ℓ/8h 10℃：1,000ℓ/8h

    15℃：1,500ℓ/8h
■電源：三相 200V（50/60Hz）

■外形寸法：W534×D405×H398
■消費電力：三相200V 0.85kW/1.05kW（50/60Hz）
■設定水温：5～25℃
■冷却能力：液温10℃　1.59kW
　　　　   液温20℃　2.0kW

■外形寸法：W360×D715×H750
■消費電力：三相200V 2.64/3.28kＷ（50/60Hz）
■冷水量：7.2/8.0ℓ/min
（冷水吐出量10℃、周囲温度30℃、給水温度
 25℃の場合）

CWS-25AI ¥1,513,000
税込¥1,664,300

SWE-1000TA-PB1 ¥1,217,000
税込¥1,338,700

RKS750F ¥340,000
（小型タンクなし） 税込¥374,000

CWS-22CW-1 ¥1,154,000
税込¥1,269,400

冷水機
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浄水器は P183からお選び下さい。

1117
TO-1238-S TO-1239

ABF-30S SGA-30 AHB-19S AGY-10S SH-RA15 SH-RA19

電気使用製品　 （財）日本ガス機器検査協会検査合格品　

●縦型 1穴出 ●縦型 1穴出

ステンレスマホービン

グラスフィラー

コーヒーポット

グラスフィラー 丸盆ラッチ16インチ

アイスビン

■外形寸法：W50×D150×H260 ■外形寸法：W100×D350×H940

■外形寸法：W100×D350×H800

■外形寸法：W46×D127×H290

■外形寸法：W46×D152×H129

■外形寸法：W450×D80×H325

■外形寸法：W355×D494×H295
※フィラー付アイスビン

■外形寸法：W345×D460×H280
■槽内寸法：W255×D370×H240
■排水接続口径：25A
■落とし込み開口寸法：W305×D420
※付属品：ジャバラホース×1
※アクリル扉使用

1007（プッシュバック型） ¥39,000
税込¥42,900

1117（スプリングスタイル） ¥104,000
税込¥114,400

TO-1238-S ¥53,800
税込¥59,180

TO-1239 ¥44,500
税込¥48,950

TO-691M ¥5,400
税込¥5,940

SWS30-40DS ¥159,000
税込¥174,900

TIB-18B ¥86,000
税込¥94,600

1117-400（ロータイプ） ¥104,000
税込¥114,400

電動ポット
電気

■外形寸法：W200×D230×H435
■容量：2.5ℓ

■外形寸法：W230×D310×H340
■消費電力：単相 100V 1.3kW
■容量：5ℓ

SY-AJ25 ¥16,000
税込¥17,600

CV-RA50 ¥オープン価格

押すだけポット ハンドルプッシュ
魔法瓶 ステンレスポット クールピッチャー

■外形寸法：W185×D255×H380
■容量：3ℓ
※ガラスポット

■外形寸法：W180×D210×H360
■容量：3ℓ
※ステンレスポット

■外形寸法：W350×D220×H290
■消費電力：単相 100V 430W
※潜水タイプモデル

■外形寸法：W135×D180×H250
■容量：1.5ℓ

■外形寸法：W135×D180×H285
■容量：1.9ℓ

■外形寸法：196φ×H312
■能力：1.5ℓ/回
■シンクロ径：180φ
※家庭用

■外形寸法：W150×D185×H330
■容量：1.85ℓ

■外形寸法：W130×D170×H275
■容量：1ℓ

■外形寸法：W270×D270×H465
■消費電力：単相 100V 100/110W（50/60Hz）
■重量： 6.5kg
■使用時間： 60分
■対応グラスサイズ：内径：φ55～φ90 
　　　　　　　　　   高さ：170mm

■外形寸法：W135×D190×H250
■容量：1.7ℓ

■外形寸法：310φ×H520
■能力：13～24kg/分

ABF-30S ¥7,700
税込¥8,470

SGA-30 ¥15,000
税込¥16,500

AA-SUB ¥179,000
税込¥196,900

SH-RA15 ¥オープン価格

SH-RA19 ¥オープン価格

YS-8100 ¥120,000
税込¥132,000

AHB-19S ¥6,000
税込¥6,600

AGY-10S ¥3,300
税込¥3,630

DX-21 ¥198,000
税込¥217,800

DGB-17C（GA） ¥3,000
税込¥3,300

YS-15GC ¥610,000
税込¥671,000

グラスウォッシャー ディスポーザー
電気 電気
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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

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。　　

・メンテナンス時は前面キャッチクリップの開閉
のみ

・シンク下の限られたスペースでも本体引出しが
　容易（移動式）

TC-GT20M

UT-120NS RV-160ZHOH-15 HWN-13ZR

シンク下設置型グリース阻集器 厨芥処理機
電気

■外形寸法：W555×D375×H382
■流入・出口径：50A片ニップル
■実容量：20ℓ
※4輪キャスタータイプ
※オプション：専用蛇腹ホース部品一式

■外形寸法：W555×D375×H320
■流入・出口径：50A片ニップル
■実容量：20ℓ
※固定金具タイプ

■外形寸法：W800×D625×H850
■処理能力：7kg/分

■外形寸法：W1,300×D500×H900
■処理能力：10kg/分

TC-GT20M ¥191,000
税込¥210,100

TC-GT20 ¥172,000
税込¥189,200

YS-400-PS-08 ¥3,810,000
税込¥4,191,000

YS-700L-PS-08 ¥4,530,000
税込¥4,983,000

貯湯温水ボイラー
無圧温水ヒーター スチーム

■外形寸法：W700×D1,520×H1,765

■外形寸法：W700×D1,520×H1,765

■外形寸法：W1,160×D1,300×H2,035 ■外形寸法：W785×D1,075×H2,115 ■外形寸法：W635×D775×H1,820
■蒸気量：120kg/h
■最高圧力：0.69MPa

■外形寸法：W1,340×D1,485×H2,110 ■外形寸法：W785×D1,155×H2,115 ■外形寸法：W635×D855×H1,820
■蒸気量：160kg/h
■最高圧力：0.69MPa

HOH-15 ¥3,310,000
（無圧開放型） 税込¥3,641,000

HOH-20 ¥3,570,000
（無圧開放型） 税込¥3,927,000

HWN-13ZR ¥2,780,000
（屋内貯湯式型） 税込¥3,058,000

UT-120NS ¥2,231,000
税込¥2,454,100

RV-120ZH ¥1,442,000
税込¥1,586,200

HWN-20ER ¥3,540,000
（屋内貯湯式型） 税込¥3,894,000

UT-200NS ¥2,602,000
税込¥2,862,200

RV-160ZH ¥1,664,000
税込¥1,830,400

蒸気ボイラー

食器洗浄機・室内専用湯沸器
●フード下取付可能型ガスガス

ガス

パントリー用瞬間湯沸器
●壁掛型

PH-5BV RUS-V51YT（WH） PH-E1600HE

■外形寸法：W288×D141×H360 ■外形寸法：W370×D260×H572

■外形寸法：W290×D136×H368 ■外形寸法：W370×D260×H572

PH-5BV ¥40,700
（元止式） 税込¥44,770

PH-E1600HE ¥256,800
（潜熱回収型） 税込¥282,480

RUS-V51YT（WH） ¥40,700
（元止式） 税込¥44,770

PH-E2400HE ¥288,900
（潜熱回収型） 税込¥317,790

設置イメージ図

EIWX3102A0 EI-20N5 DHM4EIX-250C0Tempra10Plus

電気

電気瞬間湯沸器

EIWX3102A0 ¥300,000
税込¥330,000

EI-20N5 ¥820,000
税込¥902,000

EIX-250C0 ¥150,000
税込¥165,000

EI-40N5 ¥1,075,000
税込¥1,182,500

EIWX3150A0 ¥320,000
税込¥352,000

EI-30N5 ¥1,015,000
税込¥1,116,500

DHM4 ¥38,000
税込¥41,800

Tempra10Plus ¥213,000
税込¥234,300

■外形寸法：W255×D97×H397
■消費電力：三相200V 10.2kW
●号数換算：5.8

■外形寸法：W400×D141×H551
■消費電力：三相200V 20.0kW
●号数換算：11.5

■外形寸法：W135×D91.5×H185.5
■消費電力：単相200V 5.0kW
●号数換算：2.9
※温度設定変更可（20～45℃）

■外形寸法：W500×D141×H551
■消費電力：三相200V 40.0kW
●号数換算：22.9

■外形寸法：W255×D97×H397
■消費電力：三相200V 15.0kW
●号数換算：8.6

■外形寸法：W500×D141×H551
■消費電力：三相200V 30.0kW
●号数換算：17.2

■外形寸法：W190×D82×H165
■消費電力：単相200V 4.3kW
●号数換算：2.6
※入水温度+15℃

■外形寸法：W420×D114×H369
■消費電力：単相200V 10.0kW
●号数換算：5.7
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ETC12BJS107C0
DE-特

ES-20N3(3)
ESN12ARN111D0 

電気

電気 電気

電気

電気小型給湯器

飲物・洗い物用電気給湯器 電気貯湯式湯沸器

電気貯湯式湯沸器
置台型

EWR12BNN107C0
HDEN-12M

壁掛型

ESD20BRX220D0

屋内型

FJ-T10S3-W

MPX-2000

NCL-OP01
ムシポンポケット3

NCL-SP01

電気 電気

ハンドドライヤー 捕虫器

■外形寸法：W360×D250×H480
■消費電力：単相100V 0.75kW（貯湯量12ℓ）

EWR12BNN107C0 ¥168,000
税込¥184,800

■外形寸法：W415×D261×H480（貯湯量10ℓ）

HDEN-12M ¥157,000
税込¥172,700

■外形寸法：W308×D375×H411
■消費電力：単相200V 2.0kW（貯湯量20ℓ）

ESD20BRX220D0 ¥322,000
税込¥354,200

■外形寸法：W320×D320×H532
■消費電力：単相100V 0.75kW（貯湯量12ℓ）

ETC12BJS107C0 ¥170,000
税込¥187,000

■外形寸法：W381×D380×H633
■消費電力：単相100V 1.5kW（貯湯量9ℓ）

DE-特 ¥179,000
税込¥196,900

■外形寸法：W240×D320×H419 
■消費電力：単相100V 1.1kW（貯湯量12ℓ）

ESN12ARN111D0 ¥100,000
税込¥110,000

■外形寸法：W360×D250×H599
■消費電力：単相100V 1.5kW（貯湯量20ℓ）

EWR20BNN115C0 ¥187,000
税込¥205,700■外形寸法：W415×D261×H615（貯湯量18ℓ）

HDEN-20M ¥179,000
税込¥196,900

■外形寸法：W480×D331×H605（貯湯量27ℓ）

HDEN-30M ¥242,000
税込¥266,200

■外形寸法：W370×D430×H438
■消費電力：単相200V 2.0kW（貯湯量30ℓ）

ESD30BRX220D0 ¥343,000
税込¥377,300

■外形寸法：W320×D320×H672
■消費電力：単相100V 1.5kW（貯湯量20ℓ）

ETC20BJS115C0 ¥180,000
税込¥198,000

■外形寸法：W406×D430×H723
■消費電力：単相100V 1.5kW（貯湯量19ℓ）

DE-1 ¥201,000
税込¥221,100

■外形寸法：W585×D328XH472 
■消費電力：単相100V 1.5kW（貯湯量20ℓ）

ES-20N3(3) ¥132,000
税込¥145,200

■外形寸法：W300×D189×H670
■消費電力：単相100V 745W（50/60Hz）

FJ-T10S3-W ¥173,800
税込¥191,180

■外形寸法：W690×D75×H230
■消費電力：単相 100V 20W
■捕虫ランプ：1灯　20W

MPX-2000 ¥31,800
税込¥34,980

■外形寸法：W532×D104×H435
■消費電力：単相 100V 45W
■捕虫ランプ：3灯　15W
※壁掛け型で水に強い（IP65）

NCL-OP01 ¥63,000
税込¥69,300

■外形寸法：W710×D75×H250
■消費電力：単相100V 20W
■捕虫ランプ：1灯 20W
※白を基調にした清潔感あるフォルムで、設置場所
を選びません。
※スライドボタンの採用により、カバーの脱着が
　簡単です。

MP-2300 ¥29,800
税込¥32,780

■外形寸法：W250×D157×H470
■消費電力：単相100V 595W（50/60Hz）

FJ-T09F3-W ¥111,100
税込¥122,210

■外形寸法：W410×D165×H315
■消費電力：単相100V 22W
■捕虫ランプ：1灯　22W
※捕虫器に見えないスマートデザイン

ムシポンポケット 3 ¥32,800
税込¥36,080

■外形寸法：W525×D84×H163
■消費電力：単相100V 17W
■LEDランプ：30個（素子数）×2本
■捕獲面積：410×100mm

NCL-SP01 ¥55,000
税込¥60,500

（財）日本ガス機器検査協会検査合格品　

HDST-1

ガス

ガス貯湯式湯沸器

電気式焼いも機

壁掛型

■外形寸法：W430×D346×H786（貯湯量21ℓ）

HDST-1 ¥257,000
税込¥282,700

■外形寸法：W430×D345×H480 
■消費電力：単相100V 1,250W （50/60Hz）
■焼いも容量：1段扉式2kg

YG-20R オープン価格

■外形寸法：W500×D387×H809（貯湯量34ℓ）

HDST-207 ¥322,000
税込¥354,200

■外形寸法：W450×D450×H685
■消費電力：単相 100V 1.5kW（貯湯量45ℓ）

ETC45BJS115C0 ¥245,000
税込¥269,500

■外形寸法：W450×D450×H1,045
■消費電力：単相100V 1.5kW（貯湯量90ℓ）
※全機種タイマー付

ETC90BJS115C0 ¥380,000
税込¥418,000

■外形寸法：W450×D450×H805
■消費電力：単相100V 1.5kW（貯湯量60ℓ）

ETC60BJS115C0 ¥263,000
税込¥289,300

防塵・防水　IP65準拠
金属検出機

電気

■外形寸法：W800xD677xH1,268
■センサーヘッド開口部寸法：
　幅350mm×高さ170mm
■検出感度： Fe:φ0.5mm、SUS:φ1.0mm
■可変ベルト速度： 10～60m/min
■登録製品数：1000

• 自動感度設定機能
 • 7インチカラータッチパネル
 • HACCP対応
 • 本体メモリへ最大100件
 • USBメモリから画像の取り込み
 • 取り外し式コンベアベルトで清掃が容易

AD-4971-3517 ¥918,000
税込¥1,009,800
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税込価格については税率10％で表示しています。

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。　　

その他

ワンショットフードSOC

スチームヘッド
No.3

（1～ 2名用）（2～ 3名用）（2～ 4名用） （2～ 4名用）

座卓タイプ

卓上ガスロースター 小型卓上ガスロースター

無煙ロースター（ダクト型）

赤鬼（炭使用）

S-910

卓上電気ロースターしちりんガスロースター

パーソナル無煙排気装置

焼肉ロースター

焼肉ロースター 鍋物テーブル焼肉フード

ガス焼肉器（卓上タイプ）
ガス

ガス ガス ガス

ガス

電気

ガス

いもランド

ガス 電気

炭火ロースター ロストルクリーナー

電気 電気 電気ガス

電気式焼いも機 ポップコーン わた菓子ガス式焼いも機

■外形寸法：本体：W334×D296×H439
　吸引タワー：W222×D60×H394 
■排気風量：230㎥/h
■器具静圧：130Pa
■空調負荷：2.7kW
※安全装置：
ダクト遮断火災伝送防止装置（180℃）
　防火水槽（推奨1000cc）
※ガス消費量は、2.5kW以下でご使用ください
※こちらの商品はキャビネットとの組合せで
ご使用ください
※ダクト工事別途

SALT-09 ¥120,000
税込¥132,000

■外形寸法：φ218×D310×H142
■ガス消費量（都市ガス/LPG)：

1.6kW/1.39kW
■ガス接続：カチットプラグ接続用11mm
自在迅速継手
（ホース接続用φ9.5mmへ変更可）
■点火方法：圧電点火方式（素回し）
※ロストル焼き、重量：4.0kg 

BT-4R ¥57,000
税込¥62,700

■外形寸法：W261(300)×D171×H105
■焼面サイズ：215×155(鉄アミ1枚付属)
■ガス消費量：(都市ガス/LPG)：
　　1.26kW/1.28kW
■ガス接続：φ9.5mmホースエンド
■点火方法：圧電点火方式
※重量：1.7kg（鉄アミ使用時：2.4kg）
※中型サイズ(焼面260×170)もございます

BT-5SR ¥32,000
税込¥35,200

■外形寸法：W1,200×D800×H700
■消費電力：AC100V 17W
■ガス消費量：都市GAS：3.35kW
　　　　　　  LPG：3.26kW
■ガス接続：R1/2（PT）
■点火方法：連続放電点火方式（AC100V）
※安全装置UVセンサー（立消えガス遮断システム）
　異常過熱ガス遮断システム･ダクト遮断システム･
　漏電ブレーカー･エラーチェック機能搭載
※ダクト工事別途

SV-2RU-T ¥334,000
税込¥367,400

■外形寸法：φ298×H144
■ガス消費量（都市GAS/LPG）：

2.18kW（1,872kcal/h）/2.38kW（0.17kg/h）
■ガス接続：9.5mmホースエンド
■点火方法：圧電点火方式（押し回し）
※オプション：アミヤキセット
　　　　　　：立消えセンサー

NK-7N ¥69,000
税込¥75,900

■外形寸法：φ100（φ240）×H925～1,125
■排気風量：290m3/h
■器具静圧：150Pa
※ヘッド各種あり
※無塗装標準（別途塗装可）
※ダクト工事別途

SOC-100-03（GF付） ¥84,000
税込¥92,400

■外形寸法：W1,200×D800×H350
■ガス消費量（都市GAS/LPG）：

3.14kW（2,700kcal/h）/3.21kW（0.23kg/h）
■使用可能最大鍋径：26cm
※オプション：天板のフタ
※メラミン色変更は別途

CTK22STG(LP)-LWC097-T12C ¥177,000
税込¥194,700

■外形寸法：W513×D219×H131
■焼面サイズ：300×170
■消費電力：単相100V 1200W
※電源：交流単相100V/15A対応コンセント
※小型サイズ(焼面215×155)のご用意も
あります

BTE-8SD（T） ¥99,000
税込¥108,900

■外形寸法：W764×D604×H1,084～1,119
■消費電力：単相100V 360/390W（50/60Hz）
■標準洗浄時間：30～40min/回
■洗浄物サイズ（mm）：
　角390x300まで丸φ300まで

GRC-55C ¥924,000
税込¥1,016,400

■外形寸法：W929×D330×H259
■ガス消費量（都市GAS/LPG）：

3.6kW（3,100kcal/h）/4.19kW（0.3kg/h）
※オプション：焼き網

S-910 ¥156,000
税込¥171,600

■外形寸法：W629×D330×H259
■ガス消費量（都市GAS/LPG）：

2.44kW（2,100kcal/h）/1.95kW（0.14kg/h）
※オプション：焼き網

S-610 ¥124,000
税込¥136,400

■外形寸法：W335×D265×H111
■ガス消費量（都市GAS/LPG）：

2.04kW（1,750kcal/h）/1.47kW（0.11kg/h）
■ガス接続：φ9.5mmガス用ゴム管
■調理寸法：W260×D160
※点火方式：マッチ点火

Y-77C ¥13,800
税込¥15,180

■外形寸法：W380×D288×H111
■消費ガス量：（都市GAS/LPG）：

2.33kW（2,000kcal/h）/2.24kW（0.16kg/h）
■ガス接続：φ9.5mmガス用ゴム管
■調理寸法：W376×D216 
※点火方式：マッチ点火

Y-18T ¥17,800
税込¥19,580

■外形寸法： W640×D640×H800
■消費電力：単相100V 1.2kW
■能力：1分毎に3～5本

CA-120 ¥199,000
税込¥218,900

■外形寸法：W480×D380×H510
■消費電力：単相100V 1.01kW
■能力：3分毎に350g

PA-36 ¥130,000
税込¥143,000

■外形寸法： W590×D710×H941
■容量：5～8kg
■消費ガス量：（LPG）：7.6kW

AY-1000 ¥258,000
税込¥283,800

■外形寸法： W450×D450×H502
■消費電力：単相100V 1,190W（保温時70W）
■焼き芋容量：最大5kg（適量3kg）
　遠赤外線シーズヒーター

TEY-101 ¥350,000
税込¥385,000

※焼物器は別売
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NMM-720

PH16-S30

PH16-S50

PH16-S75

PH16-S100

※設置する条件により設置費の追加が発生する場合があります。

¥200,000

¥40,000

¥400,000

¥500,000

¥1,700,000

¥1,800,000

¥1,950,000

¥2,100,000

タッチパネル付
ディスプレイ
（3.5インチ）

カメラ 運転操作ボタン（当社従来比2倍）

スピーカー

非常停止ボタン

通話階選択ボタンマイク 通話ボタン

文字が大きく、
見やすく
分かりやすい表示

カメラ＆タッチパネル付ディスプレイ搭載！
操
作
性

押し間違えを防ぐ
大型ボタン

機
能
性
❶

簡単に
掃除ができる
フラットシート

機
能
性
❷

業務効率アップ！

生徒用調理台教師用調理台
COOKING MATE 調理実習台

そば ･うどんそば・うどん・ラーメン・パスタ たて型 中華麺・そば ･うどん

電気 電気

麺水切機 ダムウェーター

電気 電気 電気

手打麺器 練り専用ミキサー 製麺機

MYB-100HA

電気使用製品　

■外形寸法：W870×D1,210×H1,180
■消費電力：三相200V 1.2kW
※13kgミキサー付

タイセー 3型 ¥1,700,000
税込¥1,870,000

■外形寸法：W1,075×D1.100×H1,260
■消費電力：三相200V 0.75kW

琴平 1B型 ¥1,350,000
税込¥1,485,000

■外形寸法：W380×D680×H620
■消費電力：単相100V 0.4kW
■能力：4～8kg/回
■重量：40kg
※1方向回転の縦軸羽根仕様
※タイマー、サーマル付

出雲TBM-8V ¥590,000
税込¥649,000

■外形寸法：W1,200×D900×H1,300
■消費電力：単相100V 1.06kW
■能力：延ばし・切り 400食/H
■重量：400kg
※ロール、カッター、プレス、ミキサー機能が
　分離独立可能

出雲 400D-SS ¥2,990,000
税込¥3,289,000

■外形寸法：W356×D356×H583
■消費電力：単相100V 720W（50/60Hz）

NMM-720 ¥298,000
税込¥327,800

■外形寸法：W350xD350xH700（800）
■消費電力：単相100V 1,000W（50/60Hz）
■排水口：30mm専用ホース付属

MYB-100HA ¥430,000
税込¥473,000

■外形寸法：W2,400×D900×H800
■消費電力：単相100V 4.0kW
      （オーブン電子レンジ）
      単相200V 3kW
      （クッキングヒーター）
※マナ板殺菌庫付

★ TCM-280T ¥お問合せください

■外形寸法：W2,400×D900×H800
■消費電力：単相100V 4.0kW
      （オーブン電子レンジ）
      単相200V 3kW
      （クッキングヒーター）

★ TCM-220S ¥お問合せください

NEW
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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

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。　　

卓上型 1ロール

ペン型

SH-2000

防塵・防水型 防塵・防水型

UDS-211W-20K

SK-30KiWP

SK-270WP MF500 TT-508N-WH SK-8700Ⅱ SO-304

DP-6701K-60 HV-200KC-K

MX-1000 BX2000

2ロール

TP-100MR

中華卓 籐椅子

電気 電気

タイムレコーダー 表面・中心温度計
電気

非接触温度計/塩分計

電気 電気 電気 電気

デジタル卓上はかり デジタルはかり デジタル防水卓上はかり デジタル防水台はかり

電気 電気

レジスター 券売機

洋卓 洋椅子 座卓

洋風家具・色寸法各種 中華風家具・色寸法各種 和風家具・色寸法各種

■外形寸法：W156×D100×H236
※4欄/2欄＋集計、黒単色

MX-1000 ¥36,500
税込¥40,150

■外形寸法：W640×D300×H1,600
■消費電力：単相100V 101W
■口座数：72口座フリーレイアウト

KB172NNS ¥1,800,000
税込¥1,980,000

■外形寸法：W390×D250×H700
■消費電力：単相100V 30W
■口座数：42

FK-CX ¥1,480,000
税込¥1,628,000

■外形寸法：W600xD280xH1,570
■消費電力：単相100V 40W
■口座数：54
※1万円札、5千円札も対応
※オプション：2ロール

FK-ADII ¥2,500,000
税込¥2,750,000

■外形寸法：W347xD425xH236
■消費電力：単相100V 38W（50/60Hz）
※桁数：登録7桁/合計10桁

MA-700 ¥オープン価格

■外形寸法：W248×D270×H175
■ひょう量（最小表示）：20kg（20g）
※単一乾電池付属
※10kgタイプあり
※検定付

UDS-211W-20K ¥32,000
税込¥35,200

■外形寸法：W350×D605×H795
■ひょう量（最小表示）：60kg（20g）
※単一乾電池×4本付属
※他に32kg（10g）、150kg（50g）タイプあり
※検定付

DP-6701K-60 ¥105,000
税込¥115,500

■外形寸法：W244×D232×H137
■ひょう量（目量）：2kg（2g）
※単一乾電池×6本（別売）
※1、2、5、10、20、30kgタイプあり
※検定付

SK-2000i ¥13,900
税込¥15,290

■外形寸法：W265×D250×H103
■ひょう量（最小表示）：2kg（1g）
※単一乾電池×4本（別売）
※1、2、5、12、20、30kgタイプあり

SH-2000 ¥7,900
税込¥8,690

■外形寸法：W145×D65×H160
■温度測定範囲：-20～315℃
※付属品：本体ビニールカバー

SK-8700Ⅱ ¥10,000
税込¥11,000

■外形寸法：W55×D183×H45
■温度測定範囲：-40～+260℃
※防水型

MF500 ¥7,000
税込¥7,700

■外形寸法：W70×D40×H171
■温度測定範囲：-40～+250℃
※防水型
※標準センサー付属

SK-270WP ¥19,800
税込¥21,780

■外形寸法：W190×D104×H224
※4欄印字、黒単色

BX2000 ¥39,500
税込¥43,450

■外形寸法：W390×D712×H773
■ひょう量（最小表示）：60kg/150kg/220kg
（0.02kg/0.05kg/0.1kg）
※検定付

HV-200KC-K ¥87,800
税込¥96,580

■外形寸法：W1,200×D750×H700
※他のカラー、サイズ有り

T18 5N-EV1-SI

■外形寸法：W500×D520×H770
（SH445）

グレーテ
■外形寸法：W1,200×D750×H330
※他のカラー（ナチュラル/ブラウン）、
サイズ有り

ZT8118
■外形寸法：W1,200×D750×H700
※角脚
※ナチュラル色

TB1738-MH
■外形寸法：W460×D595×H930
（SH425）
■張材：レザー・C-22＃1
※木色：8色設定

カルコスM 8N

■外形寸法：W266×D280×H146
■ひょう量（最小表示）：30kg
（0.02kg（0～20kg）0.05kg（20～30kg））
※検定付
※1、2、5、10、20kgタイプあり

SK-30KiWP ¥32,000
税込¥35,200

■外形寸法：W244×D232×H173
■ひょう量（最小表示）：30kg
（0.02kg（0～20kg）0.05kg（20～30kg））
※検定付

SK-30Ki ¥19,900
税込¥21,890

■外形寸法：W256×D250×H106
■ひょう量（最小表示）：30kg（20g）

SH-30K ¥16,900
税込¥18,590

■外形寸法：W171×D25×H171
■測定範囲：塩分濃度0.0％～5.0％
※防水型

SO-304 ¥10,000
税込¥11,000

■外形寸法：W217×D373×H16
■温度測定範囲：-50～+250℃
※防水型
※コイン形リチウム電池使用

TT-508N-WH ¥3,000
税込¥3,300

■外形寸法：W54×D40×H172
■温度測定範囲：-50～+280℃
※標準センサー付属

TP-100MR ¥19,800
税込¥21,780

SK-2000i

塩分計
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キャッシュレス決済券売機

フロアロボット

POSレジシステム

タブレット型マルチオーダーシステム

マルチ決済システム

セルフオーダーシステム

■外形寸法：W500×D500×H1,200
※要インターネット接続
※要保守契約

T-1 ¥2,500,000
税込¥2,750,000

■構成内容： 10インチタッチモニター
セルフ向け自動釣銭機コンラックス製

 CCTインジェニコ（クレジット/電子マネー）
定着型バーコードリーダー（QR決済）
周辺機器一式

マジレジセミセルフ ¥1,300,000
税込¥1,430,000

■外形寸法：W540×D500×H1,750
■電源：AC100V
※要インターネット回線
※保守契約・サーバー使用料必須

キャッシュレス決済券売機 ¥1,420,000
税込¥1,562,000

■外形寸法：W450×D600×H753

マジレジセルフ ¥1,800,000
税込¥1,980,000

■外形寸法：W83×D211×H54
※要Wi-Fi接続

マルチ決済システム ¥38,000
税込¥41,800

■参考構成：マジレジplus/ハンディ3台
キッチンプリンタ2台
周辺機器一式

※要サーバー使用料

セムール bb ¥1,000,000
税込¥1,100,000

■参考構成：マジレジplus/ハンディ3台
キッチンプリンタ2台、セルフ15台
周辺機器一式

セムールセルフ ¥2,200,000
税込¥2,420,000

●内容の登録まではスタッフさんが行い
お支払いはお客様側で入金します。

●オーダーシステムとの連動も可能
●完全なセルフレジでは不安なお店も
セミセルフで効率UPや非接触を実現

●クレジットカードやQRコード決済も対応

●圧倒的な省人化
●セルフで会計
● SEMOORとの連携でさらに省力化
●マルチ決済対応
（クレジットカード・QRコード・IC系）

対応ブランド
・PayPay
・LINE Pay
・au PAY
・d 払い

●キャッシュレス決済で
　現金受渡しによる接触減
●多くのQRコード決済ブランドが

1台で対応

スマホオーダーシステム
●お客様のスマートフォンから注文

【セムールbb】

【セミセルフレジ】

【セムールセルフ】

【セルフレジ】

タブレット型セルフオーダーシステム
●専用タブレットから注文

●タニ POSシリーズ

●PEANUT（ピーナッツ）

・メルペイ
・WeChat Pay
・ALIPAY
・楽天ペイT-1フルライダー ¥3,200,000

税込¥3,520,000

●多くの注文スタイルに対応
●レジ利用のみ
●ハンディターミナル対応
●スマホテーブルオーダー対応
●モバイルオーダー対応

※要インターネット接続
※要サーバー使用料

ZEROレジ ¥お問合せください

P195に掲載の製品について、詳しくは専用カタログをご覧下さい。

Point
01

Point
02

Point
04

Point
03

Point
05

スマホ感覚のシンプル画面

低価格でも機能は充実

マルチ決済対応
クレジットカード・QRコード・
各種電子マネー

地域マネー・ハウスマネー対応

自動釣銭機と連結で現金にも対応

■外形寸法：W500×D500×H1,200
※要インターネット接続
※要保守契約
※本体センサによる走行
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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

システム例（平面図）

1000 590 620

60
0

その他

※W（間口）、D（奥行）、H（高さ）を表示します。  荷作り・運賃は別途申し受けます。　　

そばのテボへの投入からゆで・
洗い・締め工程を自動で実施し、
１人分の人員を削減します。
熱いゆで麺器の前に立ち続け
る必要も無くなります。
人による調理のブレが無くな
り、いつでも同じ品質を提供す
る事が可能となります。

１時間当たり150杯のスピード
でゆでることができ、ピークタ
イムでも店舗スタッフは別作業
に集中することが可能です。
操作がシンプルで教育コストも
削減できます。
ロボットを壁面に設置すること
で既存店舗のスペースを拡張せ
ずにロボットの導入ができます。

自動でソフトクリームを巻いて
くれます。センサーで重さを計
測しながら、常に形が均一にな
るように調整します。

人は具材をセットするだけで、後は皿へのピックアップまでロボット
が実施します。
生産量などのデータを蓄積・管理が可能です。
自動化工程：油引き、生地供給、具材投入、返し、大皿へのピックアップ。

調理ロボット

1

2

3

そばロボット

ソフトクリームロボット

たこ焼きロボット

●そば調理工程のゆで・洗い・
　締め工程を自動化

●たこやきの自動調理化

1～3各ロボットのシステムトータル金額はお問合せください。

●ピークタイムにも対応

●ソフトクリームの量と形を
　均一化

■生産能力：150杯 /時（ゆで時間 100秒 /杯の場合）

自動回転たこ焼き器（P67掲載）
※ TERO-48T-45（48個 /回）を 2台使用した場合
■焼成能力：96個 /回（15~20分 /回）
■寸法　　：W1,605× D1,050× H800
　　　　　　（ロボットアームの高さを除く）

■生産能力：133個 /時間（最大）27秒 /個
■対応：ソフトクリームサーバー（日世）

システム例（平面図）

ソフトクリームサーバー（3フレーバー用）

ロボット
形式 外形寸法 能力
NA-9524AE W1,158× D337× H928 1フレーバー
CI-7548AE W1,158× D480× H908 3フレーバー

レイモくん ライドン
キャラクターを載せることができます。

レイウス レイタくん

冷却シンク

ロボット位置

ドリップテーブル ゆで麺器

ゆで工程 締め工程

税込価格については税率10％で表示しています。

※店舗の雰囲気に合わせて外装を変えることが可能です。
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●セーフティシャワー付
●低温排気で安全性向上
●フィルター清掃の省力化
●確実な減煙、減臭効果
●付帯設備への費用減
●近隣にも安心

ダクト用オイルミストコレクター屋内用天井・壁面取付両用タイプ天井取付タイプ

厨房排気用グリスセパレーター

調理の排気を水洗いする

電気 電気

排気グリスフィルター 油煙除去装置

■外形寸法：W502×D620×H494

2V-5050 ¥53,000
税込¥58,300

■外形寸法：W502×D370×H494
※天井盲板・背面盲板付（盲板ナシもできます）

1S-5050 ¥39,000
税込¥42,900

■外形寸法：W1,243×D620×H640
■重量:116kg
■消費電力:100W
■最大処理風量:5000㎥/h（焼肉・焼鳥業態3600㎥/h）
■集塵効率:約97%
※脱臭フィルター（オプション）

RY5000B1 ¥1,100,000
税込¥1,210,000

■外形寸法：W695×D620×H640 
■重量:72kg
■消費電力:60W
■最大処理風量:2500㎥/h（焼肉・焼鳥業態1800㎥/h）
■集塵効率:約97%
※脱臭フィルター（オプション）

RY2500B1 ¥898,000
税込¥987,800

※W（間口）、D（奥行）、H（高さ）を表示します。  荷作り・運賃は別途申し受けます。

  型式 チャンバー寸法（mm） 使用ウォッシュ
フィルター

フィルター
枚数

給水
A

排水
A

電気
1φ100V

税込み価格 本体価格
間口 奥行 高さ

片面

1連
SGW-512-1S 522 450 630 SGW-512 1 15 50 12W ¥613,800 ¥558,000

SGW-312-1SS（ミニ） 522 435 457 SGW-312 1 15 50 12W ¥574,200 ¥522,000

2連
SGW-512-2S 1,022 450 630 SGW-512 2 15 50 12W ¥838,200 ¥762,000

SGW-312-2SS（ミニ） 1,022 435 457 SGW-312 2 15 50 12W ¥798,600 ¥726,000

両面

2連
SGW-512-2W 522 765 630 SGW-512 2 15 50 12W ¥831,600 ¥756,000

SGW-312-2WS（ミニ） 522 565 457 SGW-312 2 15 50 12W ¥792,000 ¥720,000

4連
SGW-512-4W 1,022 765 630 SGW-512 4 15 50 12W ¥1,074,700 ¥977,000

SGW-312-4WS（ミニ） 1,022 565 457 SGW-312 4 15 50 12W ¥1,049,400 ¥954,000

特性
●組立式で送料・搬入が経済的
●給気カバー（オプション）で給排気のバランスがとりやすい
●増設、変更分解移設も自由、設置後、連結部品で間口奥行変更可能

給水 15A排水 50A電源単相 100V アース付 12W
別途、防火ダンパー等が必要となる場合があります。
法令に準じてください。
排気厨房ステンフード（組み立てタイプ）とセットでご使用できます。

ウォッシュフィルター又は
グリスフィルターとセットでご使用ください。
送風機及びダクト工事は別途お見積もり
致します。

排気

ミストロン

外気取入れ給気

電気

排気厨房ステンフード（組立てタイプ）

組立式フード

※グリスフィルター及び防火ダンパーは必ず取り付けて下さい。
　グリスフィルターの取り付けは、下面が焼口より1,000mm以上になる様に設定して取り付けて下さい。

タニコースチコンクリーナー
洗剤セット ¥8,140  （税込）

ミストロンSGW-512-1S
片面型 W522×D450×H630

排水

詳しくは P182をご覧下さい。

厨房ステンフード（組立タイプ）

特性

型式 　A型 外形寸法(mm) 　B型 外形寸法(mm)
間口 奥行 高さ 間口 奥行 高さ 

SPF-90   900 700 850   900 850 700

SPF-100 1,000 700 850 1,000 850 700

SPF-120 1,200 700 850 1,200 850 700

SPF-160 1,600 700 850 1,600 850 700

SPF-180 1,800 700 850 1,800 850 700

¥105,600  ¥96,000 

 ¥108,900  ¥99,000 

 ¥116,600  ¥106,000 

 ¥128,700  ¥117,000 

 ¥135,300  ¥123,000 

税込み価格 本体価格

給水

税込価格については税率10％で表示しています。
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施工事例

フレンチレストラン

本格中国レストランホテル/中華

結婚式場

調理学校

オーダーキッチン

オーダーキッチン

オーダーキッチン
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