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BUSCH 製真空ポンプ、1.1kW 他多数あります。BUSCH 製真空ポンプ、1.1kW 他多数あります。

メール での予約
https://shin-ishige.comWEB での予約

0297-55-1020FAX での予約

商品群下見のご案内

展示場見学

当社では本機、周辺機械、備品etc. 多数を保有しています。
必見価値ありです。ユーザー様、同業他社様共開放しています。是非ご覧ください。
予約をして頂けますとスムーズに見学できます。
※土曜、祝日の営業は不定期のため必ずご予約下さい。

0297-55-1005電話  での予約

新石下展示場

                          茨城県 常総市 国生 1231
ＴＥＬ 0297-55-1005(代)  、 0297-44-5416
ＦＡＸ 0297-55-1020(代)  、 0297-44-7952

                                                                              じょうそうし   こっしょう
〒300-2741

新石下展示場

 本社・
整備工場
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にいぞみなみ
                        埼玉県戸田市新曽南 3丁目 17 番 7号
ＴＥＬ 048-443-4653　ＦＡＸ 048-443-1259( 代 ) 、  048-431-2626
〒335-0026
本社・整備工場

スクラップに出す前に是非ご一報ください。
遊休放出機(いらなくなった設備)

遊休生産設備 有効再活用のご提案として本冊子を制作いたしました。

問い合わせ方法

番号、機械名、お問い合わせ内容、御社名、御連絡先をご記入の上、送信ください。

メール でのお問い合わせ
https://jpm-web.net

ウェブサイトで各機械の詳細、写真等の情報をご覧いただき、お問い合わせフォームをお送りください。

WEB からお問い合わせ

048-443-1259
裏表紙の「問合せシート」をコピーして頂き、ご記入の上、番号をお間違いなく送信ください。

FAX でのお問い合わせ

お電話での受け付けは行っておりません。×FAXまたはメールで御見積書をお送りいたします。



1 梱包：106 枚 ( 梱包合計重量 505kg)
8 梱包分あります

1000mm1000mm

2000mm2000mm

厚さ：0.3mm厚さ：0.3mm

重量：4.758kg重量：4.758kg

表面の仕上げ
・2B(2D仕上げよりなめらかで、やや光沢のある仕上げ。)

主な用途
・一般用材、建材(市販品の大部分は、この仕上げ品)

用途
・マグロ、イカ、タコ、カツオ、魚介水産類全般、野菜全般

特長
・ステップ送りと自転公転丸刃により安定した切れ味を提供します
・衛生的な分解洗浄構造により隅々まで徹底して洗浄殺菌ができます
・付属の刃物研磨機を取り付ければ、刃物を取り外さず安全に研磨ができます

・メーカー取扱説明書付
・刃物研磨機付き

8291-1/2　高速丸刃スライサー(魚仕様)
メーカー名 吉泉産業株式会社

電源 三相 200V 50/60Hz

定格消費電力
本体 :800W

( 排出コンベア接続時 :合計 1650W)

スライス能力 4速切換

スライス寸法

カット寸法
0～ 20mm

投入口寸法 幅 300×高 130(mm)

投入コンベア

面までの高さ
815mm

投入コンベア幅 300mm

外装 ステンレス

安全装置 近接センサー 3 ヶ所

外寸サイズ 長 1360×幅 900×高 1585(mm)

排出コンベア

接続時の長さ
1895mm

排出コンベア

接続時の重量
合計 305kg( 取扱説明書より )

8291-2/2　排出コンベア
メーカー名 吉泉産業株式会社

電源 本体から給電

外寸サイズ 長 1080×幅 580×高 772(mm)

ベルト幅 480mm

ベルト面

までの高さ
665mm

用途
・野菜全般、漬物全般、こんにゃく、
　玉子焼、かまぼこ、椎茸など

・メーカー取扱説明書付
・オーバーホール済

電源 三相 200V　50/60Hz

定格消費電力 350W

外寸サイズ 幅 815×長 1405×高 1386(mm)

切断能力 150 ～ 800kg/ 時

切断寸法 0～ 50mm(1 枚刃の時 )

投入寸法 幅 130×高 100(mm)

ベルト幅
投入側 :125mm

排出側 :131mm

ベルト面まで

の高さ
815mm

オプションの千切りアタッチメントを
付けた状態

オプションのさいの目切り用角切り
アタッチメントを付けた状態
刃間隔「35,30,30,35(mm)」と
「15,15,15,15,15,15,15,15,10(mm)」の
２種類あります

6201・6202・6203　パーフェクトオートブレッダー　フルセット

機械名 ベルトコンベアー

商品番号 6203

メーカー名 マイコック産業株式会社

機械名
FINE 自動打ち粉付機 サイクロン

(ネットコンベアー付 )

商品番号 6202

メーカー名 マイコック産業株式会社

型式 PC-3600 サイクロン -AII 型

機械名
パーフェクト・オートブレッダー

(バター自動供給装置付 )

商品番号 6201

メーカー名 マイコック産業株式会社

型式 PB-3600-FSA-AII 型

8289　ステンレス板(SUS304)　(株)サステック

8291　吉泉スライサー　YS-3300X

4767　万能スライサー　吉泉産業(株)　YS-6000W

8289　ステンレス 0.3t　848 枚梱包　505kg 4767　吉泉スライサー (YS-6000W)

8291　吉泉スライサー (YS-3300X) 6201　マイコックワイドパン粉付機
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 7787　金属検出機　アンリツ(株)　KD8134AEW

・FeとSusに対応
・アルミ蒸着包装対応

用途
・幅広構造で、バラ物・大袋商品などに
　適しています

特長
・KD8134AEWは、KD8134AW(機長1500mm)より長いロングタイプ

電源 単相 100V 50/60Hz

電力 400VA

外寸サイズ 長 1780×幅 1110×高 950(mm)

被検査品寸法

(PROD SIZE)
幅 650x 高さ 200(mm)

被検査品重量

(PROD WEIGHT)
最大 50kg

表示方式 STN 液晶

操作方法 フラットパネルキー

品種数 最大 100 品種

検出方式 同時 2周波磁界検出方式

ベルト速度
27m/min(50Hz)、33m/min(60Hz)

( 標準の場合 )

温度 :0℃～ 40℃

相対湿度 :30 ～ 85%

( ただし結露しないこと )

使用環境

保護等級

(防塵・防水 )

IP66 準拠

(水洗いによる清掃が可能 )

外装 ステンレススチール (SUS304)

コンベアー部

(CONVEYOR)
KD4131AEW

金属検出部

(METAL DETECTOR)
KD1134AW
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8030　 注射針用金属検出機(ダブル金属検出機)

・メーカー取扱説明書付

用途
・牛・豚等のブロック肉

特長
・検出不可能だった小豚用磁化針も確実に検出
・ベルトの脱着が容易で清掃が簡単
・残留血液によるバタツキ無し
・注射針の全方向で安定した高感度を確立
・操作が簡単で1品種のみで検査可能
・往復検査モードで一人作業が可能
・コイル、コンベア共ステンレスで防水対応

メーカー名 株式会社システムスクエア

型式 SD6524PVW

電源 三相 180 ～ 240V　50/60Hz

電力 500VA

外寸サイズ 長 2510×幅 1030×高 1140(mm)

コンベアー長 2200mm

ベルトスピード 25/31 (m/min)(50/60Hz)

ベルト面まで高さ 680mm( 調整可能 )

最大通過幅 485mm

金属検出時 ベルトストップ、ブザー警報
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8031　 注射針用金属検出機(ダブル金属検出機)

・メーカー取扱説明書付

用途
・牛・豚等のブロック肉

特長
・検出不可能だった小豚用磁化針も確実に検出
・ベルトの脱着が容易で清掃が簡単
・残留血液によるバタツキ無し
・注射針の全方向で安定した高感度を確立
・操作が簡単で1品種のみで検査可能
・往復検査モードで一人作業が可能
・コイル、コンベア共ステンレスで防水対応

メーカー名 株式会社システムスクエア

型式 SD6524PVW

電源 三相 180 ～ 240V　50/60Hz

電力 500VA

外寸サイズ 長 2200×幅 975×高 1160(mm)

コンベアー長 2200mm

ベルトスピード 25/31 (m/min)(50/60Hz)

ベルト面まで高さ 675mm( 調整可能 )

最大通過幅 477mm

金属検出時 ベルトストップ、ブザー警報
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8163　金属検出機　アンリツ(株)　KD8136AEW

・FeとSusに対応
・アルミ蒸着包装対応
・メーカー取扱説明書付
・オーバーホール済

電源 単相 100V 50/60Hz

電力 400VA

外寸サイズ 長 1800×幅 1120×高 900(mm)

ベルト面までの高さ 450mm ～ 550mm( 調整可能 )

被検査品寸法

(PROD SIZE)
幅 650x 高さ 300(mm)

被検査品重量

(PROD WEIGHT)
最大 50kg

表示方式 STN 液晶

操作方法 フラットパネルキー

品種数 最大 100 品種

検出方式 同時 2 周波磁界検出方式

ベルト速度 27m/min(50Hz)、33m/min(60Hz)

温度 :0℃～ 40℃

相対湿度 :30 ～ 85%

( ただし結露しないこと )

使用環境

保護等級

( 防塵・防水 )

IP66 準拠

( 水洗いによる清掃が可能 )

外装 ステンレススチール (SUS304)

コンベアー部

(CONVEYOR)
KD4131AEW

金属検出部

(METAL DETECTOR)
KD1136AW

8030　ダブル金属検出機 8031　ダブル金属検出機

7787　金属検出機 8163　金属検出機
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8306　横型式蒸気ニーダー(角型蒸気ニーダー)(700L)

使用用途
・惣菜、スープ、ソース、カレー、ジャム、各種餡 等

・メーカー仕様書・取扱説明書・図面付

メーカー名 三浦工業株式会社

型式 NH-700SK

最高使用圧力 0.29MPa

水圧試験圧力 0.5MPa

満水量 (容量 ) 700 リットル

外寸サイズ 幅 2685×奥行 1115×高 1310(mm)

内釜サイズ 内径 1320×奥行 750×深さ 890(mm)

質量
製品 (機械重量 ):970kg

満水時 :1670kg

内釜・ジャケット :SUS304　#400 研磨

ベース・撹拌シャフト・撹拌アーム :SUS304

撹拌羽根 :ニューライト

主要部材質

使用電源 三相 200V　50/60Hz

モーター
撹拌モーター :2.20kW

釜傾動モーター :0.40kW

撹拌羽根回転数 7.5 ～ 30rpm

接続口径 給蒸 :32A、ドレン :15A

蒸気量 :240kg/h

※周囲温度 20℃の下、満水量の 70% の水を 20℃から

100℃まで昇温させるために必要な蒸気量です。

蒸気圧 :0.23 ～ 0.26 MPa

給蒸気設備

(必要ボイラー )

特注仕様

(オプション )

軸受部洗浄 (手動式 )

軸温度センサ (タッチパネル上に温度表示 )

底排弁 (タンクバルブ式・手動開閉レバー式 )

備考 第二種圧力容器

7887　包餡機(2列火星人)　レオン自動機(株)　WN055

用途
・求肥餅、ソフトセンタークッキー、黒糖饅頭、
　ケーキドーナッツ、チーズ入りハンバーグ など

特長
・２列火星人WN055は、CN500と同じ吐出機構を採用していますので「生地」や「あん」を痛めません。
 「和菓子」から「洋菓子」、「調理製品」に至るまで幅広い用途にご活用いただけます
・カラータッチパネルの採用により操作性が向上しました
・製品の「大きさ」や「比率」、「長さ」も自由自在です
・本体は水洗い出来ます

電源 三相 200V　50/60Hz

電力 4.01kW　20.44A

外寸サイズ 長 1735×幅 1050×高 1320(mm)

ベルト幅 128(mm)×2 本

ベルト面まで

の高さ
740mm( 調整可能 )

機械重量 約 750kg

ホッパー容量 21 リットル (内包材用、外包材用共に )

製品重量範囲 10 ～ 250g

生産個数 20 ～ 120 個 / 分

製品の長さ 0～ 500mm( インクラスター間欠時 )

吐出能力
内包材 :最大 360kg/ 時

外包材 :最大 360kg/ 時

組み合わせて使用できる別売りオプションの、

「7888 セットコンベヤ　2列」と

「7889 粉付け機 (2 列火星人用 )」もございます

備考

6907　全自動焼売製造機　 トーセー工業(株)　TOS-80N

特長
・一連式
・皮づくりも出来ます
・シューマイが成形され、
　コンベアーの上に整列して出来ます
・本体は水洗いができ、衛生的です

電源 三相 200V

1 段麺ローラー用 :0.2kW

2 段麺ローラー用 :0.75kW

具充填用 :0.2kW

成型機用 :0.4kW

モーター

能力 約 3000 ～ 5000 個 / 毎時

型のサイズ
直径 45mm、深さ 30mm

( 深さは調整可能 )

製品の重さ 約 14 ～ 50g

外寸サイズ 幅 1130×奥行 900×高 1950(mm)

機械重量 約 700kg

備考
メーカー電気回路図付き

2018 年製

5488-1/4・5488-3/4　餃子成型機・整列機セット
　　　　　　　　　　　　東亜工業(株)　TX-16-T

5488-1/4　餃子成型機(本体)
メーカー名 東亜工業株式会社

型式 TX-16-T

外寸サイズ 1950x1770x 高 2030(mm)

電源 三相 200V

生産能力 10000 個 / 時

成型パレット数 16 個

取出しコンベア 製品 2列排出

麺ローラー幅 230mm

エアー消費量 200 リットル /分

機械重量 約 1000kg

5488-3/4　整列機
メーカー名 東亜工業株式会社

電源 三相 200V

外寸サイズ
幅 900x 長 2000x 高 2130(mm)

( シグナルタワーライトを含む )

・メーカー標準取扱説明書付き

5488　餃子成型機セット 6907　トーセー全自動焼売製造機

7887　包餡機 (2 列火星人 ) 8306　横型式蒸気ニーダー (700L)
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6925　バリオクッキングセンター　(株)フジマック
特長
・「茹でる」「焼く」「炒める」「煮る」「揚げる」「圧力調理」が1台で可能な新調理機器
・ほとんどの加熱調理を高品質、高効率に仕上げることができます
・今まで必要であった専用の調理機器が必要なく、厨房の省エネ・省スペース・省力化を実現します

・メーカー取扱説明書付
・メーカー調理ハンドブック付

型式 FVCC311PB

電源 三相 200V 50/60Hz

総合消費電力 47.4kW

外寸サイズ 幅 1542x 奥行 914x 高 1160(mm)

機械重量 約 279kg

給水接続 20A

排水接続 直径 40mm

ボイル :30℃～沸騰温度

グリル :30℃～ 250℃

フライ :30℃～ 180℃

温度調節範囲

備考
組み合わせて使用できる別売りオプションの、

「6923 オイルカート」もございます

6918　電気クッキングケトル(回転釜)(150L)

用途
・煮込み料理、炒め物、ボイルなど

・メーカー取扱説明書付
・オーバーホール済

特長
・ドレン仕様:底取り出し排水コック付き
・給水・給湯カランを装備
・燃焼ガス出ず排熱もわずか。空気が汚れず厨房内はつねに快適
・設定温度と現在温度のデジタル表示で、調理温度の管理が容易
・火力はボリューム操作でラクラク調整可能
・蓋の開閉機構には、清掃時の作業性に配慮した中折れ式を採用

メーカー名 三和厨理工業株式会社

型式 CSK-150D

電源 三相 200V　50/60Hz

定格消費電力 21.6kW

最大電流値 62A

外寸サイズ 幅 1450x 奥行 1030x 高 1060(mm)

釜寸法 内径 785x 深さ 360(mm)

釜容量 150 リットル

機械重量 約 270kg

釜カバー :SUS304

釜 :SUS304、12t クラッド鋼

電装品 &回転装置箱 :SUS304

蓋 :SUS304

断熱材 :グラスウール

材質

温度調節器 0℃～ 200℃の範囲で調節可能

過昇防止器

設定値

約 350℃で作動

(主電源ブレーカーをトリップ )

釜傾動 手動

6919　電気クッキングケトル(回転釜)(150L)

・メーカー取扱説明書付
・オーバーホール済

用途
・煮込み料理、炒め物、ボイルなど

特長
・ドレン仕様:底取り出し排水コック付き
・給水・給湯カランを装備
・燃焼ガス出ず排熱もわずか。空気が汚れず厨房内はつねに快適
・設定温度と現在温度のデジタル表示で、調理温度の管理が容易
・火力はボリューム操作でラクラク調整可能
・蓋の開閉機構には、清掃時の作業性に配慮した中折れ式を採用

メーカー名 三和厨理工業株式会社

型式 CSK-150D

電源 三相 200V　50/60Hz

定格消費電力 21.6kW

最大電流値 62A

外寸サイズ 幅 1450x 奥行 1030x 高 1055(mm)

釜寸法 内径 785x 深さ 360(mm)

釜容量 150 リットル

機械重量 約 270kg

釜カバー :SUS304

釜 :SUS304、12t クラッド鋼

電装品 &回転装置箱 :SUS304

蓋 :SUS304

断熱材 :グラスウール

材質

温度調節器 0℃～ 200℃の範囲で調節可能

過昇防止器

設定値

約 350℃で作動

(主電源ブレーカーをトリップ )

釜傾動 手動

7926　煮炊攪拌機(蒸気式 300L)　(株)カジワラ

特長
・自動計重システム(SWS:SELF WEIGHING SYSTEM)(ロードセル)付
・製品温度センサー付
・温度調節配管付
・そそぎ口付

用途
・各種煉りあん、小倉あん、粒あん、羊羹、錦玉、水羊羹、
　きんとん、求肥、ゼリー、ジャム、ママレード、カスタードクリーム、
　フォンダン、フィリング、シチュー、グラタン、ルー、佃煮、でんぶ、
　クリームコロッケ、ピーナッツ味噌、ソース、スープ、タレなど

幅2200×奥行 1700×高 1895(mm)

( シグナルタワーライト・配管等を含む )

跳ね上げ時 :奥行 1930x 高 2415(mm)

外寸サイズ

機械重量 約 750kg

内缶 :SUS304

接液部 :SUS304

ジャケット部 :SUS304

撹拌ヘッド外装 :SUS304

公転ボックス :AL

羽根 :テフロン

配管部 :SUS304

その他 :SUS304( 但し規格品を除く )

材質

接液部 :#300 パフ研磨

缶体外装部 :#300 パフ研磨

SUS 外装部 :#150 ヘアライン研磨

仕上

型式 KRS-38310SEL

電源
三相 200V 50/60Hz

三相 220V 60Hz

撹拌モーター 1.5kW　4P

缶体傾動モーター

撹拌ヘッド傾動モーター
1.13kW( 油圧 )

羽根回転数 15 ～ 34r/min( インバーター変速 )

羽根枚数 2枚

釜サイズ
直径 :1000mm

深さ :470mm

缶体満水量 300 リットル (撹拌子等の体積を含む )

蒸気最高使用圧力 0.294MPa

水圧試験圧力 0.495MPa

蒸気消費量
初期 :170kg/h

平均 :115kg/h

6918　電気クッキングケトル (150L) 6919　電気クッキングケトル (150L)

6925　バリオクッキングセンター 7926　煮炊攪拌機 ( 蒸気式 300L)
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8050　フレーカーミキサーグラインダー
横型スチーマー(２台車式)　SCS120/20SOP

特長
・リフター、フレーカー、ミキサー、グラインダーが一体化。
　後部バケットに冷凍ブロック肉を投入すると、アームがリフトアップ(リフター機能)。
　上部ハッチより食材を自動投入し、切削、攪拌・混合を行い、最後に挽肉となって出てきます。
　つまり、4つの工程をFMGによって機能的に処理することが可能となったのです。
・作業スペースを最小化!
　一体化により、快適な生産環境を創造し、省力・省人化、そして作業スペースの最小化を実現しました
・清掃作業もより簡単!
　より短時間でスムーズになりました
・オプションのボーンコレクター付

メーカー名 株式会社 日本キャリア工業

型式 FMG-154

電源 三相 200V

モーター 0.4kW / 3.7kW / 11kW / 3.7kW / 1.5kW

番手 エンタープライズ (一段挽 ) #32

プレート外径 100mm

タブ容量 220 リットル

吐出口下の高さ 629mm

外寸サイズ
幅 1302×長 2981×高 2248(mm)

( アームをリフトアップした時の高さ :2616mm)

機械重量 約 1900kg

処理能力 1200 ～ 1700kg/h

最大ブロック寸法 幅 420×長 600×高 220(mm)

ブロック適正温度 -3 ～ -7 度

備考 メーカー図面・取扱説明書付

800

745

16
30

7162　真空冷却機(チリングユニット付)

7162-1/2　真空冷却機

本体の取扱説明書付

メーカー名 三浦工業株式会社

型式 CH-120RK

冷却温度 5℃まで約 20 分

標準処理量 120kg/ バッチ

冷却槽内有効寸法 幅 800x 奥行 745x 高 1630(mm)

外寸サイズ
幅 2230x 奥行 1415x 高 2200(mm)

( メーカーカタログスペック )

本体機械重量 1100kg

本体運転時質量 1600kg

扉開閉方式 スライド式

電源 三相 200V　50/60Hz

設備電力

(50/60Hz)
3.3kW / 3.8kW

7162-2/2　ウォーターチリングユニット
メーカー名 ダイキン工業株式会社

型式 UWAPF15A-MR

電源 三相 200V　50/60Hz

出力
3.75kW+7.5kW

0.215+2×0.20kW

圧縮機

送風機

能力 (冷却 ) 33.5kW(50Hz)

消費電力 (冷却 ) 12.1kW(50Hz)

運転電流 (冷却 ) 41.3A(50Hz)

力率 (冷却 ) 84.6%(50Hz)

エネルギー消費効率 2.77kW/kW(50Hz)  

37.5kW(60Hz)

14.6kW(60Hz)

46.2A(60Hz)

91.2%(60Hz)

2.57kW/kW(60Hz)

冷媒 R407C　4.6+2.9kg

設計圧力
3.2MPa

1.6MPa

冷凍機油 DAPHNE FVC68D , 2.7+1.5L

気密試験圧力
3.2MPa

1.6MPa

H

L

H

L

外寸サイズ 約 幅 1925x 奥行 760x 高 1500(mm)

機械重量 375kg

6412　真空冷却機セット

6412-1/3　真空冷却機
メーカー名 株式会社サムソン

型式 SVC-50RCLOP

外寸サイズ 幅 1390x 奥行 1330x 高 1670(mm)

突起物を除く

外寸サイズ
幅 1250x 奥行 1100x 高 1670(mm)

電源 三相 200V 50Hz

処理量 50kg/ バッチ

冷却温度 10℃

蒸気量 不要

冷却槽有効寸法 幅 702x 奥行 580x 高 748(mm)

6412-3/3　大型インバータチラー
メーカー名 オリオン機械株式会社

型式 RKE3750A-V-SP

電源 三相 200V 50/60Hz、三相 220V 60Hz

電力 4.2 / 4.5、4.5(kW)

電流 11.5 / 12.5、12.5(A)

冷却能力 12.5kW

冷媒 R-407C　3000g

外寸サイズ 幅 1090x 奥行 725x 高 1485(mm)

機械重量 250kg

使用液温度範囲変更 :3 ～ 25℃

特長 水槽なし

空冷式

備考 真空冷却機用特注仕様

6412-2/3　真空冷却機用制御盤
外寸サイズ 幅 410x 奥行 275x 高 1500(mm)

6412　真空冷却機 7162　真空冷却機

8050　フレーカー／グラインダー 8103　サムソン圧力スチーマー
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6559　フォークミキサー　SOTTORIVA　ARCA200-1VEL

用途
・パン生地などの製造

処理量 最大 200kg( 小麦粉容量 :125kg)

外寸サイズ 幅 1437x 奥行 1044x 高 1143(mm)

機械重量 490kg

電源 基本 :三相 400V 50Hz

電力 4kW

備考 イタリア製

5933 　カッターミキサー(25L)　Stephan　UM25

電源 三相 200V　50/60Hz

モーター回転数 1500rpm / 3000rpm (50Hz 時 )

外寸サイズ 幅 800x 奥行 570x 高 1200(mm)

フタを開けた時

の高さ
1520mm

機械重量 約 132kg

ボールサイズ
内側直径 :485mm

深さ :260mm

ボール容量 25 リットル

・オーバーホール済

6701　定貫切り身スライサー(スーパー魚やさん)
特長
・スーパー魚屋さんは職人のような切り方ができる、3次元定貫切り身スライサーです
・職人が手切りしたような、カドの立った切身
・フィーレ各部に適した長さと面でスライス
・最新のカメラを採用し、切り身を1枚ずつ計測
・カラータッチパネルにより、簡単に設定可能

用途
・鮭、鱒、ギンダラ、カラスカレイ、
　冷凍ぶりなど、フィーレ各種

・刃の研磨機付き
・メーカー取扱説明書付
・メーカー設定ガイド付

メーカー名 吉泉産業株式会社

型式 YS-3100XD

電源 三相 200V　50/60Hz

定格消費電力 1200W

電動機 2000W

切断能力 2800 切れ /時 (1 フィーレ 16 カット時 )

切断寸法 プログラム設定による

安全装置 センサー感知による回路遮断

本体外寸サイズ
幅 1500x 長 1400x 高 1555(mm)

( 排出ベルトコンベアーを除く )

付属排出ベルト

コンベアー

電源 :本体から給電。

外寸サイズ :幅 500x 長 2080x 高 910(mm)

( 本体内部に一部入った状態で接続します )

機械重量 470kg( 排出ベルトコンベアーを含む )

備考 エアーコンプレッサーなどの空気源が別途必要です

7041　定貫切り身スライサー(スーパー魚屋さん)
特長
・スーパー魚やさんは、職人のような切り方ができる、3次元定貫切り身スライサーです
・職人が手切りしたような、カドの立った切身
・フィーレ各部に適した長さと面でスライス
・最新のカメラを採用し、切り身を1枚ずつ計測
・カラータッチパネルにより、簡単に設定可能

・刃の研磨機付き
・メーカー取扱説明書付
・メーカー設定ガイド付

用途
・鮭、鱒、ギンダラ、カラスカレイ、
　冷凍ぶりなど、フィーレ各種

メーカー名 吉泉産業株式会社

型式 YS-3100XD

電源 三相 200V　50/60Hz

定格消費電力 1200W

電動機 2000W

切断能力 2800 切れ /時 (1 フィーレ 16 カット時 )

切断寸法 プログラム設定による

安全装置 センサー感知による回路遮断

外寸サイズ 幅 1440x 長 2875x 高 1555(mm)( 排出ベルトコンベアー接続時 )

機械重量 470kg( 排出ベルトコンベアーを含む )

備考 エアーコンプレッサーなどの空気源が別途必要です

6701　定貫切り身スライサー 7041　定貫切り身スライサー

5933　カッターミキサー (25L) 6559　フォークミキサー

6



7547　固定式蒸気釜(400L)　三浦工業(株)　RFK-400S

・オーバーホール済
・メーカー取扱説明書付

用途・特長
・直胴部が深く、スープやタレの加熱調理に適しています
・主要部分がステンレス製のためサビにくく衛生的です
・排水ドロー式となっていますので、液体の取り出しが容易です
・ジャケット部の圧力は0.185MPaですので第二種圧力容器には該当しません

外寸サイズ
幅 1410×奥行 1410×高 960(mm)

( フタ・配管を含む )

内釜寸法
内径 :1000mm

深さ :590mm

満水量 400 リットル

機械重量 約 160kg( フタを除く )

蒸気側 :25A

ドレン側 :20A

排水ドロー :40A

接続口径

最高使用圧力 0.185MPa

必要蒸気量

(相当 )

156kg/h

( 周囲温度 20℃、満水量の 70% の水を

20℃から 100℃まで昇温させる場合 )

昇温時間

(参考値 )

21 分

( 周囲環境、調理物、

蒸気量の影響により変動します )

備考
圧力容器適用外

フタ付き

1000mm
947mm

シール寸法 8mm x 830mm

シ
ー

ル
寸

法
8
m
m
 
x
 
3
6
5
m
m

深さ 90mm

5
0
0
m
m

4
4
7
m
m

8165　自動真空包装機　(株)古川製作所

主な使用例
・惣菜、漬物、たけのこ、山菜、ハンバーグ、
　焼き豚他肉製品、煮豆、みそ、冷凍食品、
　工業製品など

型式 FVSII-500L(FVS2-500L)

電源 三相　200/220V　50/60Hz

使用電力 4.0kW

外寸サイズ
幅 1280×奥行 800×高 1175(mm)

( 真空ボックスを上げた時の高さ :1390mm)

機械重量 226kg

真空ボックス

内寸法
幅 1000×奥行 500×深 90(mm)

シール寸法
メイン :幅 8×長 830(mm)

サブ :幅 8×長 365(mm)

メイン :447mm

サブ :947mm

( ガイドを使用しない時 )

シール下寸法

能力 1～ 2ショット /分

材質
定盤及びフレームはステンレス製、

真空ボックスは特殊アルミ鋳物製

特長
・機械角度が変更出来るので液物の包装にも適します。(水平、10°、20°)
・コントロールボックスを独立させ定盤横に取付けました
・真空ポンプを本機に組み込みました
・ヒーター線を定盤側に取付けました
・シールはインパルス方式を採用しています
・サブシール付で長物袋が包装できます

・オーバーホール済

・ガイド2種類付

3992　固定式蒸気釜(50L)　三浦工業(株)　RFK-50S

用途・特長
・直胴部が深く、スープやタレの加熱調理に適しています
・主要部分がステンレス製のためサビにくく衛生的です
・排水ドロー式となっていますので、液体の取り出しが容易です
・ジャケット部の圧力は0.185MPaですので第二種圧力容器には該当しません

・メーカー取扱説明書付
・オーバーホール済

外寸サイズ 幅 630×奥行 720×高 880(mm)

釜サイズ
内径 :495mm

深さ :300mm

満水量 50 リットル

機械重量 約 50kg

蒸気側 :20A

ドレン側 :20A

排水ドロー :40A

接続口径

最高使用圧力 1.9kg/ 平方センチメートル (0.185MPa)

水圧試験圧力 3.8kg/ 平方センチメートル

必要蒸気量

(相当 )

36kg/h

( 周囲温度 20℃、満水量の 70% の水を

20℃から 100℃まで昇温させる場合 )

昇温時間

(参考値 )

12 分

( 周囲環境、調理物、

蒸気量の影響により変動します )

備考
Zフーズメーカ

圧力容器適用外

I001　手動式人参皮むき機　(株)平野製作所　HPT-N12KGSP

特徴
・12面を1度にむきあげます
・テコ式の新機構により、大型機並の処理能力を実現
・ガイドスプリング付き投入口なので、
　太さの違う人参もスムーズにむきあげます
　　※極端に曲がった人参・二股・三股・
　　細すぎる人参はむけません

外寸サイズ
幅 660×奥行 960×高 1430(mm)

( ハンドルを上げた時 :高さ 1930mm)

機械重量 約 38kg( カタログスペック )

付属刃物

ユニット

N12KGSP

人参用標準タイプ (30mm 刃 )、

ムキ厚 :約 1.8mm、刃の枚数 :12 枚

能力 1本約 2～ 3秒

カット可能直径 70mm( 最大値 )

備考
ステンレス製

キャスター付

3992　固定式蒸気釜 (50L) 7547　固定式蒸気釜 (400L)

I001　手動式人参皮むき機 8165　自動真空包装機
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6302 　ミキサーグラインダー

電源 三相 200V 50/60Hz

モーター

ミキサー用 :5.5kW 、20A

スクリュー用 :1.5kW 、6.6A

グラインダー用 :15kW 、58A

外寸サイズ 幅 1070x 長 2495x 高 1915(mm)

ホッパーサイズ 幅 760x 長 960x 深 620(mm)

ホッパー容量 約 400 リットル

プレート外径 152mm

6560　フリーデバイダ VS　レオン自動機(株)　VX011

特長・用途
　フリーデバイダーは機械的ダメージを一切加えないストレスフリー分割機です。
　このため生地回復のための添加物や中間発酵を必要としません。
　吐出された連続生地シートの重量を測定し、設定重量でカットする「秤量カットシステム」を
　採用していますので発酵の状態が変化しても常に同じ重量で生地分割を行います。

電源 三相 200V　50/60Hz

電力 0.545kW　4.3A

能力 200kg/H

外寸サイズ 幅 700x 奥行 1530x 高 1570(mm)

メーカー取扱説明書付き

8010　大型ミートチョッパー(グラインダー)

特長
・ボーンコレクター付

メーカー名 クレーマーグレーベ

型式 WW160

プレート外径 160mm

外寸サイズ 幅 1750×奥行 1390×高 1720(mm)

ホッパー容量 約 400 リットル

電源 三相 200V 50Hz

電力 147A

主電源ヒューズ電流 200A

8279　逆ピロー自動包装機　日本ポリスター(株)

特徴
・ミニサイズで、場所を選ばず、移動もらくらく。
　頻繁なラインレイアウトの変更に対応できます
・見やすくシンプルな操作パネルだから、
　初心者でもかんたんに操作できて安心です
・トップシールロータリー、連続運転に適した
　シール機構です

用途
・和菓子、珍味、工業製品など

・横ピロー自動包装機
・メーカー取扱説明書付

最大フィルム幅
300mm( 取扱説明書より )

( 現在ついているフィィルム幅 :230mm)

製品高さ :5 ～ 50mm

袋の幅 :最大 130mm

袋の長さ :最大 300mm

包装可能寸法

フィルムカット寸法 80 ～ 300(mm)

型式 PBF-300MG

電源・電力 三相 200V、1.9kVA

外寸サイズ 長 1300×幅 580×高 1335(mm)

コンベアー面までの高さ 810mm

ベルト幅 152mm

機械重量 250kg

包装能力 40 ～ 50 個 / 分

最大フィルム速度 9m/ 分

6302　ミキサーグラインダー 8010　大型ミートチョッパー

6560　フリーデバイダ VS 8279　逆ピロー自動包装機
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8290　印字・脱気装置付シール機　キムラシール(株)

　　　　　　KSDPG20E-15S

型式 KSDPG20E-15S

電源 単相 100V 50/60Hz

最大消費電力 1500W

温度制御 デジタル温度調節器

シール幅 10mm

シール模様 アミ目

回転速度
50Hz:0 ～ 10m/ 分

60Hz:0 ～ 12m/ 分

コンベヤベルト幅 200mm

コンベヤ上下調整幅 70mm

コンベヤスライド 前後 120mm

脱気装置 リングブロワ

プリンターテープ幅 35mm

印字列 1 ～ 2 列

外寸サイズ 長 1173×幅 540×高 1170(mm)

コンベヤ面までの高さ 785mm( 調整可能 )

機械重量 116.3kg( 取扱説明書より )

特長 ステンレス仕様

8131　冷凍コンテナ(40フィート) K061　冷凍肉成型プレス機（阪神プレス機）

ダイキン工業株式会社

LXE10E-A26C

三相 380 ～ 415V(50Hz)

三相 440 ～ 460V(60Hz)
冷凍装置

6300 / 5580W (60/50Hz)

( 周囲温度 :38℃、内部温度 :-18℃)

R134a　4.6kg

JT224DCNYR@S2

メーカー

型式

電源

冷凍能力

冷媒

コンプレッサー型式

メーカー名 Maersk Container Industry

型式 MQRS-40HS-311E

外寸サイズ 幅 2440×長 12200×高 2870(mm)

内寸サイズ 幅 2280×長 11670×高 2500(mm)

最大総重量 (MAX.GROSS) 34000kg、 74960LB

自重 (TARE WT.) 4700kg、 10360LB

積載重量 (PAYLOAD) 29300kg、 64600LB

内容量 (CU.CAP.) 67.4CU.M、 2.380CU.FT

許容スタッキング負荷 (1.8G)

(ALLOW.STACK.WT.1.8G.)
243840kg、 537580LB

横手方向ラッキング試験荷重値

(RACKING TEST LOAD VALUE)
20400kg、44970LB

4278・4279　自動餃子成型システム　トーセー工業(株)

4279 餃子成型機
NS-21

4278 自動餃子皮供給機
KNF-21

・4278 自動餃子皮供給機(KNF-21)で餃子の皮を作り、
　4279 餃子成型機(NS-21)で餃子を作ります。

型式 KNF-21 + NS-21

外寸サイズ

(組み合わせ時 )
約 長 1640x 幅 900x 高 1660(mm)

機械重量

(KNF-21 + NS-21)
約 220 + 約 70kg

電源 単相 100V

電力 1.1Kw

能力 1500 個 / 毎時

製品重量 15 ～ 35g

阪神食品機械株式会社

サイズ 1050LＸ1700WＸ2100H

φ3-200V 50/60Hz 5.5kw電源 

8290　印字・脱気装置付シール機 4278・4279　自動餃子成形システム

8131　冷凍コンテナ (40 フィート ) K061　冷凍肉成型プレス機
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手練り方式の優れた機構で、均一に混合・撹拌
立軸撹拌・横軸撹拌それぞれの利点を生かし、

上下左右の撹拌に効果を発揮します。

撹拌軸の自転公転方式により、回転死点がなく

低速でも食品を焦がさず、傷めず、均一に混合・撹拌し、

素材の風味・香りを活かします。

どなたにも取扱いやすい安全・衛生設計
撹拌ヘッドは、清掃のし易さと熱による過酷な条件下での

耐久性を重視したステンレス製です。

製品温度センサー付き
IH( 電磁誘導加熱 ) は、湯煎のようなトロ火から炒め物に

必要な強火まで火加減自在、正確な温度コントロールが

可能です。

壁面温度センサー付き
鍋表面温度を計測し、焦がすことなく数値で火加減を

管理できます。

アワーメーター　撹拌 :0.5 時間、IH:6.4 時間

○特長

○用途
各種煉りあん、小倉あん、粒あん、羊羹、錦玉、水羊羹、

きんとん、求肥、ゼリー、ジャム、ママレード、

カスタードクリーム、フォンダン、フィリング、

シチュー、グラタン、ルー、佃煮、でんぶ、

クリームコロッケ、ピーナッツ味噌、ソース、スープ、

タレなど

8303　煮炊攪拌機(銅釜)(IH式 125L)　カジワラ

銅釜
(IH

)：
125

ℓ

未使用品放出
製品温度センサー付き

自動計量装置

(ロ
ードセル

)付
き

型式 KRS-2917SL

電源 三相 200V 50/60Hz

電磁誘導加熱コイル 20kW

鍋傾動

撹拌ヘッド傾動
0.4kW( 油圧

撹拌モーター 0.75kW 4P

羽根回転数 10 ～ 30r/min( インバーター変速 )

鍋容積 125L

羽根枚数 2枚

鍋サイズ 内側直径 :760mm、深さ :350mm

外寸サイズ
幅 1785×奥行 1510×高 1665(mm)

跳ね上げ時 :奥行 1650×高 2080(mm)

機械重量 500kg

鍋 : 銅 (Cu)

接液部・撹拌ヘッド外装・

鍋外装部 :ステンレス (SUS304)

公転ボックス :アルミニウム (Al)

羽根 :テフロン

その他 :ステンレス (但し規格品を除く )

材質

仕上
SUS 接液部 :#300 パフ研磨

SUS 外装部 :#150 ヘアライン研磨

・メーカー図面付・取扱説明書付

速報19　IH卓上加熱撹拌機(銅釜)(22L)　梶原工業(株)

デジタル台秤　速報19付属品

デジタル台秤　速報19付属品

・メーカー取扱説明書付

・メーカー取扱説明書付

用途
・あん、羊かん、錦玉、水羊かん、きんとん、求肥、生キャラメル、ミルクジャム、キャラメル、
　ハードキャンディ、カスタードクリーム、フォンダン、フィリング、ソテー、野菜・肉炒め、ルー、ソース、
　スープ、タレ、佃煮、でんぶ、肉そぼろ、クリームコロッケ、ピーナッツ味噌、胡麻豆腐など

特長
・IHだから温度コントロールもピタリ、燃料コストも削減
・楽々操作!手練り方式の優れた機構
・裸火禁止エリアの実演にも最適
・使いやすいIHパネル搭載

型式 KRjrIH( 銅釜 )

電源 三相 200V　50/60Hz　30A

電磁誘導加熱コイル 5kW

撹拌モーター 0.2kW

羽根回転数 15 ～ 70 r/min

外寸サイズ 幅 625x 奥行 710x 高 735(mm)

機械重量 70kg

缶体容積 22L 

釜材質 銅

メーカー名 株式会社イシダ

型式 IWX-150

電源 単相 100V 50/60Hz

最大消費電流 0.15A

消費電力 4.5W

外寸サイズ 幅 380x 奥行 640x 高 630(mm)

計量皿サイズ 幅 380x 奥行 530(mm)

機械重量 18kg

ひょう量 150/60kg

目量
レンジ A(150g):50g

レンジ B(60g):20g

風袋引き範囲
レンジ A(150g):149.95g

レンジ B(60g):59.98g

重さ表示

上限値表示

下限値表示

レンジ A(150g):5 桁

レンジ B(60g):4 桁

表示方法 蛍光表示管によるデジタル表示

チェッカー機能 多い、OK、少ない

その他機能 上限 /下限 /風袋プリセット (5 個 )

精度等級 M級 (取引証明以外用 )

保護等級

IP65 準拠

(ただし、オプション接続時は

表示部のみ非防水 )

備考
支柱を作業台に固定して

使用する場合の延長支柱付き

IH 卓上加熱撹拌機
20 台放出

5956 　ケトルミキサー(蒸気式 約380L)　(株)サムソン
用途
・ジャム、タレ、惣菜、ソース、スープ、栗きんとん、練り飴 など

特長
・素材に応じて回転数を変えることができ、「混ぜる。練る。煮詰める」の一台三役をこなします。
　シンプルで使い易く非常に便利です。

型式 120KMU

電源 三相 200V　50/60Hz

外寸サイズ 幅 1850x 奥行 1090x 高 1160(mm)

釜サイズ 直径 (内径 )1000mm　深さ 560mm

満水量 約 380 リットル

最高使用圧力 1.9kg/ 平方センチメートル G

備考 攪拌機釜

8311　サンニーダー(1000L)　(株)ヤエス　SN-10

用途
・各種あん、各種ジャム、羊羹、水羊羹、ゼリー、カスタード、クリーム、海苔佃煮、なめ茸茶漬、
　ミートソース、ピーナッツ味噌、味噌ラーメンの素、焼肉のタレ、冷凍食品、肉まんの種、ケチャップ、
　インスタントカレー、ハンバーグの種、コロッケの種 など

電源 三相 200V　50/60Hz

撹拌モーター 3.7kW

缶体傾動
電動式

転倒モーター :0.75kW

容量 1000 リットル

内釜サイズ 幅 1340×奥行 800×高 915(mm)

蒸気最高使用圧力 3kg/ 平方センチメートル

缶体水圧試験圧力 6kg/ 平方センチメートル

外寸サイズ
幅 2990( パイプ等の突起物除く )×

奥行 1000×高 1580(mm)

8303　煮炊攪拌機 (銅釜 ) 速報 19　IH卓上加熱撹拌機 (銅釜 )

8311　サンニーダー (1000L) 5956　ケトルミキサー
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3544　充填包装機　オリヒロ(株)　  ONP-2020AS2HL
                                    (ONPACK-2020ASIIHL)

オリヒロONP-2020AS2HLと

ニッポ電機MSI-570Uのメーカー取扱説明書付。

ニッポ電機(株)製 MSI-570U
定格消費電力:800W
ランプ消費電力:135W
使用ランプ名:SGL-70U18F-4P

使用例
充填豆腐、濃縮スープ、ストレート
スープ、ソース、豆乳、保冷剤など。

紫外線殺菌装置

紫外線殺菌装置
制御盤外寸サイズ

幅900x奥行350x高1950(mm)
(台・突起物を除く)

無塵・無菌装置
(FILTER UNIT)

日立製 KCF-10B
消費電力:120VA　能力:99.99%

電気容量
1.69kw(紫外線殺菌装置と無塵・
無菌装置を除く)

電源
三相200Vと、
単相100V 50Hz(無塵・無菌装置用)

本体外寸サイズ
幅950x奥行1500x高1860(mm)
(紫外線殺菌装置本体と無塵・
無菌装置を含む)

包装可能範囲
充填物:液体製品、低粘体製品
充填温度:常温～95℃
(フィルム仕様によって異なる)

使用包装材料
KOPナイロンポリ、他複合フィルム
…複合フィルムシールカット式

機械能力

フィルムロール幅:150～350mm
ピッチ:100～250mm
包装能力:5～40袋/分(無段変速)
充填量:100cc～1.5リットル
※フィルム材質、包装条件(充填物の温度・

　粘度・物性)により能力設定は異なります。

5882～5886　ピッキング作業冷凍庫

用途
・弁当・宅食サービスなどの仕分け作業

電源 三相 200V

外寸サイズ 幅 2400x 奥行 900x 高 950(mm)

中フタサイズ 幅 2150x 奥行 650x 深さ 420(mm)

能力 -18℃

7317・7318　レオニーダー(500L)　梶原工業(株)　KH-S5EL
用途
・各種練りあん、つぶあん、羊かん、錦玉、水羊かん、きんとん、求肥、ゼリー、
　ジャム、ママレード、カスタードクリーム、フォンダン、フィリング、シチュー、グラタン、
　ルー、佃煮、でんぶ、クリームコロッケ、ピーナッツ味噌、ソース、スープ、タレ など

特長
・ステンレス仕様で耐久性に優れ、清掃し易く衛生的です

電源 三相 200V　50/60Hz

撹拌モーター 2.2kW

缶体傾動モーター

(ブレーキ付 )
0.4kW

外寸サイズ
幅 2430x 奥行 800x 高 1400(mm)

( フタを含む )

機械重量 約 680kg

満水量 500 リットル

蒸気消費量 185kg/h

蒸気最高使用圧力
3kg/ 平方センチメートル

(0.294MPa)

水圧試験圧力 5.4kg/ 平方センチメートル

8057　簡易貫流蒸気ボイラー(50Hz、A重油)セット

　　　　　　　　　　　三浦工業(株)　SU-500ZH

燃料 A重油

ボイラ種類 簡易ボイラ (多管式貫流ボイラ )

取扱者資格 資格不要

最高圧力 0.98MPa

使用圧力範囲 0.49 ～ 0.88MPa

相当蒸発量

(最大蒸発量 )
500kg/h

実際蒸発量 419kg/h

熱圧力 313kW

伝熱面積 4.9 平方メートル

ボイラ効率 90%

保有水量 90L

34.1L/h

29.3kg/h

348kW

燃料消費量

使用電源 三相 200V　50Hz

電源引込線径 2.0 平方ミリメートル

電源遮断器容量 20A

本体機械重量 約 1010kg

本体外寸サイズ 幅 890x 奥行 1615x 高 2160(mm)

7317・7318　レオニーダー (500L) 8057　簡易貫流蒸気ボイラー

3544　充填包装機 5882 ～ 5886　ピッキング作業冷凍庫
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7028・7029　産業用ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀｰ・ﾖｺ型ｼｰﾙ機(ﾊﾟﾜｰｼｰﾗｰ)ｾｯﾄ

・メーカー取扱説明書付

・オールステンレス仕様
・ワンタッチ脱着コンベア装備
・7028 産業用インクジェットプリンターの
　プリントヘッド取り付けバー付
・7028 産業用インクジェットプリンターとの
　信号ケーブル付

7029　ヨコ型シール機(パワーシーラー)

・簡単操作、省メンテナンス、
　優れた高品質印字ビデオジェットの
　産業用インクジェットプリンタ(小文字用)
・メーカー操作説明CD-ROM付

7028　産業用インクジェットプリンター(ステンレス台車付)
メーカー名 VIDEOJET

型式 Videojet1520

本体外寸サイズ 幅 384x 奥行 361x 高 553(mm)

本体機械重量 約 21kg

電源
単相 100 ～ 120V 50/60Hz または、

200 ～ 240V 50/60Hz

電力 120W　3A

対応生産

ライン速度

最高 278.6m/ 分で 1～ 5行を印字可能

(1 インチあたり 10 文字、1行印字の場合 )

1 行 :5x5、5x7、7x9、8x12、11x16、17x24、25x34

2 行 :5x5、5x7、7x9、8x12、11x16

3 行 :5x5、5x7、7x9

4 行 :5x5、5x7

5 行 :5x5

フォント

マトリクス

1次元

バーコード

UPC A&E;EAN 8&13;Code 128 A,B&C;UCC/EAN 

128;Code 39;Code 93;Inteleaved 2 of 5

DataMatrix

コード

10x10、12x12、14x14、16x16、18x18、

20x20、34x34

標準文字高さ 2mm ～ 10mm で選択可能 (フォントによる )

ジェット距離 最適距離 :12mm、範囲 5mm ～ 15mm

メンブレン式、感触フィードバック付き、72 キー

(数字、英文字、特殊ファンクションキーを含む。)、

PC 国際標準に近い PC スタイルのレイアウト

キーボード

ユーザー

インターフェース

320x240、明青色光バックライト型

5.7 インチ LCD ディスプレイ

WYSIWYG 設計の画面表示メッセージ編集

日本語 /漢字、中国語、ロシア語 /ブルガリア語、

トルコ語 /スカンジナビア言語、ギリシャ語、

アラビア語、ヘブライ語、韓国語、

東ヨーロッパ言語、欧米の言語

文字セット

外部通信 RS-232、RS-485、イーサネット、USB( メッセージ管理 )

メッセージ

保存容量
100 メッセージ (USB 使用の場合は無制限 )

耐環境保護構造 IP55

プリントヘッド
加熱式プリントヘッド、陽圧エア (標準 )、

直径 :41.3mm、長さ :269.8mm

プリントヘッド

アンビリカル

卓越した柔軟性

長さ :3m、直径 :23mm、曲げ半径 :101.6mm

メークアップ

消費量

 

2.4ml/ 時 ( 最小レベル )

インク及び

溶剤の容器

インク用スマートカートリッジ 750ml

メークアップ用スマートカートリッジ 750ml

使用環境条件 0℃～ 50℃、相対湿度 0～ 90%、結露しない条件で

ステンレス台車

サイズ
幅 490x 奥行 390x 高 600(mm)

メーカー名 シール栄登株式会社

型式 NSES250x25E-IJP

電源 単相 100V　50/60Hz

電力 980W

外寸サイズ 幅 620x 長 1220x 高 1390(mm)

機械重量 約 91kg

ベルト面までの高さ 845mm( 調整可能 )

コンベアベルト幅 250mm

コンベア速度
0～ 14.5m/ 分 (60Hz)

0 ～ 12m/ 分 (50Hz)

スピードコントロール 可能

有効シール幅 20mm

シール温度 80 ～ 220℃(PID 制御 )

シール模様 横目

備考 2019 年 3 月製

8302　ダイサー　URSCHEL(アーシェル)　RA-A
用途・特長
・果物、野菜、ナッツ、加工肉などの多様な原料をダイス、ストリップ、もしくはスライス状にカットします
・交換可能な駆動部品により、最大限の汎用性が実現され、小～中サイズのカットに最適です。
　また、連続運転による生産が可能で、容易にクリーニングとメンテナンスができるデザインになっています
・投入できる原料の最大サイズは、3-1/2インチ(88.9mm)です

電源 三相 200V 50/60Hz

モーター 5馬力 (3.7kW)

外寸サイズ 長 999×幅 929×高 1592(mm)

機械重量

(正味重量 )
286kg

原料接触部材質 ステンレス製

8309　万能スーパーダイサー　ドリーム開発工業(株)

・メーカー取扱説明書付

丸刃(固定装備刃 )( 標準装備 )

ダイス刃ブロック (ダイス系全て用 )( 標準装備 )

10mm クシ刃ブロック (ゆで玉子 10mm ダイスなど )( 標準装備 )

7mm クシ刃ブロック (玉葱 14×20mm 短冊など )( オプション )

5mm クシ刃ブロック (ごぼう 5mm ダイスなど )( オプション )

3mm クシ刃ブロック (大根・人参 3mm 千切りなど )( オプション )

1.1mm クシ刃ブロック (大根・人参・キュウリ千切りなど )( オプション )

スライスプレート (玉葱・パプリカ 1～ 3mm スライスなど )( オプション )

在庫がある

刃物

型式 F-2000D

外寸サイズ 幅 850×長 1100×高 1385(mm)

機械重量 150kg( 取扱説明書より )

電動機 (モーター ) 1500W + 750W　インバーター付

使用時間 連続

処理能力 毎時 110 ～ 400kg

安全装置 センサー感知による回路遮断

外装 SUS304 ステンレス製

スライス :0.3 ～ 10mm

千切り :0.7 ～ 10mm

ダイス :1.2 ～ 10mm

( 食材によって対応可能なサイズが

異なる場合もございます )

カットサイズ

特長
・コンパクトながら多機能
・大根なら1度に6本投入可能

6549　遠赤外線加熱装置　ソリヂオン(株)　図番050310

メーカー仕様書・図面付
用途
・コーン菓子・コーンスナックの乾燥など

外寸サイズ
長 7520x 幅 1200x 高 1710(mm)( ホッパーを除く )

( レベルジャッキ付　+50mm 可変 )

炉長 5400mm

チェーン付きバランスネット

幅 :700mm

出口高さ :800

コンベアー

電源 三相 200V 50Hz

電力 31kVA　90A

搬送駆動モーター 0.4kW( インバーター変速可 )

ヒーター
1000W×合計 30 本

総容量 :30kW

炉体外装 クリーム色塗装

炉体内装 SUS304

使用温度 常温 :170℃　MAX:220℃

ヒーター高さ調節
調整方法はハンドル式　手動

コンベアー面より 50 ～ 150mm まで可変 

スライド

シャッター

入口・出口に各 1ヶ

調整範囲はコンベアー面より 50 ～ 150mm まで可変

制御盤サイズ 幅 1200x 奥行 350x 高 1850(mm)

7028・7029　プリンター・シール機セット 8302　ダイサー

8309　万能スーパーダイサー 6549　遠赤外線加熱装置

12



8086　レトルト殺菌機(レトルト釜)セット　三浦工業(株)

JQ-1202N

特長
・熱水スプレー式で高効率
・センターノズル方式で均一な加熱殺菌
・F値モニタ標準装備で商品開発をサポート
・節水による省エネ対応
・多段(三段)加熱制御可能
・積層表示灯標準装備で運転状況を案内

8086-1/5　レトルト殺菌機(レトルト釜)(本体)
型式 JQ-1202N

電源 200V 50Hz

本体設備電力 6.20kW(50Hz 時 )

最高使用圧力 0.50Mpa

水圧試験圧力 0.792Mpa

本体外寸サイズ 幅 2030×長 3510×高 1985(mm)

本体機械重量

(乾燥質量 )
2300kg

釜サイズ
処理槽内径 :1200mm

直胴部長さ :2000mm

1456 個

基準パウチ数 {基準パウチ数はパウチ 130x170x20mm(280g)

を並べた時のものです。}

給水量

(0.15 ～ 0.3MPa)
70L/min

蒸気量

(0.45 ～ 0.48MPa)
1500kg/h

圧縮空気量

(0.7 ～ 0.97MPa)
350L/min

第一種圧力容器

台車数 :2 台車

N型 (スプレー式基本仕様、クーリングタワー不要 )

備考

8090　クリーンカップスケール　アンリツインフィビス(株)

特長
・バーティカルメモリ方式により、計量ホッパとメモリホッパの両方を組合せに参加させて、
　組合せの数を増やすことにより、高精度に計量します

・メーカー取扱説明書付

型式 KE7410EWF

ヘッド数 10

計量方式 計量方式

搬送方式 放射フィーダ方式

計量範囲 5～ 500g

計量容積 600ml

計量精度
_

X=0.5 ～ 3g

最高計量能力 80 個 /min

表示方式 10.4 インチカラー TFT 液晶

操作方式 操作方式

品種設定 100 品種

組合せ /排出方式
VM( バーティカルメモリ )方式 

/ シングル排出

使用電源
単相 200 ～ 240V±10%　50/60Hz

650VA

使用エア源
0.4 ～ 0.6MPa

400L/min

使用温度範囲 0～ 40℃

防塵・防水規格 IP66

本体外寸サイズ
幅 1750×奥行 1015×高 1200(mm)

( 架台を除く )

計量精度、最高計量能力は、

計量品によって異なります備考

架台付

8093　真空解凍装置　三浦工業(株)　CD-160N
対応冷凍物例
・【畜肉】鶏もも肉、鶏むね肉、牛バラスライス肉、牛ブロック肉、
　牛カルビ用たれ付け肉、豚ブロック肉、挽き肉
・【魚介類】えび、むきえび、いか、さば、たこ
・【野菜】赤ピーマン、ほうれん草、小松菜
・【果物】いちご
・【たまご類】液卵
・【適応できない冷凍物】蒸気の凝縮水を嫌う冷凍物

処理量 160kg/ バッチ

処理能力 -60℃→完全解凍

槽内有効寸法 幅 800×奥行 770×高 1,680(mm)

外形寸法 幅 2,210×奥行 1,430×高 2,495(mm)

ドア型式 手動スライド式

電源 AC 三相 200V

設備電力

(50/60Hz)
2.40kW

真空ポンプ出力 2.2kW

必要給水圧力 0.15 ～ 0.40Mpa ( 通水時 )

必要蒸気圧力 0.25 ～ 0.30Mpa ( 給蒸時 )

本体質量
製品質量 :1,310kg

運転時質量 :1,610kg

真空ポンプ排水口 :25A

給蒸口 :20A

熱交換器排水口 :25A

給水口 :25A

排蒸口 :15A

【必要蒸気量】解凍時・殺菌時 :120kg/h

接続配管

備考 専用台車付

8119　 真空冷却機　三浦工業(株)　CE-120QX

特長
・洗浄ガン標準装備
・殺菌モード搭載
・ドライフロア対応
・液晶タッチパネル

標準処理量 120kg/ バッチ (比熱 0.8)

90℃→10℃( 約 20 分 )

90℃→8℃(約 25 分 )

※冷却時間は標準ユーティリティー

供給の場合です。

また、徐冷・徐圧時間は含みません

※給水温度 25℃以下の場合です

冷却能力

冷却能力 幅 780x 奥行 970x 高 740(mm)

外形寸法 幅 1525x 奥行 1510x 高 2090(mm)

ドア開閉方式 手動スイング式

電源 三相 200V　50/60Hz

電源引込線形 (cv) 2.0 平方ミリメートル

電源遮断器容量

(50/60Hz)
20/20A

本体運転時質量 1400kg

本体製品質量 830kg

【一般惣菜】ボイル野菜、野菜炒め、おひたし 他

【揚げ物】唐揚げ、ポテトコロッケ、カツ 他

【液物】カレー、タレ、ソース 他

【煮物】里芋、肉じゃが、かぼちゃ 他

冷却事例

使用可能な容器
金ザルカゴ (φ650)

3 個対応 (60 型 )

洗浄ガン標準装備

殺菌モード搭載

ドライフロア対応

液晶タッチパネル

特長

8086　レトルト殺菌機 (レトルト釜 )セット 8090　クリーンカップスケール

8093　真空解凍装置 8119　真空冷却機
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8094　急速冷凍庫　ホシザキ(株)　PF-22CC-0.5

本体外寸サイズ

庫内サイズ

本体電源

保冷負荷

パネル厚

外装・内装

幅 1800×奥行 900×高 2460(mm)

( プレハブ本体のみ、突起物を除く )

0.5 坪

庫内容積 :2.46 立方メートル

単相 100V 50/60Hz

590W

100mm

カラー鋼板、カラー鋼板 (抗菌、防カビ )、

塩ビ鋼板、アルミ、ステンレス鋼板

メーカー名

型式

電源

消費電力

力率

小型冷凍・

冷蔵ユニット

(低温用 )

運転電流

始動電流

運転音

電動機出力

(圧縮機定格出力 )

冷媒

冷却能力

庫内温度範囲

庫外温度範囲

備考

プレハブ冷凍庫

庫内灯付

プレハブ用据付台

販売元 :日立アプライアンス株式会社

製造元 :株式会社 日立空調 SE

RU-R15LF1

三相 200V　50/60Hz

1.01/1.20 kW

79/82 %

3.7/4.2 A

32.1/30.3 A

53/55 dB(A)

1.1 kW

R404A　0.85kg

0.93/1.05 kW

-25 ～ -5 ℃

5 ～ 43 ℃

8096　大型製氷機(シングラスアイスメーカー)

　　　　　　　　ホシザキ(株)　TM-2000UA-1

定格電圧 三相 200V

三相 200V 50/60Hz

電動機定格消費電力 91/88W

電熱装置定格消費電力 65W

製品質量 160kg

製氷能力 2トン /日

備考 防水 (SUS 仕様 )

8 3 12－2／5

8312－3／5

8312　小型貫流蒸気ボイラーセット(50/60Hz、LPG)

　　　　　　　　　　　(株)サムソン　RBO-1500PGN-H

8312-2/5　薬注システム

8312-3/5　ボイラ・リモート・モニター

8312-4/5　水タンク

8312-5/5　小型軟水器(サムソンソフナー)
メーカー名 株式会社サムソン

型式 SS-6D

樹脂 強酸性陽イオン交換樹脂

樹脂量 54 リットル

最大通水量 3.0 立方メートル /h

除去硬度重量 2.410g/ サイクル

最大採水量 48.2 立方メートル /サイクル

再生時間 110min/1 再生

排水量 590 リットル /1 再生

塩消費量 7.0kg/1 再生

最大塩貯蔵量 117kg

常用水圧 0.20 ～ 0.40 MPa

水温・室温 水温 :4 ～ 38℃、室温 :1 ～ 49℃

再生時期
時刻再生仕様

1～ 7回 /週または 1回 /1 ～ 14 日

消費電力 0.3W( 再生時 2分間のみ 4.0W)

電源 単相 100V 50/60Hz

運転重量 273kg

外寸サイズ 幅 400×奥行 710×高 1403(mm)

備考
メーカー取扱説明書・

試運転要領書・仕様書付

ボイラ種別 小型ボイラ (多管式貫流ボイラ )

取扱資格 事業主による「特別教育」受講者以上

最高圧力 0.98MPa

使用圧力範囲 0.49 ～ 0.88MPa

換算蒸発量 1500kg/h

熱出力 940kW

ボイラ効率 97%

伝熱面積 9.75 平方メートル

保有水量 155 リットル

バーナ形式 ブラスト

燃焼制御方式
三位置制御

(送風機モータ インバータ制御 )

給水制御方式 ON-OFF 制御

点火方式 AC スパーク点火

火炎検知方式 紫外線光電管

乾燥重量 1660kg

運転時重量 1840kg

本体外寸サイズ 幅 1132×奥行 2338×高 2246(mm)

ガス種別 LPG( プロパン )

燃料消費量

(入熱量 )
970kW

供給ガス圧力 8.0 ～ 15.0kPa

使用電源 三相 200V 50/60Hz

設備電力 8.7kW

13.5kW

( 送風機モータ :5.5kW)

( 給水ポンプモータ :2.2kW)

( 制御用 :1.0kW)

総電気容量

電源引込線径 14 平方ミリメートル

電源遮断機容量 60A

備考 メーカー取扱説明書・仕様書付

8313－2／2

8313　小型貫流蒸気ボイラー(薬注システム付)(50/60Hz、LPG)

　　　　　　　　　　　　　(株)サムソン　RBO-1500PGN-H

8313-1/2　小型貫流蒸気ボイラー(LPG)
ボイラ種別 小型ボイラ (多管式貫流ボイラ )

取扱資格 事業主による「特別教育」受講者以上

最高圧力 0.98MPa

使用圧力範囲 0.49 ～ 0.88MPa

換算蒸発量 1500kg/h

熱出力 940kW

ボイラ効率 97%

伝熱面積 伝熱面積

保有水量 155 リットル

バーナ形式 ブラスト

燃焼制御方式
三位置制御

(送風機モータ インバータ制御 )

給水制御方式 ON-OFF 制御

点火方式 AC スパーク点火

火炎検知方式 紫外線光電管

乾燥重量 1660kg

運転時重量 1840kg

本体外寸サイズ 幅 1132×奥行 2338×高 2246(mm)

ガス種別 LPG( プロパン )

燃料消費量

(入熱量 )
970kW

供給ガス圧力 8.0 ～ 15.0kPa

使用電源 三相 200V 50/60Hz

設備電力 8.7kW

13.5kW

( 送風機モータ :5.5kW)

( 給水ポンプモータ :2.2kW)

( 制御用 :1.0kW)

総電気容量

電源引込線径 14 平方ミリメートル

電源遮断機容量 60A

備考 メーカー取扱説明書・仕様書付

8313-2/2　薬注システム
メーカー名 株式会社タクミナ

型式 PTS-30 シリーズ

タンク材質 PE

タンク容量 30L

外寸サイズ 約 幅 390×奥行 335×高 592.5(mm)

質量 4kg( タンクのみ )

8094　急速冷凍庫 8096　大型製氷機

8312　小型貫流蒸気ボイラー 8313　小型貫流蒸気ボイラー
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8073　サーモンバンドフィーレ(腹骨取三枚おろし機)

　　　　　　　　　　　日本フィレスタ(株)　FGB-I

電力 2.5kW

外寸サイズ 長 800×幅 1600×高 1600(mm)

機械重量 350kg

処理能力 15 ～ 20 尾 / 分

備考 メーカー取扱説明書付

8076　ウロコ取機　日本フィレスタ(株)　FGP-III

特長
・省電・省水・省スペースを高次元でクリアー
・50gの小魚から8kgのブリ対応

対応魚種
・タイ、ハマチ、カンパチ、レンコダイ、カレイ、
　赤魚、メヌケ、鮭等

電力 4.5kW

使用水量 毎分 12 ～ 20 リットル

外寸サイズ 長 1100×幅 800×高 1900(mm)

機械重量 260kg

処理能力 10 ～ 30 尾 / 分　しかも色飛びなし

処理方法 高水圧式

鱗除法率 タイで 95% 以上

投入コンベアー 脱着式

8077　RRガッティングマシン　東亜交易(株)

用途
・卵採取
・メフン(腎臓)の除去・洗浄

電源 三相 200V 50Hz

電力 6kW

エアー供給量 毎分 350 リットル以上 (0.5Mpa 以上 )

水の消費量 1分間に約 60 リットル～ 80 リットル

水圧
最低 3バール、給水ホースを

インフィード部分に接続

材質 ステンレス、プラスチック等

外寸サイズ 幅 1200×長 3650×高 1750(mm)

用途
卵採取

メフン (腎臓 )の除去・洗浄

毎分約 20 尾～ 35 尾が適正です。

(シロサケの場合 )

( 投入される魚体の長さで決定されます。)

処理量

備考
養銀 (養殖銀鮭 )仕様

メーカー取扱説明書付

8078　鮭用全自動ヘッドカッター　東亜交易(株)

特長
・トレイにサケを乗せるだけで簡単にカット
・カット位置はレーザーで簡単。正確に
・手間がかかり危険を伴う鮭の頭切り作業を全自動ヘッドカッターにて安全・正確に行えます
・レーザービームがカット位置をガイドするので誰でも簡単に歩留りよく頭きりができます。
　熟練を要せず、鮭をトレイに乗せカット位置を設定するだけなので、誰でも簡単に作業可能です。

メーカー名
販売元 :東亜交易株式会社

製造元 :株式会社タイヨー製作所

型式 TAH シリーズ

電源 三相 200V 50Hz

消費電力 400W

エアー供給量
毎分 860 リットル以上 (0.5Mpa 以上 )

( 必要エアーコンプレッサー :5HP 以上 )

水の消費量

(水供給量 )
1 分間に約 5リットル～ 10 リットル以上

魚種 魚種

処理量 インバーター変速により 20 尾～ 60 尾 / 分

の処理量を設定することが可能です

外寸サイズ 幅 1180×長 2550×高 1557(mm)

備考 販売元の取扱説明書付き

8073　サーモンバンドフィーレ 8076　ウロコ取機

8077　RRガッティングマシン 8078　鮭用全自動ヘッドカッター
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8308　食品用高速脱水機　(株)エムラ販売　TDS-FZ

主な用途
・レタス・白菜・ほうれん草などの水切り
・人参・大根・キャベツ・玉ねぎ・ねぎ等のカット野菜の水切り

特長
・ざるカゴ仕様
・ノーアンカー・制御盤一体型で設置工事不要
・インバータ搭載・自動ブレーキ
　(高速・中速・低速3種類の回転数ワンタッチ切り換え)
・独自のダイレクトドライブ構造で、バランス性能抜群・高い耐久性
・タイマー・異常箇所診断ランプ・各部安全装置

電源 三相 200V

電力 1500W

回転数 最大 1100rpm

外寸サイズ 幅 900×奥行 820×高 1140(mm)

機械重量 約 200kg

容量 30 リットル

積水テクノ成型 (株 )製、セキスイ #30

30 リットル

外寸サイズ :直径 510x 高 280(mm)

適合ザルカゴ

7854　食品用連続熱風乾燥機(熱風循環式連続乾燥炉)

電源

電力

ヒーター 

ヒーター容量 

温度

温度制御 

外寸サイズ

搬送方法

搬送スピード

ベルト幅 

ベルト面までの高さ

内装

外装 

塗装色

三相200V　50/60Hz

150A 

ストレートファンヒーター SUS AC116V 1kW

計39kW(15kW + 12kW + 12kW)

常用180℃　MAX200℃

P.I.D(SSR ON/OFF)制御×3ゾーン

幅1500x長4400x高1605(mm)

SUSメッシュベルト

4m/min

950mm

最小800.4mm

SUS304

SS ボンデ鋼板

アイボリー 7.5Y 9/1

(株)ゴダイエンジニアリング

1200mm

492mm

シール寸法 10mm x 1090mm

深さ 91mm435mm

8316　 連動真空包装機　(株)古川製作所　FVB-U9II-500

未使用品

特長
・コントロールボックスは上部にセットしてあり、マイコン制御及び高画質パネルの採用により、
　10品目までの各種データの設定ができ、多品目生産にも容易に対応できます
・ヒーター台は水冷式にして、シールはインパルス方式を採用しています
・コントロールボックス、上下部フレームをステンレス製としました
・機械角度が変更できるので、液物の包装にも適します(0°～26°の間で5段階)

主な使用例
・漬物、惣菜、冷凍食品、みそ、キムチ、たけのこ など

メーカー名 株式会社 古川製作所

電源 三相 200V　50/60Hz

本体使用電力 3.3kW

本体外寸サイズ 幅 1819x 奥行 1679x 高 1241(mm)

機械本体重量 540kg

能力 2～ 4ショット /分

使用可能最大袋長 435mm

真空ボックス内寸法 幅 1200x 奥行 492x 深 91(mm)

シール寸法
幅 10x 長 1090(mm)

( 標準ヒーター線使用時 )

必要冷却水量 3L/ 分

備考 メーカー取扱説明書付

6459　マルチダイサー　ワタナベフーマック(株)　WDJ-270

特長
・ダイスカット、チップカット、スリットカットの3つのカットがこれ1台で可能
・刃物カセットを交換するだけでスライスピッチが変更でき、多彩なスライスバリエーションを実現します
・タッチパネルに数値を入力するだけで、ご希望の長さにしっかりカット

電源 三相 200V　50/60Hz

定格消費電力 320W

外寸サイズ 幅 1460x 奥行 870x 高 1205(mm)

機械重量 約 300kg

加工可能寸法
幅 :270mm

高さ :一次スライス幅と同等

一次スライス 標準 :10・20・30(mm)

二次スライス 5～ 70(mm)

5 段変速

(1 速…100 回 / 分、

2速…150 回 / 分、

3速…200 回 / 分、

4速…250 回 / 分、

5速…300 回 / 分 )

二次スライス速度

推奨スライス温度 -3 ～ 0℃( 材料によって異なります )

備考 メーカー図面付き

8308　食品用高速脱水機 7854　食品用連続熱風乾燥機

8316　連動真空包装機　FVB-U9II-500 6459　マルチダイサー
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7136　非常用発電機　(株)東京電機

・防災用自家発電装置 長時間形
　KMEシリーズ 3相200V系
・低騒音形85dB

7136-1/2　非常用発電機
型式 THGP150KME

外寸サイズ 幅 4070x 奥行 1370x 高 2460(mm)

本体質量 2370kg( 銘鈑より )

乾燥質量 約 2475kg

整備質量 約 2520kg

始動時間 40 秒以内

連続運転可能時間 1時間超

周囲温度 -5 ～ 40℃

130kVA

104kW

200V

376A

50Hz

1500/min

同期発電機
4P

3Φ 3W

0.8

ブラシレス励磁

電機子 :H

界磁 :H

(IP20)

(IC01)

日野自動車株式会社

J08C-U

原動機

(機関 )

125kW

1500/min

定格出力

定格電圧

定格電流

定格周波数

定格回転数

極数

相数

力率

励磁方式

耐熱クラス

保護方式

冷却方式

製造者

名称

定格出力

定格回転速度

軽油

31.5L/h

別置

燃料種類

燃料消費量

燃料タンク

7136-2/2　190L燃料貯蔵庫
外寸サイズ

幅 1900x 奥行 1750x 高 2010(mm)

( 通気口を除く )

乾燥質量 約 900kg

公称容量 190 リットル

燃料種類 軽油

7738　プレスタイ　TIPPER TIE　SPR465L

特長
・ゲートを閉めると空気圧で自動的にケーシングを引っ張り、レバーを押すと結紮、ナイフカットを行います

用途
・ロースハム、ボンレスハム、ターキーロール等を確実に結着するよう結さつします
・ファイブラスケーシング、プラスチックケーシング、メリヤスネット等を使用出来ます

・メーカー取扱説明書(英語)付
・オーバーホール済

圧縮空気圧力 5.5bar(80PSI)

空気消費量 8.5 リットル

外寸サイズ 幅 1370x 奥行 305x 高 730(mm)

引き幅 200mm

本体機械重量 22.68kg(50LB)

使用クリップ

サイズ
TIPPER TIE 製 :400G、401G

Press Tie Clipper

コンプレッサーは別売りです
備考

6580　シボリングブレッダー&バターリングマシン&パン粉補給機

　　　　　　　　　　　　　　　　サン・プラント工業株式会社

特長
・少量多品種に最適な1列式パン粉付け機です
・微粉パン粉用(ドライパン粉も可)
・コンベアーベルト搬送式のため、パン粉のメッシュの壊れを極力抑えます
・特殊ベルト横絞り構造により、球状の製品、背の高い製品等の側面、またコーナー部も綺麗に
　パン粉を付けることができます
・今まで難しかった串カツ、エビフライなどの側面にも綺麗にパン粉をつけることができます
・オールステンレス製です

BREADING MACHINE:SM-CBR-1U

BATTERING MACHINE:SM-SBT-1Z

BREADING FEEDER:SM-BF-50

型式

電源 三相 200V

電力 約 2.01kW

ネット有効幅 158mm

外寸サイズ 約 長 3980x 幅 1860x 高 1620(mm)

6579　コンパクトブレッター&バターリングマシン

　　　　　　　　　　　　　　サン・プラント(株)

型式
BREADING MACHINE:SM-BRW200-CD

BATTERING MACHINE:SM-SBT-1Z

電源 三相 200V

ネット有効幅 158mm

外寸サイズ 約 長 3350x 幅 840x 高 1600(mm)

特長
・1列式パン粉付け機
・微粉パン粉用(ドライパン粉も可)
・オールステンレス製

7136　自家発電装置 7738　プレスタイ

6580　シボリングブレッダー&バターリングマシン&パン粉補給機 6579　コンパクトブレッター&バターリングマシン
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5936　バキュームカッター(65L)　KILIA　Vacu-Koch 65 l

電源 三相 200V、220V

電力
16kW / 20kW

55A / 71A

満水量 65 リットル

備考 BUSCH 製真空ポンプ Type 100-138 付き

6134　高速カッター(60L)　LASKA　KE60-2M

電源 三相 200V

11 / 15 kW

1430 / 2800 RPM

(50Hz 時 )

メインモーター

0.7 / 1.4 kW

720 / 1400 RPM

(50Hz 時 )

皿回転用モーター

アンローダー用

モーター
0.37kW

本体外寸サイズ 幅 1630x 奥行 1200x 高 1230(mm)

皿サイズ
内側直径 :800mm

深さ :150mm

満水量 60 リットル

皿材質 鋳鉄 (gray cast iron)

刃物枚数 6枚

制御盤外寸サイズ 幅 645x 奥行 425x 高 1120(mm)( 台を含む )

特長 アンローダー付きで、掻き出しが簡単です

7582　高速カッター(100L)　LASKA　KR-100-2

電源 電源

主電力 26 / 34 kW

(50Hz 時 )

1 / 1.6 kW

6.6 / 7.8 A

695 / 1450 RPM

(50Hz 時 )

皿回転用

モーター

皿回転数 約 8 / 12 RPM

皿容量 100 リットル

本体外寸サイズ 幅 2220×長 1400×高 1820(mm)

( アンローダーを上げた時 )

制御盤外寸サイズ 幅 870×長 600×高 1500(mm)( 脚を含む )

備考
制御盤付

オーストリア製

6207　バキュームカッター(200L)　クレーマーグレーベ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VSM200

皿容量 満水量 :200 リットル

本体外寸サイズ 約 幅 2800x 奥行 2300x 高 1500(mm)

備考 制御盤付

5936　バキュームカッター (65L) 6134　高速カッター (60L)

7582　高速カッター (100L) 6207　バキュームカッター (200L)
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5773　2～4連ずらしセットラベラー　(株)不二レーベル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FT5000
用途
・スーパーなどでの販売用に、ハム・ベーコンなどのパック2～4個をずらした状態で帯状のラベルを貼り付け、
　2～4個をセットにする

外寸サイズ 長 2300x 幅 980x 高 1450(mm)

電源 単相 100V

6389　煮炊攪拌機(ガス式 約350L)(天然ガス)

　　　　　　　梶原工業(株)　KRS-47412SL

特長
・重量センサー(ロードセル)付き
・ステンレス仕様で耐久性に優れ、
　清掃し易く衛生的です

電源 三相 200V

ガス種別 都市ガス (13A)

ガス消費量 215kW

釜サイズ 直径約 1200x 深さ約 350(mm)

満水量 約 350L

7805　遠赤外線スーパーフライヤー　(株)アイギ

　　　　　　　　　　　　　　　　HTA-3500-CD

電源 三相 200V 50/60Hz

総電気容量 45.1kW

本体

外寸サイズ

長 3197×幅 1485×高 1237(mm)

ネットコンベアーを上げた時の高さ :1584mm

総重量 680kg

油面有効寸法 長 2384×幅 500(mm)

油量 173 リットル

ろ過装置油量
ろ過タンク :230 リットル

ストッカータンク :210 リットル

カーボンヒーター

搭載本数
22 本

能力
1900 個 / 時

(「冷凍コロッケ 60g、-18℃」を揚げた時 )

制御盤

外寸サイズ

幅 700×奥行 250×高 1800(mm)

( 脚を含む )

6797　マルハレススライサー機　(株)日本キャリア工業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AX-320

特長
・刃物がむき出しになっておらず、安全に取り扱うことができます
・折り曲げ、鱗列はできないかわりに、牛モモなどの大きな材料や小間・切落しに向いています
・歩留まり99%の実績を有します

適応材料
・豚ロース、豚バラ、切落し・小間など

適応アイテム
・とんかつ・ステーキ、切落し・小間など

電源 電源

電力 電力

エアー 0.5MPa　300L/ 分

外寸サイズ 幅 1410x 長 2865x 高 1270(mm)

機械重量 約 940kg

コンベア 幅 370x 長 1700(mm)

適用温度帯 -1℃～ +5℃( 適温 :+2 ～ 3℃)

最大原料寸法 幅 320x 高 180x 長 600(mm)

材料投入口 仕切りなし (複数材料投入可 )

スライス厚み 1～ 25mm

最大スピード 毎分 60 回 ( 無段切換 )

適応材料 豚ロース、豚バラ、切落し・小間など

適応アイテム とんかつ・ステーキ、切落し・小間など

備考 マルハレスシリーズ生肉スライサー

5773　2 ～ 4 連ずらしセットラベラー 6389　煮炊攪拌機 ( ガス式 約 350L)

7805　遠赤外線スーパーフライヤー 6797　マルハレススライサー
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7923　高橋式高速裁断機8175　高橋式高速裁断機8162　高橋式高速裁断機

8288　チョップカッター7925　高橋式高速裁断機7924　高橋式高速裁断機

7739　バキュームカッター (65L)8167　魚類裁割機8173　中型三枚おろし・二枚開き・センターカット機

7016　給袋式自動充填包装機 (TT-8CR)8307　高速スライサー (ジュピター )8012　バキュームカッター (65L)
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8174　横型水産用自動梱包機7929　擂潰機 (133L)7928　冷却式擂潰機 (126L)

7958　真空加熱ニーダー (約 600L)7026　TREIF　ダイサー7785　プレハブ冷凍庫

8164　ベルト式真空包装機7901　山中成型機7814　レトルト殺菌装置 (レトルト釜 )

7757　バキューム連動式シングルクリッパー8072　ジェットエア式除水機スイパー7927　野菜洗浄殺菌装置 (野菜洗浄機 )
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令和　  　 　年　  　 　月　  　 　日㈱　ジャパン　プロビジョン　マシン 宛　

御社名
御担当者：

御住所

T E L

F A X (        )          -

品 名

1

2

3

4

5

6

7

8

商 品 番 号

〒

メールアドレス

-

(        )          -

価格及び詳細についての御質問は、
下の欄に御記入の上FAXにて送信して下さい。
カタログに掲載されていない機械を御希望の場合は、
弊社HPをご覧頂くか機械名・型式等を御記入下さい。
※御電話での問合せは行っておりません。

都道
府県

市町
村

御質問等

10

11

12

9

例

問 合 せ シ ー ト

8086  レトルト殺菌機(レトルト釜)セット
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