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自動販売機 飲料機器

2019-2020年度　商品ラインアップ
冷蔵ショーケース

ラウンドタイプ ゴンドラエンドタイプ タテ型タイプ アンダーカウンタータイプ 標準タイプ

冷水タイプ

ベーシックタイプ

ファッショナブル
タイプ デュアルタイプ

HOT & COLD タイプB タテ型タイプD卓上タイプC キュービックタイプE

ベーシック・冷水タイプF リーチインタイプG 対面タイプH 平型オープンタイプJ

平型オープンタイプJ コンパクトフリーザーK チェストフリーザーLアイスフリーザーN

冷凍ショーケース

P5〜8 P9 P10 P10

P14〜15P12P12

P18〜19 P20

P11〜12

壁面タイプ

オープンタイプA

セミ多段
タイプ

P16〜１7 P17

※�単相100Vタイプもあります。

ワイドレンジタイプJ

（－20℃～＋15℃）

P16〜17

P23P22

P21

機能アイコン一覧

シェード照明

HOT棚

5面ガラス（天窓）

パススルー（前後扉）

扉開閉方向変更可

熱反射ガラス

扉開閉チャイム

ノンフロンCO2冷媒

ワイヤーコンデンサ

排水強制蒸発

インバータ制御

ナイトエコモード ※

エコモード

庫内照明

照明付棚
※庫内照明スイッチと連動

棚角度切替可

スライド棚

傾斜棚（固定式） キャスター

アジャストボルト

ナイトカバー

100Vコンセント付

温度計
（デジタル・アナログ）

扉施錠（鍵付）

バスケット

霜取りヘラ

POP（ボード・ハンガー）

プライスレール

カタログ掲載図 形状呼称

単相100V電源　2極

単相200V電源

単相100V電源　接地形2極

単相100V電源　回転式接地形2極

三相200V電源　回転式接地形3極

三相200V電源　接地形3極

参考イラスト

安全・使用上の
ご注意

●電源プラグ接続の際、【タコ脚配線】・【水場での使用】はしないでください。
●定期的にホコリ等のよごれがないか確認して使用してください。

壁面タイプ HOT�&�COLD

ストアマスター ウォークインタイマー
催事用タイプ

手指消毒器

オープンタイプP ウォークインタイプQ リーチインタイプR 別置関連機器S 関連機器T

小型店舗向けショーケース その他

P27〜28P27〜28P27〜28P27〜28 P25

省エネ型クーリングコイル



決済ユニット１台に対し最大で２台の物販ユニットを取り付けできます。
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決済ユニット１台に対し最大で２台の物販ユニットを取り付けできます。
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● 必要な装備を必要なだけご注文いただくことで、お客様は導入コストを抑えられます。
● 導入時に余分な廃棄部品がなく、お客様が環境に配慮できる発注スタイルです。

オーダー装備品（お客様にご指定いただける装備）標準装備品

棚板枚数3
敷板種類4

その他オプション6

ショーケース両側面
から商品を明るく
照らします。

本体ベース1
棚板種類2

写真はRSD-S6FZ

LED縦照明5

つの項目でお選びください6

A オープンタイプ（RSDセミオーダーシステム）

LED照明
ecoスイッチ
デジタル温度計
ナイトカバー
アジャストボルト
キャスター
排水強制蒸発ユニット
プライスレール
インバータ

1  本体ベース

ナイトカバー

排水強制蒸発ユニット

シェードLED照明

標準装備

高さ 1,900mm

幅 3尺　890mm 4尺　1,190mm 6尺　1,740mm

電源 単相100V 三相200V 単相100V 三相200V 三相200V

うす型 奥行600mm A-12 RSD-S3TFZ A-13 RSD-S3FZ A-15 RSD-S4TFZ A-16 RSD-S4FZ A-18 RSD-S6FZ

厚型 奥行750mm － A-14 RSD-F3FZ － A-17 RSD-F4FZ A-19 RSD-F6FZ

2  棚板種類 － スチール棚 S スチールスライド棚 G ガラス棚

3  棚板枚数 1～5枚

4  敷板種類 － フラット敷板（標準） D スライドデッキ

5  LED縦照明 － 無し（標準） L 有り（左右各1本）

6  その他
　 オプション

連結キット
※排水ピット工事を既設、
ご予定されているお客様には、
「直接床排水方式」も選択
できます。強制蒸発キット、
タンクは付属なし。

直接床排水

うす型 奥行600mm RRK-RSDFZ
（共通）厚型 奥行750mm

セミオーダーの詳細については最寄りの営業拠点までお問い合わせください。



 インバータ制御
夜間や冬季など負荷が少ないときはコン
プレッサーの回転数を落として効率的に
庫内を冷やすことができるので、とても省
エネです。

 LED照明
蛍光灯に比べて消費電力が1/3です。長
寿命で定期的な交換が不要です。

 100V仕様ラインアップ
（RSD-S3TFZ5J、S4TFZ5J）
100V仕様で、様々
なロケーションに対
応できます。

■ ワイドレンジ（0℃～22℃）
お弁当・日配品・ドリンク・乳製品・惣菜・デ
ザートなど幅広い用途で様 な々商品を陳
列できます。

 ecoスイッチ搭載
季節や時間に応じて、更に省エネ運転が
できます。

■ 壁ピタ
正面吸気→上部排気で背面を気にせず
配置できます。
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日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・サンド用オープンタイプ　☆5℃～22℃

A オープンタイプ（RSDレギュラーシリーズ）　

A-6 RSD-F3FZ4J
標準
価格 1,189,000円（税抜）

A-9 RSD-F4FZ4J
標準
価格 1,378,000円（税抜）

A-5 RSD-S3FZ5J
標準
価格 1,030,000円（税抜）

A-7 RSD-S4TFZ5J
標準
価格 1,145,000円（税抜）

100V電源

●有296ℓ ●有435ℓ ●有402ℓ

●有603ℓ ●有592ℓ ●有870ℓ

標準
価格 1,540,000円（税抜）
A-10 RSD-S6FZ5J

標準
価格 1,702,000円（税抜）
A-11 RSD-F6FZ4J

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,900
内形寸法 幅852×奥行320×高さ1,295
陳列段数 6段（5枚取外し調節可能）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：849/849W

（除霜時）200V：99/99W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W
照　明 〔キャノピー〕（LED）13W×1
質　量 約169kg

外形寸法 幅890×奥行750×高さ1,900
内形寸法 幅852×奥行470×高さ1,295
陳列段数 5段（4枚取外し調節可能）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：861/861W

（除霜時）200V：93/93W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W
照　明 〔キャノピー〕（LED）13W×1
質　量 約183kg

外形寸法 幅1,190×奥行600×高さ1,900
内形寸法 幅1,152×奥行320×高さ1,295
陳列段数 6段（5枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：1,045/1,045W

（除霜時）100V：121/121W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W
照　明 〔キャノピー〕（LED）18W×1
質　量 約212kg

外形寸法 幅1,190×奥行750×高さ1,900
内形寸法 幅1,152×奥行470×高さ1,295
陳列段数 5段（4枚取外し調節可能）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,080/1,080W

（除霜時）200V：150/150W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W
照　明 〔キャノピー〕（LED）18W×1
質　量 約224kg

外形寸法 幅1,740×奥行600×高さ1,900
内形寸法 幅1,702×奥行320×高さ1,295
陳列段数 6段（5枚×2取外し調節可能）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,590/1,590W

（除霜時）200V：130/130W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,250W
照　明 〔キャノピー〕（LED）13W×2
質　量 約265kg

外形寸法 幅1,740×奥行750×高さ1,900
内形寸法 幅1,702×奥行470×高さ1,295
陳列段数 5段（4枚×2取外し調節可能）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,453/1,453W

（除霜時）200V：122/122W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,250W
照　明 〔キャノピー〕（LED）13W×2
質　量 約290kg

500㎖ PET丸
240本

500㎖ PET丸
360本

500㎖ PET丸
320本

350㎖缶
288本

350㎖缶
372本

350㎖缶
408本

500㎖ PET角
310本

500㎖ PET角
418本

500㎖ PET角
375本

標準
価格 1,030,000円（税抜）
A-4 RSD-S3TFZ5J

100V電源

●冷366ℓ ●冷366ℓ ●冷538ℓ ●冷495ℓ
●有296ℓ

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,900
内形寸法 幅852×奥行320×高さ1,295
陳列段数 6段（5枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：871/871W

（除霜時）100V：94/94W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W
照　明 〔キャノピー〕（LED）13W×1
質　量 約169kg
500㎖ PET丸
240本
350㎖缶
288本

500㎖ PET角
310本
250㎖缶
471本

100V電源

250㎖缶
471本

250㎖缶
608本

250㎖缶
651本

500㎖ PET丸
480本

500㎖ PET丸
480本

500㎖ PET丸
720本

350㎖缶
527本

350㎖缶
576本

350㎖缶
744本

500㎖ PET角
533本

500㎖ PET角
620本

500㎖ PET角
836本

A-8 RSD-S4FZ5J
標準
価格 1,145,000円（税抜）

●有402ℓ

外形寸法 幅1,190×奥行600×高さ1,900
内形寸法 幅1,152×奥行320×高さ1,295
陳列段数 6段（5枚取外し調節可能）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,026/1,026W

（除霜時）200V：121/121W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力770W
照　明 〔キャノピー〕（LED）18W×1
質　量 約212kg
500㎖ PET丸
320本
350㎖缶
408本

500㎖ PET角
375本
250㎖缶
651本

250㎖缶
840本

250㎖缶
942本

250㎖缶
1,216本

●冷1,029ℓ ●有870ℓ

標準
価格 1,740,000円（税抜）
A-3 RSD-F6FM4JRSD-3FK5JA-1 RSD-4FK5JA-2

外形寸法 幅1,740×奥行750×高さ1,900
内形寸法 幅1,702×奥行470×高さ1,295
陳列段数 ー
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,453W

（除霜時）200V：122W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,800W
照　明 〔キャノピー〕（LED）13W×2
質　量 約297kg
500㎖ PET丸
720本
350㎖缶
744本

500㎖ PET角
836本
250㎖缶
1,216本

ラインアップ予定！ ラインアップ予定！

ノンフロンCO2冷媒搭載

達成率

95％
年間消費電力量

9,510kWh/年

達成率

108％
年間消費電力量

3,510kWh/年
達成率

100％
年間消費電力量

3,780kWh/年

達成率

119％
年間消費電力量

5,260kWh/年

達成率

116％
年間消費電力量

3,890kWh/年
達成率

89％
年間消費電力量

5,930kWh/年

達成率

97％
年間消費電力量

5,420kWh/年
達成率

85％
年間消費電力量

9,430kWh/年
達成率

97％
年間消費電力量

9,750kWh/年

在庫限り

●冷495ℓ ●冷727ℓ
●冷731ℓ ●冷1,074ℓ

排気

吸気



A オープンタイプ

NEW
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オーダー装備品
（お客様にご指定いただける装備）

本体サイズ1
棚板種類2

敷板種類4

棚板枚数3
必要に応じて棚板の種類・枚数
が選択可能

標準装備品

LED照明

アジャストボルト

キャスター

排水強制蒸発ユニット

ナイトカバー

デジタル温度計

プライスレール

インバータ
写真はRSG-900FX（本体ベース）

セミオーダーの詳細については最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

1  本体ベース 本体型式 A-22  RSG-650FX（本体ベース） A-23  RSG-900FX（本体ベース）

外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485mm 幅890×奥行600×高さ1,485mm

2  棚板種類 記号 ー（標準装備） S
種類 スチール棚 スチールスライド棚

3  棚板枚数 1～5枚
4  敷板種類 記号 ー（標準装備） D

種類 フラット敷板 スライドデッキ

つの項目でお選びください4
【組み合わせ例】
1. 本体ベース ：RSG-900FX
2. 棚板種類　：スチールスライド棚
3. 棚板枚数　：4枚
4. 敷板種類　：スライドデッキ
RSG-900FXCS4D

●冷197ℓ ●冷274ℓ

A オープンタイプ
お弁当・サンドイッチ用オープンタイプ　☆16℃～22℃飲料オープンタイプ　☆10℃以下

A-25A-24 RS-650CZRSG-900M

標準
価格 500,000円（税抜）標準

価格 1,020,000円（税抜）
スチール棚 3段

●有165ℓ
●冷207ℓ

●有215ℓ

外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,520
内形寸法 幅622×奥行280×高さ1,023
陳列段数 4段（3枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：638/656W

（除霜時）100V：101/106W
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W
照　明 〔キャノピー〕15W×1
質　量 約104kg
収容能力 陳列面積0.69㎡

弁当・サンドイッチ

外形寸法 幅900×奥行520×高さ1,452
内形寸法 幅872×奥行230×高さ10,46
陳列段数 7段（6枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：497/608W

（除霜時）100V：69/68W
圧縮機 全密閉型レシプロ式　出力400W
照　明 ー
質　量 約129kg
収容能力 陳列面積1.39㎡

ドリンク

在庫限り在庫限り

ノンフロンCO2冷媒搭載タイプ
達成率

50％
年間消費電力量

4,420kWh/年
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A オープンタイプ

A オープンタイプ（RSGセミオーダーシステム）

A オープンタイプ

インバータ&LED搭載 ワイドレンジ　☆5℃～20℃

RSGセミオーダー インバータ制御＆LEDを搭載したRSGシリーズを
セミオーダーでもご用意いたしました。

RSG-650FX

標準
価格 803,000円（税抜）

スチール棚 3段（棚位置調節可能）
A-20 RSG-900FX

標準
価格 891,000円（税抜）

スチール棚 3段（棚位置調節可能）
A-21

●有168ℓ ●有240ℓ

外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088
陳列段数 4段（3枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：433/433W

（除霜時）100V：95/95W
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W
照　明 〔キャノピー〕（LED）9.5W×1
質　量 約106kg

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088
陳列段数 4段（3枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：525/525W

（除霜時）100V：101/101W
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W
照　明 〔キャノピー〕（LED）13W×1
質　量 約125kg

500㎖ PET丸
128本

500㎖ PET丸
176本

350㎖缶
128本

350㎖缶
176本

500㎖ PET角
144本

500㎖ PET角
208本

250㎖缶
200本

250㎖缶
280本

達成率

136％
年間消費電力量

2,700kWh/年

達成率

136％
年間消費電力量

2,700kWh/年

達成率

112％
年間消費電力量

3,270kWh/年

達成率

112％
年間消費電力量

3,270kWh/年

●冷197ℓ ●冷274ℓ

※ 製品形態上、冷却性能が店内設置環境
に影響を受けます。ご検討の際には最寄
りの営業拠点迄ご相談お願い致します。
※ 別途連結キットが必要になります。

LED照明を採用

ラウンドタイプ　☆☆☆☆10℃以下

連結可能
A-26 SRO-D135ZD

標準
価格 2,100,000円（税抜）
外形寸法 幅1,345（側板：30）×奥行940×高さ1,312
内形寸法 幅1,260×奥行770×高さ795
陳列段数 4段（棚3枚）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力 1,942/2199w
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,800W
照　明 〔キャノピー〕（LED）14.5W×2、6W×1
質　量 約247kg
収容能力 陳列面積3.00㎡

受注生産

●有477ℓ

吸気

排気



HOT COLD&

標準
価格 574,000円（税抜）
B-5 SPAS-H522X

標準
価格 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

B-10 PAS-H900E

標準
価格 627,000円（税抜）
B-6 SPAS-H532X

Cold…☆☆3℃～10℃  HOT…◎◎◎50℃～60℃

Cold…3℃～10℃  HOT…◎◎50℃～60℃

別置型

HOT COLD&パススルータイプ

（前後扉）

HOT COLD&

●有171ℓ内ホット62ℓ ●有167ℓ内ホット91ℓ

●有560ℓ内ホット146ℓ

9

Cold…3℃～10℃　HOT…◎◎51℃～59℃

上1段HOTまたは
COLDになります。

標準
価格 141,000円（税抜） 標準

価格 220,000円（税抜）
B-7 B-8AG-H60XE AG-H63WM

●冷76ℓ ●有56ℓ ●冷84ℓ ●有65ℓ

外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845
内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207
陳列段数 5段（内3枚はホットプレート、

棚位置および棚角度調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（コールド時）100V：265/289W

（ホット＆コールド時：ホット3段）
  100V：595/619W

圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　明 10W×1 質　量 約103kg

外形寸法 幅429×奥行445×高さ882
内形寸法 幅397×奥行376×高さ511
陳列段数 3段（内1枚ホットプレート、取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（オールコールド時）100V：186/182W

（ホット＆コールド時）100V：325/321W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力100W
照　明 －
質　量 約39kg

外形寸法 幅437×奥行445×高さ982
内形寸法 幅386×奥行376×高さ587
陳列段数 3段（内2枚ホットプレート、棚位置調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（オールコールド時）100V：160/188W

（オールホット時）100V：417/417W
（ホット＆コールド時）100V：421/446W

圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　明 －
質　量 約45kg

外形寸法 幅900×奥行700（天板＋40）×高さ（本体）1820
※天置き付属品除く（ＥＬＢ、フレアナット、配管）

内形寸法（上）幅790×奥行610×高さ400
（下）幅790×奥行610×高さ1,083

陳列段数 7段（5枚取外し可能、内2枚はホットプレート）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（コールド時）100V：776/824W

（ホット＆コールド時）100V：1,361/1,404W
圧縮機 ー
照　明 〔上〕8.8W×1　〔下〕9.6W×2
質　量 約188kg

外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845
内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207
陳列段数 5段（内2枚はホットプレート、

棚位置および棚角度調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（コールド時）100V：270/287W

（ホット＆コールド時：ホット2段）
  100V：490/507W

圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　明 10W×1 質　量 約102kg

500㎖ PET丸
110本

500㎖ PET角
120本

350㎖缶
135本（内ホット75本）

250㎖缶
210本（内ホット126本）

500㎖ PET丸
115本

500㎖ PET角
120本

350㎖缶
140本（内ホット50本）

250㎖缶
210本（内ホット84本）

350㎖缶
70本

190㎖缶
108本

１段目 2段目

HOT

280㎖缶
70本

190㎖缶
108本

１段目 2段目 3・4・5段目

COLD
500㎖PET
210本

250㎖缶
123本

ALL COLD
250㎖缶
39本HOT

HOT＆COLD

250㎖缶
84本COLD

500㎖ PET
40本（整列）/48本（MAX）

350㎖缶
75本

280㎖ PET
75本

ノンフロンCO2冷媒搭載タイプ

外形寸法 幅900×奥行1,350×高さ1,340
内形寸法（正面部）幅872×奥行335×高さ740

（側面部）幅755×奥行380×高さ770
陳列段数 正面部:3段（加温機能付き水平スライド）

側面部:3段（2枚取外し調節可能ガラス棚）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力  （オールコールド時）100V：1,129/1,086W

 （ホット＆コールド時）100V: 1,176/1,171W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,250W
照　明 〔キャノピー〕（LED）9.5W×3 質　量 約262kg

SPAS-H521X
標準
価格 418,000円（税抜）
B-4

HOT COLD& Cold…3℃～10℃　HOT…◎◎51℃～59℃

パススルータイプ

●有137ℓ内ホット61ℓ

達成率

64％
年間消費電力量

1,610kWh/年

●有155ℓ
●冷197ℓ

●有181ℓ
●冷229ℓ

●有212ℓ
●冷274ℓ

●有437ℓ

●冷231ℓ

B HOT & COLD （HOTの温度表示は中身商品の温度幅を示しています。）
HOT COLD& Cold…☆5℃～10℃　HOT…◎◎50℃～60℃

B-1 RSG-H650FXB
標準
価格 1,090,000円（税抜）

B-2 RSG-H750FXB
標準
価格 1,160,000円（税抜）

B-3 RSG-H900FXB
標準
価格 1,210,000円（税抜）

インバータ&LED搭載

HOT COLD& Cold…☆☆☆☆5℃～10℃
HOT…◎◎50℃～60℃

三面ラウンド

標準
価格 1,990,000円（税抜）

RSD-HC1350FZB-9

外形寸法 幅650×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅615×奥行350×高さ1,088
陳列段数 4段（スライド棚3枚、棚位置調節可能）、傾斜

陳列（引出時水平）、全段加温機構付き
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力  （コールド時）429.5W

 （オールホット時）907.5W
 （ホット＆コールド時：各2段）828.5W

圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W
照　明 〔キャノピー〕（LED）9.5W×1 質　量 約122kg

外形寸法 幅750×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅715×奥行350×高さ1,088
陳列段数 4段（スライド棚3段、棚位置調節可能）、傾斜

陳列（引出時水平）、全段加温機構付き
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力  （コールド時）500W

 （オールホット時）925W
 （ホット＆コールド時：各2段）878W

圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W
照　明 〔キャノピー〕（LED）9.5W×1 質　量 約133kg

外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,485
内形寸法 幅855×奥行350×高さ1,088
陳列段数 4段（スライド棚3段、棚位置調節可能）、傾斜

陳列（引出時水平）、全段加温機構付き
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力  （コールド時）539W

 （オールホット時）1,337W
 （ホット＆コールド時：各2段）1,106W

圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W
照　明 〔キャノピー〕（LED）13W×1 質　量 約143kg

500㎖ PET丸
128本

500㎖ PET丸
144本

500㎖ PET丸
176本

500㎖ PET角
144本

500㎖ PET角
176本

500㎖ PET角
208本

250㎖缶
200本

250㎖缶
240本

250㎖缶
280本

350㎖ PET
48本
500㎖ PET
92本
500㎖ PET
200本

350㎖ PET
48本

500㎖ PET
92本

1段目

2,3段目

1,2,3段目

1段目

2,3
段目

ラウンド部 直部

※正面はCOLD3段/HOT1段/HOT3段設定

外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,615
内形寸法 幅452×奥行517×高さ977
陳列段数 4段（内2枚はホットプレート、

棚位置および棚角度調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（コールド時）100V：221/242W

（ホット＆コールド時：各2段）
  100V：455/476W

圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力180W
照　明 10W×1 質　量 約94kg
500㎖ PET丸
85本

500㎖ PET角
90本

350㎖缶
110本（内ホット50本）

250㎖缶
168本（内ホット84本）

達成率

119％
年間消費電力量

3,080kWh/年
達成率

116％
年間消費電力量

3,160kWh/年
達成率

102％
年間消費電力量

3,590kWh/年排気

排気

吸気

吸気

排気

達成率

73％
年間消費電力量

1,720kWh/年

達成率

75％
年間消費電力量

1,070kWh/年

達成率

74％
年間消費電力量

1,700kWh/年

達成率

113％
年間消費電力量

710kWh/年

●冷284ℓ ●冷284ℓ

B-11 RMS-H40ZB

HOT COLD& Cold…☆☆3℃～10℃
HOT…◎◎51℃～59℃

標準
価格 993,000円（税抜）

●有 470ℓ内ホット116ℓ

外形寸法 幅1,200×奥行650×高さ1,900
内形寸法 幅1,100×奥行390×高さ1,334
陳列段数 左側6段・右側5段
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（オールコールド時）100V：769/790W

（ホット＆コールド時）100V：1,139/1,176W
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W
照　明 〔庫内〕40W×1・15W×4

〔広告灯〕35W×1
質　量 約226kg

250㎖缶
459本
1.5ℓPET
42本

ALL COLD
250㎖缶
144本HOT

HOT＆COLD

250㎖缶
315本
1.5ℓPET
42本

COLD

達成率

44％
年間消費電力量

3,160kWh/年

●冷634ℓ
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卓上タイプ（前後扉）　3℃～10℃

C-4 AG-70XE
標準
価格 130,000円（税抜）

C-3 AG-60XE
標準
価格 118,000円（税抜）

C-2 AG-54XE
標準
価格 94,000円（税抜）

卓上タイプC

C-1 AG-LI54XE
標準
価格 97,000円（税抜）

庫内照明付

庫内照明

●冷 67ℓ ●有54ℓ ●冷 67ℓ ●有54ℓ ●冷 72ℓ ●有57ℓ ●冷 87ℓ ●有69ℓ

外形寸法 幅429×奥行445×高さ874
内形寸法 幅397×奥行376×高さ453
陳列段数 3段（2枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：193/185W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力100W
照　明 10W×1
質　量 約35kg

外形寸法 幅429×奥行445×高さ822
内形寸法 幅397×奥行376×高さ451
陳列段数 3段（2枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：186/182W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力100W
照　明 －
質　量 約34kg

外形寸法 幅429×奥行445×高さ857
内形寸法 幅397×奥行376×高さ488
陳列段数 3段（2枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：186/182W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力100W
照　明 －
質　量 約35kg

外形寸法 幅429×奥行445×高さ953
内形寸法 幅397×奥行376×高さ584
陳列段数 4段（3枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：189/185W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力100W
照　明 －
質　量 約40kg

500㎖ PET丸
20本

350㎖缶
75本

250㎖缶
84本

500㎖ PET丸
20本

350㎖缶
75本

250㎖缶
84本

500㎖ PET丸
40本

350㎖缶
75本

250㎖缶
126本

500㎖ PET丸
40本

350㎖缶
100本

250㎖缶
126本

排気 吸気

排気
吸気

達成率

64％
年間消費電力量

1,260kWh/年

達成率

69％
年間消費電力量

1,170kWh/年
達成率

63％
年間消費電力量

1,270kWh/年
達成率

71％
年間消費電力量

1,130kWh/年

ハイクリアタイプ  3℃～10℃

D-1 AGR-270XB
標準
価格 321,000円（税抜）

4面ガラスタイプ  3℃～10℃

標準
価格 206,000円（税抜）
D-2 AGV-90X

D タテ型タイプ

4面ガラスタイプ  3℃～10℃

標準
価格 387,000円（税抜）
D-5 AGV-400XB

上下扉

※

3面ガラスタイプ  3℃～10℃

標準
価格 516,000円（税抜）

排水タンク付

上下扉

パススルー（前後扉）タイプ  3℃～10℃

標準
価格

AGV-700ZD-8D-7 SPAS-502X
標準
価格 461,000円（税抜）
D-6 AGV-B400XB

上下扉

※

5面ガラスタイプ  3℃～10℃

標準
価格 293,000円（税抜）
D-3 AGV-150XB

標準
価格 345,000円（税抜）
D-4 AGV-200XB

●冷223ℓ ●冷130ℓ●有152ℓ ●有96ℓ ●冷225ℓ ●有171ℓ ●冷259ℓ ●有197ℓ

●冷286ℓ ●有220ℓ ●冷303ℓ ●有220ℓ ●冷284ℓ ●有182ℓ ●有345ℓ

473,000円（税抜） 受注生産

外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,625
内形寸法 幅466×奥行462×高さ1,060
陳列段数 6段（5枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：336/352W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　明 32W×2
質　量 約82kg

外形寸法 幅554×奥行542×高さ1,843
内形寸法 幅510×奥行487×高さ1,163
陳列段数 6段（5枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：296/292W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力175W
照　明 30W×1
質　量 約90kg

外形寸法 幅554×奥行583×高さ1,843
内形寸法 幅510×奥行515×高さ1,163
陳列段数 6段（5枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：310/306W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力175W
照　明 30W×1
質　量 約94kg

外形寸法 幅500×奥行600×高さ1,845
内形寸法 幅452×奥行517×高さ1,207
陳列段数 5段（棚位置および棚角度調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：274/298W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　明 10W×1
質　量 約101kg

外形寸法 幅714×奥行662×高さ1,827
内形寸法 幅664×奥行584×高さ1,130
陳列段数 6段（5枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：422/433W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力300W
照　明 20W×1
質　量 約109kg

外形寸法 幅423×奥行474.5×高さ1,378
内形寸法 幅380×奥行418.5×高さ825
陳列段数 5段（4枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：209/220W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W
照　明 －
質　量 約60kg

外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,608
内形寸法 幅457×奥行479×高さ1,035
陳列段数 6段（5枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：257/262W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力175W
照　明 －
質　量 約84kg

外形寸法 幅500×奥行535×高さ1,768
内形寸法 幅457×奥行479×高さ1,195
陳列段数 7段（6枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：257/262W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力175W
照　明 －
質　量 約89kg

500㎖ PET丸
102本

350㎖缶
180本

250㎖缶
252本

500㎖ PET丸
60本
350㎖缶
100本

500㎖ PET角
60本
250㎖缶
200本

500㎖ PET丸
180本
350㎖缶
246本

500㎖ PET角
186本
250㎖缶
344本

500㎖ PET丸
180本
350㎖缶
246本

500㎖ PET角
186本
250㎖缶
344本

500㎖ PET丸
120本
350㎖缶
150本

500㎖ PET角
120本
250㎖缶
210本

350㎖缶
378本

250㎖缶
594本

500㎖ PET丸
120本
350㎖缶
180本

500㎖ PET角
120本
250㎖缶
336本

500㎖ PET丸
150本
350㎖缶
210本

500㎖ PET角
210本
250㎖缶
392本

達成率

44％
年間消費電力量

2,260kWh/年

達成率

61％
年間消費電力量

2,060kWh/年
達成率

58％
年間消費電力量

2,300kWh/年
達成率

73％
年間消費電力量

1,730kWh/年

達成率

59％
年間消費電力量

1,370kWh/年
達成率

59％
年間消費電力量

1,720kWh/年
達成率

64％
年間消費電力量

1,790kWh/年

※　　 逆扉仕様に変更される際は別途専用部品が必要となります。

排気

吸気



達成率

80％
年間消費電力量

680kWh/年
達成率

90％
年間消費電力量

730kWh/年
前後扉タイプ

超薄型奥行400mm

排水皿付●冷206ℓ ●有154ℓ ●冷327ℓ ●有290ℓ

●冷177ℓ ●有154ℓ ●冷235ℓ ●有200ℓ

キュービック標準型（奥行550mm以上）タイプ　3℃～10℃

●有220ℓ ●有310ℓ

11

キュービック薄型（奥行450mm以下）タイプ　3℃～10℃

VRS-68XE
標準
価格 158,000円（税抜）
E-5

ビール中ビン
68本

ビール大ビン
61本

外形寸法 幅633×奥行435×高さ1,123
内形寸法 幅563×奥行376×高さ623
陳列段数 2段（1枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：190/198W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力125W
照　明 －
質　量 約53kg

MUS-84XE
標準
価格 226,000円（税抜）
E-8

ビール中ビン
84本

ビール大ビン
78本

外形寸法 幅590×奥行429×高さ1,473
内形寸法 幅530×奥行325×高さ970
陳列段数 3段（2枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：207/217W

（除霜時）100V：54/50W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力125W
照　明 15W×1
質　量 約64kg

MUS-152XE
標準
価格 292,000円（税抜）
E-9

ビール中ビン
152本

ビール大ビン
129本

外形寸法 幅980×奥行400×高さ1,473
内形寸法 幅920×奥行325×高さ989
陳列段数 3段（2枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：276/272W

（除霜時）100V：57/52W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力175W
照　明 30W×1
質　量 約85kg

達成率

77％
年間消費電力量

780kWh/年

MUS-W70XE
標準
価格 200,000円（税抜）
E-10

●冷159ℓ ●有128ℓ

ビール中ビン
73本

ビール大ビン
66本

外形寸法 幅500×奥行429×高さ1,473
内形寸法 幅440×奥行322×高さ972
陳列段数 3段（2枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：171/170W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力85W
照　明 －
質　量 約57kg

●冷219ℓ ●有194ℓ

VRS-106XE
標準
価格 238,000円（税抜）
E-6

ビール中ビン
106本

ビール大ビン
89本

外形寸法 幅633×奥行435×高さ1,442
内形寸法 幅563×奥行376×高さ935
陳列段数 3段（2枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：218/235W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W
照　明 －
質　量 約63kg

達成率

61％
年間消費電力量

1,260kWh/年

達成率

89％
年間消費電力量

1,300kWh/年

達成率

62％
年間消費電力量

1,190kWh/年

MUS-U77XE
標準
価格 191,000円（税抜）
E-3

●冷176ℓ ●有146ℓ

外形寸法 幅1,200×奥行450×高さ800
内形寸法 幅1,130×奥行391×高さ330
陳列段数 1段
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：225/229W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力160W
質　量 約69kg

MUS-0608XE-1

MUS-0611XE-5 MUS-0614XE-6MUS-0908XE-2

MUS-U55XE
標準
価格 158,000円（税抜）
E-2

外形寸法 幅900×奥行435×高さ800
内形寸法 幅830×奥行376×高さ330
陳列段数 1段
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：155/161W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W
質　量 約52kg
ビール中ビン
55本

ビール大ビン
50本

ビール中ビン
77本

ビール大ビン
70本

達成率

60％
年間消費電力量

1,040kWh/年

排気

吸気

標準
価格 139,000円（税抜）

VRS-U35XEE-1

外形寸法 幅633×奥行435×高さ796
内形寸法 幅563×奥行376×高さ303
陳列段数 1段
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：138/156W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力65W
質　量 約40kg
ビール中ビン
35本

ビール大ビン
33本

ラインアップ予定！

ラインアップ予定！
近日発売 近日発売

MU-230XE
標準
価格 171,000円（税抜）
E-11

ビール中ビン
83本

ビール大ビン
75本

外形寸法 幅600×奥行550×高さ1,085
内形寸法 幅530×奥行468×高さ645
陳列段数 2段（1枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：154/160W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W
照　明 －
質　量 約55kg

MUB-128XE
標準
価格 264,000円（税抜）

MUBタイプ背面扉

E-17

外形寸法 幅954×奥行568+30×高さ1,150
内形寸法 幅870×奥行420×高さ760
陳列段数 3段（2枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：277/283W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力160W
照　明 －
質　量 約87kg
ビール中ビン
128本
500㎖ PET
138本

ビール大ビン
115本

MU-120XE
標準
価格 227,000円（税抜）
E-12

ビール中ビン
120本

ビール大ビン
99本

外形寸法 幅750×奥行565×高さ1,085
内形寸法 幅680×奥行483×高さ645
陳列段数 2段（1枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：163/169W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力85W
照　明 －
質　量 約63kg

MUB-187XE
標準
価格 323,000円（税抜）
E-18

外形寸法 幅1,294×奥行568＋30×高さ1,150
内形寸法 幅1,210×奥行420×高さ760
陳列段数 3段（2枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：285/294W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力160W
照　明 －
質　量 約112kg
ビール中ビン
187本
500㎖ PET
198本

ビール大ビン
164本

キュービック薄型（奥行450mm以下）タイプ　3℃～10℃
アンダーカウンタータイプ

E キュービックタイプ

●有68ℓ●冷86ℓ

達成率

68％
年間消費電力量

780kWh/年

●有98ℓ●冷103ℓ

達成率

73％
年間消費電力量

730kWh/年

VRS-35XE
標準
価格 154,000円（税抜）
E-4

外形寸法 幅633×奥行435×高さ986
内形寸法 幅563×奥行376×高さ493
陳列段数 2段（1枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：150/160W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W
質　量 約48kg
ビール中ビン
35本

ビール大ビン
33本 ●冷125ℓ ●有105ℓ

達成率

60％
年間消費電力量

880kWh/年

●冷154ℓ ●有131ℓ

達成率

63％
年間消費電力量

920kWh/年

在庫限り

在庫限り 在庫限り 在庫限り 在庫限り

在庫限り

在庫限り在庫限り 在庫限り

在庫限り 在庫限り 在庫限り 在庫限り



冷蔵リーチインタイプ

標準
価格 112,000円（税抜）

SB-18XF-2

G

ベーシックストッカー　3℃～10℃ 冷水タイプ　3℃～10℃

標準
価格 156,000円（税抜）

YS-224XEF-1

●有32ℓ●有192ℓ

外形寸法 幅824×奥行649×高さ924
内形寸法 幅700×奥行510×高さ589
定格内容積 192ℓ
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：112/117W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W
照　明 －
質　量 約50kg

外形寸法 幅436×奥行447×高さ652
内形寸法 幅350×奥行340×高さ305
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：170/170W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W
質　量 約24kg

外形寸法 幅571×奥行520×高さ650
内形寸法 幅464×奥行413×高さ308
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：205/203W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力140W
質　量 約33kg

外形寸法 幅879×奥行542×高さ650
内形寸法 幅772×奥行413×高さ308
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：233/255W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力180W
質　量 約42kg

ビール中ビン
16本

ビール大ビン
16本

ビール中ビン
30本

ビール大ビン
30本

ビール中ビン
50本

ビール大ビン
50本

乳酸菌飲料ケース
（100本入）
6ケース

牛乳ケース
（丸ビン45本入）
3ケース

G-2 TRM-SS40XE
標準
価格 750,000円（税抜）
外形寸法 幅1,200×奥行453×高さ1,900
内形寸法 幅1,120×奥行324×高さ1,330
陳列段数 5段（4枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：260/282W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W
照　明 〔LED〕4.5W×2
質　量 約149kg
ビール中ビン
224本

ビール大ビン
216本

12

G-3 TRM-30XE
標準
価格 770,000円（税抜）
外形寸法 幅900×奥行653×高さ1,900
内形寸法 幅820×奥行524×高さ1,330
陳列段数 5段（4段は取外し多段調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：215/220W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W
照　明 〔LED〕4.5W×2
質　量 約146kg
ビール中ビン
264本

ビール大ビン
256本

G-4 TRM-40XE
標準
価格 950,000円（税抜）
外形寸法 幅1,200×奥行653×高さ1,900
内形寸法 幅1,120×奥行524×高さ1,330
陳列段数 5段（4段は取外し多段調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：218/225W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　明 〔LED〕4.5W×2
質　量 約176kg
ビール中ビン
384本

ビール大ビン
368本

リーチインタイプ　☆☆3℃～10℃

F-3 SBW-30X
標準
価格 160,000円（税抜）

F-4 SBW-50X
標準
価格 213,000円（税抜）

●有51ℓ ●有85ℓ

F ベーシックストッカータイプ・冷水タイプ

E キュービックタイプ

達成率

87％
年間消費電力量

890kWh/年
達成率

88％
年間消費電力量

1,130kWh/年
達成率

92％
年間消費電力量

1,140kWh/年
達成率

102％
年間消費電力量

870kWh/年

MU-330XE
標準
価格 238,000円（税抜）

キュービック標準型（奥行550mm以上）タイプ　3℃～10℃

MU-184XE
標準
価格 297,000円（税抜）

MU-179XE
標準
価格 285,000円（税抜）

MU-195XE
標準
価格 309,000円（税抜）

E-13 E-14 E-15 E-16

●冷279ℓ ●冷379ℓ ●冷340ℓ ●冷402ℓ●有236ℓ ●有321ℓ ●有299ℓ ●有354ℓ

ビール中ビン
130本

ビール大ビン
120本

ビール中ビン
184本

ビール大ビン
168本

ビール中ビン
180本

ビール大ビン
148本

ビール中ビン
195本

ビール大ビン
180本

外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,085
内形寸法 幅830×奥行468×高さ645
陳列段数 2段（1枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：196/199W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力125W
照　明 －
質　量 約74kg

外形寸法 幅1,200×奥行550×高さ1,085
内形寸法 幅1,130×奥行468×高さ645
陳列段数 2段（1枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：264/272W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力160W
照　明 －
質　量 約92kg

外形寸法 幅750×奥行565×高さ1,400
内形寸法 幅680×奥行483×高さ959
陳列段数 3段（2枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：189/198W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力125W
照　明 －
質　量 約80kg

外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,400
内形寸法 幅830×奥行468×高さ959
陳列段数 3段（2枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：265/256W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力160W
照　明 －
質　量 約92kg

G-1 TRM-SS30XE
標準
価格 650,000円（税抜）

●有298ℓ

●有497ℓ

●有690ℓ

●有413ℓ

●冷378ℓ

●冷602ℓ

●冷825ℓ

●冷517ℓ

外形寸法 幅900×奥行453×高さ1,900
内形寸法 幅820×奥行324×高さ1,330
陳列段数 5段（4枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：216/233W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W
照　明 〔LED〕4.5W×2
質　量 約123kg
ビール中ビン
160本

ビール大ビン
152本

達成率

139％
年間消費電力量

1,000kWh/年

在庫限り

MU-0911XE-13 近日発売 MU-1211XE-14 近日発売 MU-0914XE-16 近日発売

RMS-60ZBG-5 RMS-40ZB
標準
価格 954,000円（税抜）

G-6
標準
価格 1,154,000円（税抜）

●冷814ℓ ●有622ℓ ●冷1,215ℓ ●有961ℓ

外形寸法 幅1,200×奥行705×高さ1,900
内形寸法 幅1,100×奥行425×高さ1,330
陳列段数 6段（5枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：901/921W
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力400W
照　明 〔庫内〕40W×3
質　量 約207kg

外形寸法 幅1,800×奥行705×高さ1,900
内形寸法 幅1,700×奥行425×高さ1,330
陳列段数 6段（5枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：923/975W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力450W
照　明 〔庫内〕40W×4
質　量 約285kg

ビール中ビン
274本

500㎖ PET丸
426本

ビール大ビン
284本
350㎖缶
576本

ビール中ビン
420本
500㎖ PET丸
705本

ビール大ビン
420本
350㎖缶
864本

達成率

50％
年間消費電力量

5,030kWh/年
達成率

57％
年間消費電力量

6,540kWh/年

達成率

141％
年間消費電力量

990kWh/年

達成率

143％
年間消費電力量

1,060kWh/年

達成率

119％
年間消費電力量

1,210kWh/年

在庫限り 在庫限り

吸気

排気

在庫限り 在庫限り 在庫限り 在庫限り
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ワインセラージェラートケース

サンドイッチケース

対面ショーケース　☆☆3℃～7℃

標準
価格 865,000円（税抜）

排水タンク付
側板：透明ガラス

高湿タイプ

H-2 TSA-120XC
標準
価格 976,500円（税抜）

排水タンク付
側板：透明ガラス

高湿タイプ

対面ショーケース　☆☆3℃～17℃

H-3 TSA-150XC
標準
価格 1,118,000円（税抜）

排水タンク付
側板：透明ガラス

高湿タイプ

H-4 TSA-180XC
標準
価格 1,203,000円（税抜）

排水タンク付
側板：透明ガラス

高湿タイプ

対面ショーケース　☆☆4℃～10℃

H-5 TSR-B090XB
標準
価格 588,000円（税抜）

H-6 TSR-B120X
標準
価格 682,000円（税抜）

後扉タイプ 前扉タイプ
対面ショーケース　☆☆4℃～10℃

H-7 TSR-F090X
標準
価格 627,000円（税抜）

H-8 TSR-F120X
標準
価格 715,000円（税抜）

対面ショーケース　☆13℃～18℃

TOA-LB120Z
標準
価格 977,000円（税抜）

TOA-LB150Z
標準
価格 1,063,000円（税抜）

H-9 H-10

前面オープン・後扉タイプ

H-1 TSA-090XC

0.8㎡ 1.08㎡ 1.38㎡ 1.69㎡

●有105ℓ ●有144ℓ  ●有105ℓ ●有144ℓ

1.08㎡

排水タンク付
側板：透明ガラス

1.38㎡

排水タンク付
側板：透明ガラス

外形寸法 幅900×奥行652×高さ1,155
内形寸法 幅825×奥行406×高さ616
陳列段数 3段（2枚棚位置調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：294/316W

（除霜時）100V：59/49W
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力180W
照　明 〔庫内天井・棚〕LED
質　量 約138kg
収容能力 洋菓子

外形寸法 幅900×奥行493×高さ1,000
内形寸法 幅856×奥行366×高さ495
陳列段数 2段（内1枚は棚位置調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：307/337W

（除霜時）100V：84/90W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　明 〔庫内天井・棚〕30W×2
質　量 約85kg
収容能力 清涼飲料、惣菜、洋菓子

（梱包材またはカバーが必要）

外形寸法 幅1,200×奥行652×高さ1,155
内形寸法 幅1,130×奥行423×高さ580
陳列段数 3段（2枚棚位置調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：618/659W

（除霜時）100V：174/171W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力350W
照　明 〔庫内天井・棚〕（スリム管）31W×3
質　量 約158kg
収容能力 サンドイッチ

外形寸法 幅1,500×奥行652×高さ1,155
内形寸法 幅1,430×奥行423×高さ580
陳列段数 3段（2枚棚位置調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：700/772W

（除霜時）100V：156/173W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力450W
照　明 〔庫内天井・棚〕（スリム管）31W×3
質　量 約176kg
収容能力 サンドイッチ

外形寸法 幅1,200×奥行493×高さ1,000
内形寸法 幅1,156×奥行366×高さ495
陳列段数 2段（内1枚は棚位置調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：355/378W

（除霜時）100V：113/107W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　明 〔庫内天井・棚〕32W×2
質　量 約104kg
収容能力 清涼飲料、惣菜、洋菓子

（梱包材またはカバーが必要）

外形寸法 幅900×奥行515×高さ1,003（天板高1,000）
内形寸法 幅856×奥行366×高さ495
陳列段数 2段（内1枚は棚位置調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：331/351W

（除霜時）100V：91/90W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　明 〔庫内天井・棚〕30W×2
質　量 約89kg
収容能力 清涼飲料、惣菜、洋菓子

（梱包材またはカバーが必要）

外形寸法 幅1,200×奥行515×高さ1,003（天板高1,000）
内形寸法 幅1,156×奥行366×高さ495
陳列段数 2段（内1枚は棚位置調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：369/392W

（除霜時）100V：132/128W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　明 〔庫内天井・棚〕32W×2
質　量 約105kg
収容能力 清涼飲料、惣菜、洋菓子

（梱包材またはカバーが必要）

外形寸法 幅1,200×奥行652×高さ1,155
内形寸法 幅1,125×奥行406×高さ616
陳列段数 3段（2枚棚位置調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：414/445W

（除霜時）100V：127/117W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　明 〔庫内天井・棚〕LED
質　量 約166kg
収容能力 洋菓子

外形寸法 幅1,500×奥行652×高さ1,155
内形寸法 幅1,425×奥行406×高さ616
陳列段数 3段（2枚棚位置調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：440/483W

（除霜時）100V：145/138W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　明 〔庫内天井・棚〕LED
質　量 約181kg
収容能力 洋菓子

外形寸法 幅1,800×奥行652×高さ1,155
内形寸法 幅1,725×奥行406×高さ616
陳列段数 3段（2枚棚位置調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：456/496W

（除霜時）100V：156/147W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　明 〔庫内天井・棚〕LED
質　量 約214kg
収容能力 洋菓子

●冷226ℓ ●冷286ℓ

吸気

排気

在庫限り 在庫限り

14

H 対面ショーケース

カスタムショーケース製作
お客様のニーズに合わせたカスタムショーケースを
製作致します。ご要望をサンデンの営業へ
お申し付けください。

達成率

55％
年間消費電力量

3,960kWh/年
達成率

58％
年間消費電力量

4,430kWh/年
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両面平型オープンタイプ  奥行920mmタイプ／奥行1,120mmタイプ  ◇－20℃以下（アイスクリーム・冷食）

写真はSPAL-058GZB 写真はSPAL-088GZB

達成率

135％
年間消費電力量

3,660kWh/年
達成率

153％
年間消費電力量

3,800kWh/年

片面平型オープンタイプ  ワイドレンジタイプ  ☆☆－2℃～＋18℃

J-1 PHO-R4GZ
標準
価格 605,000円（税抜）

排水タンク付

※ナイトカバーはオプションです。 ※ナイトカバーはオプションです。 ※ナイトカバーはオプションです。

J-2 PHO-R5GZ
標準
価格 682,000円（税抜）

排水タンク付

J-3 PHO-R6GZ

PHO-R6GZBPHO-R4GZB PHO-R5GZB

標準
価格 744,000円（税抜）

（※＋5℃～＋18℃）
排水タンク付

ポッキンプラグ（アース線を折り畳めます） ポッキンプラグ（アース線を折り畳めます） ポッキンプラグ（アース線を折り畳めます）

●冷188ℓ

●冷264ℓ ●冷346ℓ ●冷580ℓ

●有160ℓ

●有261ℓ ●有341ℓ ●有438ℓ ●有572ℓ

●冷238ℓ ●有205ℓ ●冷290ℓ ●有250ℓ

外形寸法 幅1,200×奥行880×高さ900+12（前高790）
内形寸法 幅1,100×奥行690×高さ228（前側213）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：459/485W

（除霜時）100V：380/378W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力350W
照　明 32W×1
質　量 約117kg

外形寸法 幅1,500×奥行880×高さ900+12（前高790）
内形寸法 幅1,400×奥行690×高さ228（前側213）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：469/508W

（除霜時）100V：464/466W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力350W
照　明 40W×1
質　量 約133kg

外形寸法 幅1,800×奥行880×高さ900+12（前高790）
内形寸法 幅1,700×奥行690×高さ228（前側213）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：485/527W 

（除霜時）100V：542/544W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力350W
照　明 40W×1
質　量 約150kg

J-6 SPAL-058GZB（三相）
標準
価格 1,368,000円（税抜） 連結可能

外形寸法 幅1,500×奥行920×高さ850
内形寸法 幅1,332×奥行652×高さ302
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,466/1,693W

（除霜時）200V：2,511/2,507W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,500W
質　量 約204kg
カップアイス（130㎖）588個

在庫限り J-7 SJAL-058GZB（三相）
標準
価格 1,417,000円（税抜） 連結可能

外形寸法 幅1,500×奥行1,120×高さ850
内形寸法 幅1,332×奥行852×高さ302
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,416/1,582W

（除霜時）200V：2,623/2,580W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,500W
質　量 約221kg
カップアイス（130㎖）756個

在庫限り J-10 SPAL-088GZB（三相）
標準
価格 1,661,000円（税抜） 連結可能

外形寸法 幅2,400×奥行920×高さ850
内形寸法 幅2,232×奥行652×高さ302
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,679/1,860W

（除霜時）200V：3,863/3,874W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,800W
質　量 約259kg
カップアイス（130㎖）966個

在庫限り J-11 SJAL-088GZB（三相）
標準
価格 1,760,000円（税抜） 連結可能

外形寸法 幅2,400×奥行1,120×高さ850
内形寸法 幅2,232×奥行852×高さ302
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,950/2,120W

（除霜時）200V：4,090/4,100W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力2,200W
質　量 約300kg
カップアイス（130㎖）1,242個

在庫限り

達成率

60％
年間消費電力量

19,850kWh/年
達成率

52％
年間消費電力量

15,090kWh/年
達成率

59％
年間消費電力量

15,050kWh/年

近日発売 近日発売 近日発売

達成率

68％
年間消費電力量

3,930kWh/年

J 平型オープンタイプ　

セミ多段オープンタイプ  ☆☆3℃～7℃  （乳加工食品・日配）
高さ1,250mmタイプ（写真はSHMC-65GLTO1S-D）

J-40 SHMC-65GLTO1S-D（三相）（排水タンク無し仕様）
標準
価格 1,041,000円（税抜）
J-41 SHMC-65GLTO1S-TD（三相）（排水タンク付仕様）
標準
価格 1,093,000円（税抜）

高さ1,350mmタイプ（写真はSHMC-65GUTO2S-D）

J-44 SHMC-65GUTO2S-D（三相）（排水タンク無し仕様）
標準
価格 1,093,000円（税抜）
J-45 SHMC-65GUTO2S-TD（三相）（排水タンク付仕様）
標準
価格 1,145,000円（税抜）

高さ1,550mmタイプ（写真はSHMC-65GHTO3S-D）

J-48 SHMC-65GHTO3S-D（三相）（排水タンク無し仕様）
標準
価格 1,131,000円（税抜）
J-49 SHMC-65GHTO3S-TD（三相）（排水タンク付仕様）
標準
価格 1,183,000円（税抜）

SHMC-85GLTO1S-D ●有539ℓ
SHMC-65GLTO1S-D ●有404ℓ

SHMC-85GUTO2S-D ●有600ℓ
SHMC-65GUTO2S-D ●有450ℓ

SHMC-85GHTO3S ●有829ℓ
SHMC-65GHTO3S-D ●有622ℓ

外形寸法 幅1,909×奥行910（+90）×高さ1,250
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ570
陳列段数 2段
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,424/1,596W　（除霜時）200V：87/87W
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力1,100W
照　明 〔キャノピー・棚〕32W×4
質　量 約230kg
収容能力 陳列面積1.64㎡ 乳加工食品・日配

外形寸法 幅1,909×奥行910（+90）×高さ1,350
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ670
陳列段数 3段
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,475/1,647W　（除霜時）200V：87/87W
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力1,100W
照　明 〔キャノピー・棚〕32W×6
質　量 約240kg
収容能力 陳列面積2.18㎡ 乳加工食品・日配

外形寸法 幅1,909×奥行910（+90）×高さ1,550
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ885
陳列段数 4段
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,525/1,697W　（除霜時）200V：87/87W
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力1,100W
照　明 〔キャノピー・庫内天井・棚〕32W×8
質　量 約270kg
収容能力 陳列面積2.82㎡ 乳加工食品・日配

受注生産

受注生産

受注生産

受注生産

受注生産

受注生産

J-42 SHMC-85GLTO1S-D（三相）（排水タンク無し仕様）
標準
価格 1,135,000円（税抜）
J-43 SHMC-85GLTO1S-TD（三相）（排水タンク付仕様）
標準
価格 1,191,000円（税抜）

J-46 SHMC-85GUTO2S-D（三相）（排水タンク無し仕様）
標準
価格 1,191,000円（税抜）
J-47 SHMC-85GUTO2S-TD（三相）（排水タンク付仕様）
標準
価格 1,247,000円（税抜）

J-50 SHMC-85GHTO3S-D（三相）（排水タンク無し仕様）
標準
価格 1,390,000円（税抜）
J-51 SHMC-85GHTO3S-TD（三相）（排水タンク付仕様）
標準
価格 1,446,000円（税抜）

外形寸法 幅2,518×奥行910（+90）×高さ1,250
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ570
陳列段数 2段
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,451/1,623W　（除霜時）200V：104/104W
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力1,100W
照　明 〔キャノピー・棚〕40W×4
質　量 約285kg
収容能力 陳列面積2.19㎡ 乳加工食品・日配

外形寸法 幅2,518×奥行910（+90）×高さ1,350
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ670
陳列段数 3段
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,514/1,686W　（除霜時）200V：104/104W
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力1,100W
照　明 〔キャノピー・棚〕40W×6
質　量 約290kg
収容能力 陳列面積2.92㎡ 乳加工食品・日配

外形寸法 幅2,518×奥行910（+90）×高さ1,550
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ885
陳列段数 4段
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：2,252/2,659W　（除霜時）200V：104/104W
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力1,500W
照　明 〔キャノピー・庫内天井・棚〕40W×8
質　量 約335kg
収容能力 陳列面積3.76㎡ 乳加工食品・日配

受注生産

受注生産

受注生産

受注生産

受注生産

受注生産

吸気

排気
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インバータ搭載　両面平型オープンタイプ  ワイドレンジタイプ（100V電源）
◇−20℃〜＋15℃ −2℃〜＋15℃

J-25 J-27 J-29

J-26 J-28 J-30

SIMC-55PGFSAX SIMC-65PGFSAX SIMC-45RGFSAX

SIMX-55PGFSAX SIMX-65PGFSAX SIMC-55RGFSAX

標準
価格

標準
価格

標準
価格

標準
価格

標準
価格

標準
価格

1,093,000円（税抜） 1,144,000円（税抜） 848,000円（税抜）

1,111,000円（税抜） 1,160,000円（税抜） 928,000円（税抜）

100V電源 100V電源

SIMX-55PGFSAX ●有248ℓ SIMX-65PGFSAX ●有302ℓ SIMC-55RGFSAX ●有190ℓ
SIMC-55PGFSAX ●有190ℓ SIMC-65PGFSAX ●有232ℓ SIMC-45RGFSAX ●有148ℓ

写真はSIMC-65PGFSAX 写真はSIMC-45RGFSAX写真はSIMC-55PGFSAX

100V電源

外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,371×奥行671×高さ210
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：691/710W （除霜時）100V：900W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,100W
照　明 − 質　量 約152kg
収容能力 陳列面積0.90㎡

外形寸法 幅1,500×奥行1,100×高さ850
内形寸法 幅1,371×奥行871×高さ210
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：691/710W （除霜時）100V：900W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,100W
照　明 − 質　量 約165kg
収容能力 陳列面積1.18㎡

外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,671×奥行671×高さ210
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：768/789W （除霜時）100V：1,050W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,100W
照　明 − 質　量 約165kg
収容能力 陳列面積1.10㎡

外形寸法 幅1,800×奥行1,100×高さ850
内形寸法 幅1,671×奥行871×高さ210
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：768/789W （除霜時）100V：1,050W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,100W
照　明 − 質　量 約178kg
収容能力 陳列面積1.44㎡

外形寸法 幅1,200×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,071×奥行773×高さ210
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：331/334W （除霜時）100V：265W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力400W
照　明 − 質　量 約136kg
収容能力 陳列面積0.71㎡

外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,371×奥行773×高さ210
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：350/353W （除霜時）100V：335W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力400W
照　明 − 質　量 約148kg
収容能力 陳列面積0.90㎡

片面平型オープンタイプ  ワイドレンジタイプ （アイスクリーム・冷食・精肉・鮮魚・日配） 片面平型オープンタイプ （精肉・鮮魚）
☆☆−25℃〜＋5℃ −2℃〜＋5℃

J-39 SMFC-65ROBTXS
標準
価格 867,000円（税抜）

●有190ℓ

外形寸法 幅1,909×奥行910×高さ900
内形寸法 幅1,829×奥行680×高さ190
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：905/1,027W　（除霜時）200V：1,000/1,000W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力600W
照　明 32W×2
質　量 約222kg
収容能力 陳列面積1.24㎡

受注生産

受注生産

SIMX-55PGFTAX ●有248ℓ SIMX-65PGFTAX ●有302ℓ SIMX-85PGFTAX ●有410ℓ
SIMC-55PGFTAX ●有190ℓ SIMC-65PGFTAX ●有232ℓ SIMC-85PGFTAX ●有315ℓ

写真はSIMC-65PGFTAX 写真はSIMC-85PGFTAX写真はSIMC-55PGFTAX

インバータ搭載　両面平型オープンタイプ  ワイドレンジタイプ（200V電源）
◇−20℃〜＋15℃

J-31 J-33 J-35SIMC-55PGFTAX（三相） SIMC-65PGFTAX（三相） SIMC-85PGFTAX（三相）
標準
価格

標準
価格

標準
価格1,093,000円（税抜） 1,144,000円（税抜） 1,500,000円（税抜）

外形寸法 幅1,500×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,371×奥行648×高さ210
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：744/747W （除霜時）200V：900W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力750W
照　明 − 質　量 約152kg 収容能力 陳列面積0.90㎡

外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,671×奥行648×高さ210
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：827/830W （除霜時）200V：1,050W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力750W
照　明 − 質　量 約165kg 収容能力 陳列面積1.10㎡

外形寸法 幅2,400×奥行900×高さ850
内形寸法 幅2,271×奥行648×高さ210
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：994/1,108W （除霜時）200V：1,350W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,100W
照　明 − 質　量 約200kg 収容能力 陳列面積1.50㎡

受注生産 受注生産 受注生産

J-32 J-34 J-36SIMX-55PGFTAX（三相） SIMX-65PGFTAX（三相） SIMX-85PGFTAX（三相）
標準
価格

標準
価格

標準
価格1,111,000円（税抜） 1,160,000円（税抜） 1,520,000円（税抜）

外形寸法 幅1,500×奥行1,100×高さ850
内形寸法 幅1,371×奥行848×高さ210
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：744/747W （除霜時）200V：900W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力750W
照　明 − 質　量 約165kg 収容能力 陳列面積1,18㎡

外形寸法 幅1,800×奥行1,100×高さ850
内形寸法 幅1,671×奥行848×高さ210
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：827/830W （除霜時）200V：1,050W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力750W
照　明 − 質　量 約178kg 収容能力 陳列面積1.44㎡

外形寸法 幅2,400×奥行1,100×高さ850
内形寸法 幅2,271×奥行848×高さ210
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：994/1,108W （除霜時）200V：1,350W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,100W
照　明 − 質　量 約215kg 収容能力 陳列面積1.95㎡

受注生産 受注生産 受注生産

受注生産

受注生産 受注生産

受注生産 受注生産

J 平型オープンタイプ　

J-37 SMRN-52QWBTPS（三相）
標準
価格 1,010,000円（税抜）

写真はSMRN-62QWBTPS

排水タンク付

※ナイトカバーは断熱ナイトシート

SMRN-62QWBTPS ●有282ℓ
SMRN-52QWBTPS ●有233ℓ

※

外形寸法 幅1,490×奥行900×高さ890
内形寸法 幅1,410×奥行730×高さ210
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：604/957W　（除霜時）200V：1,139/1,139W
圧縮機 全密閉型スクロール式　出力1,100W
照　明 LED照明
質　量 約155kg
収容能力 陳列面積1.03㎡ 冷食・アイスクリーム

外形寸法 幅1,790×奥行900×高さ890
内形寸法 幅1,710×奥行730×高さ210
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：707/1,022W　（除霜時）200V：1,298/1,298W
圧縮機 全密閉型スクロール式　出力1,100W
照　明 LED照明
質　量 約170kg
収容能力 陳列面積1.25㎡ 冷食・アイスクリーム

受注生産
J-38 SMRN-62QWBTPS（三相）
標準
価格 1,046,000円（税抜） 受注生産

※ナイトカバーは断熱ナイトシート

達成率

101％
年間消費電力量

5,643kWh/年
達成率

110％
年間消費電力量

6,280kWh/年

J-25

J-26

達成率

112％
年間消費電力量

5,891kWh/年
達成率

125％
年間消費電力量

6,473kWh/年

J-27

J-28

達成率

150％
年間消費電力量

2,906kWh/年
達成率

138％
年間消費電力量

3,739kWh/年

J-29

J-30

達成率

101％
年間消費電力量

5,643kWh/年
達成率

113％
年間消費電力量

6,120kWh/年

J-31

J-32

達成率

110％
年間消費電力量

6,961kWh/年
達成率

110％
年間消費電力量

7,600kWh/年

J-37

J-38

達成率

107％
年間消費電力量

6,164kWh/年
達成率

120％
年間消費電力量

6,724kWh/年

J-33

J-34

達成率

105％
年間消費電力量

7,978kWh/年
達成率

122％
年間消費電力量

8,934kWh/年

J-35

J-36

達成率

94％
年間消費電力量

4.832kWh/年
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達成率

79％
年間消費電力量

1,250kWh/年

達成率

84％
年間消費電力量

1,350kWh/年
達成率

69％
年間消費電力量

1,810kWh/年
達成率

73％
年間消費電力量

1,910kWh/年

ファッショナブルタイプ　◇－20℃以下 ベーシックタイプ　－20℃以下

ベーシックタイプ　－20℃以下

外形寸法 幅750×奥行727×高さ886（前高740）
内形寸法 幅626×奥行560×高さ410
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：140/144W
圧縮機 全密閉型レシプロ式　出力175W
照　明 15W×1
質　量 約64kg

GSR-750XE
標準
価格 222,000円（税抜）
N-2

32

●有398ℓ

●冷136ℓ

●冷169ℓ ●冷201ℓ

●有127ℓ

●有157ℓ ●有188ℓ ●有218ℓ

GSR-900XE
標準
価格 238,000円（税抜）
N-3

外形寸法 幅900×奥行727×高さ886（前高740）
内形寸法 幅776×奥行560×高さ410
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：153/158W
圧縮機 全密閉型レシプロ式　出力175W
照　明 20W×1
質　量 約70kg

N アイスフリーザー

外形寸法 幅1,815×奥行840×高さ1,055
内形寸法 幅1,690×奥行610×高さ386
電　源 単相100V　三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：87/87W

 200V：1,184/1,304W
圧縮機 全密閉型スクロール式　出力1,100W
照　明 （LED）18W×1
質　量 約221.5kg

標準
価格 1,798,000円（税抜）
N-1 WLF-GL1803ZB

GSR-1050XE
標準
価格 295,000円（税抜）
N-4

外形寸法 幅1,050×奥行727×高さ886（前高740）
内形寸法 幅926×奥行560×高さ410
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：194/198W
圧縮機 全密閉型レシプロ式　出力300W
照　明 32W×1
質　量 約82kg

GSR-1200XE
標準
価格 336,000円（税抜）
N-5

外形寸法 幅1,200×奥行727×高さ886（前高740）
内形寸法 幅1,076×奥行560×高さ410
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：194/198W
圧縮機 全密閉型レシプロ式　出力300W
照　明 32W×1
質　量 約88kg

カップアイス（130㎖） 約1,430個
カップアイス（130㎖） 約472個

カップアイス（130㎖） 約826個カップアイス（130㎖） 約708個カップアイス（130㎖） 約590個

●冷234ℓ

冷凍ショーケース　－20℃以下

■ スライド式全面ガラス扉で商品が見やすい
■ ラウンド型で対面販売にも最適
 庫内LED搭載でさらに商品が見やすい

■ 安心安全、漏電ブレーカー付電源コード
■ ノンフロン製品だから環境にやさしい
■  Low-Eガラス採用で断熱性と省エネ化に貢献します
 デジタル温度表示パネル
 ガラス扉は鍵付安心保管
 4輪キャスター

4  バスケット付

在庫限り

在庫限り 在庫限り 在庫限り

在庫限り

2 4

GSR-600WN-15
外形寸法 幅624×奥行705×高さ850
内形寸法 幅470×奥行550×高さ580
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：132/140W
質　量 約49kg

近日発売 GSR-1000P
標準
価格 215,000円（税抜）
N-16

外形寸法 幅1,002×奥行694×高さ850
内形寸法 幅836×奥行530×高さ580
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：240/270W
質　量 約59kg

NEW

●有103ℓ ●有186ℓ

達成率

157％
年間消費電力量

548kWh/年
達成率

118％
年間消費電力量

1,022kWh/年

吸気

GSR-1200PN-17
外形寸法 幅1,206×奥行694×高さ850
内形寸法 幅1,040×奥行530×高さ580
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：240/270W
質　量 約69kg

4

●有240ℓ

達成率

122％
年間消費電力量

1,168kWh/年

ラインアップ予定！

GSR-1500PN-18
外形寸法 幅1,511×奥行694×高さ850
内形寸法 幅1,345×奥行530×高さ580
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：260/290W
質　量 約85kg

4

●有330ℓ

達成率

129％
年間消費電力量

1,387kWh/年

ラインアップ予定！

排気

LED照明

カゴ（大） カゴ（小）
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外形寸法 幅1,910×奥行970×高さ1,960
内形寸法（上）幅1,830×奥行250　（下）幅1,830×奥行530×高さ210
陳列段数（上）3段
電　源 単相200V　三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）単相200V：1,058/1,078W　三相200V：1,721/1,826W
圧縮機 全密閉型（上）ロータリー式　出力1,100W　（下）ロータリー式　1,100W
照　明 （トップ）昼白色LED 10W×2　（上）昼白色LED 6W×4／（下）昼白色LED 10W×2
質　量 約465kg

ベーシックタイプ　－20℃以下

1槽式

写真はGSR-1500ZC

2槽式

写真はGSR-1803ZC

N-8 GSR-1800ZC
標準
価格 502,000円（税抜）

デュアルタイプ　－20℃以下

1槽式

写真はGSR-D1200ZB

（上ケースのみ）

1槽式

（上ケースのみ）

GSR-D1503ZC（三相）N-12
標準
価格 1,197,000円（税抜）

GSR-1803ZC

GSR-1800ZC

デュアルタイプ　☆－22℃〜－18℃

●有上316ℓ　下209ℓ ●有上421ℓ　下278ℓ

GSO-D1953ZDN-13
標準
価格 3,037,000円（税抜）

GSO-D2553ZDN-14
標準
価格 3,529,000円（税抜）

●冷299ℓ ●有279ℓ ●冷364ℓ ●有340ℓ

●有上151ℓ　下226ℓ ●有上193ℓ　下279ℓ

排水タンク、排水ホース付 排水タンク、排水ホース付

受注生産 受注生産

N-6 N-8

N-7 N-9

達成率

75％
年間消費電力量

2,210kWh/年
達成率

75％
年間消費電力量

2,580kWh/年
達成率

75％
年間消費電力量

2,210kWh/年
達成率

76％
年間消費電力量

2,530kWh/年

N アイスフリーザー

外形寸法 幅1,800×奥行752×高さ886（前高740）
内形寸法 幅1,676×奥行560×高さ410
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：277/274W
圧縮機 全密閉型レシプロ式　出力350W
照　明 65W×1
質　量 約111kg

N-6 GSR-1500ZC
標準
価格 441,000円（税抜）
外形寸法 幅1,500×奥行752×高さ886（前高740）
内形寸法 幅1,376×奥行560×高さ410
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：271/270W
圧縮機 全密閉型レシプロ式　出力350W
照　明 40W×1
質　量 約97kg

N-7 GSR-1503ZC（三相）
標準
価格 455,000円（税抜）
外形寸法 幅1,500×奥行752×高さ886（前高740）
内形寸法 幅1,376×奥行560×高さ410
電　源 単相100V　三相200V　50/60Hz
消費電力 100V：50/63W

200V：227/248W
圧縮機 全密閉型レシプロ式　出力350W
照　明 40W×1
質　量 約97kg

N-9 GSR-1803ZC（三相）
標準
価格 516,000円（税抜）
外形寸法 幅1,800×奥行752×高さ886（前高740）
内形寸法 幅1,676×奥行560×高さ410
電　源 単相100V　三相200V　50/60Hz
消費電力 100V：78/73W

200V：233/254W
圧縮機 全密閉型レシプロ式　出力350W
照　明 65W×1
質　量 約113kg

GSR-D1200ZBN-10
標準
価格 692,000円（税抜）
外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723（前高792）
内形寸法（上）幅1,077×奥行257×高さ620

（下）幅1,076×奥行560×高さ410
陳列段数（上）3段
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：720/734W

（除霜時）100V：931/926W
圧縮機 全密閉型レシプロ式

出力（上）450W（下）300W
照　明 （上）28W×1（下）35W×1
質　量 約186kg

GSR-D1203ZB（三相）N-11
標準
価格 706,000円（税抜）
外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723（前高792）
内形寸法（上）幅1,077×奥行257×高さ620

（下）幅1,076×奥行560×高さ410
陳列段数（上）3段
電　源 単相100V　三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：50/74W　200V：630/687W

（除霜時）100V：50/74W　200V：847/866W
圧縮機 全密閉型レシプロ式

出力（上）450W（下）300W
照　明 （上）28W×1 （下）35W×1
質　量 約186kg

外形寸法 幅1,500×奥行867×高さ1,723（前高792）
内形寸法（上）幅1,377×奥行257×高さ620

（下）幅1,376×奥行560×高さ410
陳列段数（上）3段
電　源 単相100V　三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：59/56W

 200V：1,212/1,235W
（除霜時）100V：62/59W
 200V：1,233/1,239W

圧縮機 全密閉型（上）スクロール式 出力750W
　　　　（下）レシプロ式 出力300W

照　明 （上）41W×1（下）40W×1
質　量 約225kg

外形寸法 幅2,520×奥行970×高さ1,960
内形寸法（上）幅2,440×奥行250　（下）幅2,440×奥行530×高さ210
陳列段数（上）3段
電　源 単相200V　三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）単相200V：1,389/1,409W　三相200V：2,784/3,255W
圧縮機 全密閉型（上）ロータリー式　出力1,500W　（下）ロータリー式　1,500W
照　明 （トップ）昼白色LED 13W×2　（上）昼白色LED 6W×5／（下）昼白色LED 13W×2
質　量 約575kg

カップアイス（130㎖） 約1,068個
カップアイス（130㎖） 約1,068個 カップアイス（130㎖） 約1,298個

カップアイス（130㎖） 約1,298個

カップアイス（130㎖）
（上）約528個  （下）約826個

カップアイス（130㎖）
（上）約528個  （下）約826個

カップアイス（130㎖）約694個
高級アイス（950㎖）72個

カップアイス（130㎖）
約1,084個 上 下

在庫限り 在庫限り 在庫限り 在庫限り

NEW NEW
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K-1 PF-G035MXE（ガラス蓋仕様）
標準
価格 149,000円（税抜）

K-1 PF-035XG

K-5 PF-057XG K-6 PF-070XG K-7 PF-120XG

ショーケース

業務用冷蔵庫

コンパクトフリーザー  －20℃～－18℃

コンパクトフリーザー  －20℃～－18℃

キャスター付き

ショーケース

標準
価格 131,000円（税抜）

K-2 PF-G057XE（ガラス蓋仕様）
標準
価格 98,000円（税抜）

K-5 PF-057XF
標準
価格 92,000円（税抜）

K-6 PF-070XF
標準
価格 122,000円（税抜）

K-7
標準
価格 141,000円（税抜）

PF-120XF

K-3 PF-G070XE（ガラス蓋仕様）

●有18ℓ
●冷22ℓ

●有42ℓ
●冷42ℓ

●有65ℓ
●冷64ℓ

ガラス蓋

外形寸法 幅305×奥行529×高さ662
内形寸法 幅210×奥行390×高さ309
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：96/91W
圧縮機 全密閉型レシプロ式

出力65W
質　量 約24kg

外形寸法 幅485×奥行327×高さ860
内形寸法 幅390×奥行210×高さ550
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：85/85W
圧縮機 全密閉型レシプロ式　出力65W
質　量 約26kg

外形寸法 幅485×奥行327×高さ860
内形寸法 幅390×奥行210×高さ550
定格内容積 42ℓ
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：51/56W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W
質　量 約26kg

外形寸法 幅696×奥行327×高さ860
内形寸法 幅600×奥行210×高さ550
定格内容積 65ℓ
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：54/61W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W
質　量 約32kg

外形寸法 幅696×奥行458×高さ915
内形寸法 幅600×奥行340×高さ596
定格内容積 115ℓ
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：63/69W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W
質　量 約38kg

外形寸法 幅696×奥行327×高さ860
内形寸法 幅600×奥行210×高さ550
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：94/93W
圧縮機 全密閉型レシプロ式　出力100W
質　量 約31kg

外形寸法 幅696×奥行458×高さ915
内形寸法 幅600×奥行340×高さ596
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：117/119W
圧縮機 全密閉型レシプロ式　出力100W
質　量 約38kg

1.1kgづめ氷 約8袋
冷凍食品 約23kg
1.1kgづめ氷 約20袋

冷凍食品 約23kg
1.1kgづめ氷 約20袋

冷凍食品 約35kg
1.1kgづめ氷 約30袋

冷凍食品 約35kg
1.1kgづめ氷 約30袋

冷凍食品 約63kg
1.1kgづめ氷 約54袋

冷凍食品 約63kg
1.1kgづめ氷 約54袋

K コンパクトフリーザー

K コンパクトフリーザー

標準
価格 149,000円（税抜）
K-4 PF-G120XE（ガラス蓋仕様）

●有115ℓ
●冷113ℓ

氷用タイプ  －10℃以下

外形寸法 幅787×奥行551×高さ942（前高712）
内形寸法 幅660×奥行400×高さ426（前高340）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：126/140W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力125W
照　明 20W×1
質　量 約51kg
1.1kgづめ氷 約40袋

M-3 GSU-100XE（氷用）
標準
価格 169,000円（税抜）

●有95ℓ●冷101ℓ

在庫限り

近日発売 近日発売 近日発売

近日発売

吸気

排気
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2

チェストフリーザー  －20℃以下

チェストフリーザー  －20℃以下

L-3 SH-170XD
標準
価格 187,000円（税抜）

1

L-4 SH-220XD
標準
価格 231,000円（税抜）

1

外形寸法 幅611×奥行662×高さ893
内形寸法 幅460×奥行515×高さ753
定格内容積 140ℓ
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：65/64W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力120W
照　明 10W×1 質　量 約42kg

外形寸法 幅746×奥行662×高さ893
内形寸法 幅595×奥行515×高さ753
定格内容積 186ℓ
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：71/70W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力120W
照　明 10W×1 質　量 約47kg
冷凍食品 約111kg冷凍食品 約85kg

SH-280XD

2

2 3

L-5 SH-280XC
標準
価格 274,000円（税抜）
外形寸法 幅901×奥行662×高さ893
内形寸法 幅750×奥行515×高さ753
定格内容積 238ℓ
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：76/72W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W
照　明 10W×1 質　量 約54kg
冷凍食品 約147kg

L-7 SH-500XD
標準
価格 418,000円（税抜）
外形寸法 幅1,351×奥行730×高さ893
内形寸法 幅1,200×奥行583×高さ753
定格内容積 455ℓ
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：103/103W
圧縮機 全密閉型レシプロインバータ 出力200W
照　明 10W×1 質　量 約84kg
冷凍食品 約265kg

L-8 SH-700XD
標準
価格 477,000円（税抜）
外形寸法 幅1,781×奥行730×高さ893
内形寸法 幅1,630×奥行583×高さ753
定格内容積 628ℓ
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：104/105W
圧縮機 全密閉型レシプロインバータ 出力200W
照　明 10W×1 質　量 約95kg
冷凍食品 約364kg

ラインアップ予定！

L-6 SH-360XD
標準
価格 342,000円（税抜）
外形寸法 幅1,111×奥行662×高さ893
内形寸法 幅960×奥行515×高さ753
定格内容積 310ℓ
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：78/78W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W
照　明 10W×1 質　量 約64kg
冷凍食品 約185kg

L チェストフリーザー

超低温フリーザー　☆☆－40℃～－30℃

321 庫内仕切り板付 庫内仕切り板付 庫内仕切り板付

外形寸法 幅724×奥行695×高さ850
内形寸法 幅520×奥行400×高さ610
定格内容積 106ℓ
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V:330/260W 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力205W
照　明 － 質　量 約59kg

外形寸法 幅1,131×奥行695×高さ850
内形寸法 幅925×奥行400×高さ610
定格内容積 206ℓ
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V:351/274W 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力250W
照　明 － 質　量 約78kg

外形寸法 幅1,565×奥行695×高さ850
内形寸法 幅1,360×奥行400×高さ610
定格内容積 312ℓ
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V:357/299W 圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力250W
照　明 － 質　量 約99kg

標準
価格 360,000円（税抜）
L-12 CHF-4100ZB

標準
価格 435,000円（税抜）
L-13 CHF-4200ZB CHF-4300ZB

標準
価格 530,000円（税抜）
L-14

検食用フリーザー  －24℃～－20℃ タテ型フリーザー  －20℃以下

在庫限り 在庫限り 在庫限り

標準
価格 176,000円（税抜）
M-1 VF-K120X

外形寸法 幅460×奥行585×高さ1,110
内形寸法 幅306×奥行186×高さ94×7段
定格内容積 117ℓ
陳列段数 バスケット7個
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：90/90W

（除霜時）100V：130/130W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力117/136W
照　明 － 質　量 約35kg
検査用食品 47.6ℓ

急速冷凍機能付

スリムタイプ・フラットボトム

L-2 SH-F240XC
標準
価格 252,000円（税抜）

※ローラータイプ
　前後移動可

※

2

外形寸法 幅1,073×奥行565×高さ888
内形寸法 幅921×奥行417×高さ605
定格内容積 209ℓ
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：74/74W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力120W
照　明 10W×1 質　量 約44kg
冷凍食品 約122kg

在庫限り

在庫限り

標準
価格 105,000円（税抜）
外形寸法 幅600×奥行610×高さ858
内形寸法 幅419×奥行426×高さ641
定格内容積 98ℓ
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：62/64W
質　量 約36kg

M-2 SVF-98W NEW

NEW NEW

排気

吸気
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ワインセラー

マルチモジュールベンダー

物販機

ZERO CLASS smart ZERO CLASS premium

SB22

外形寸法 幅380×奥行527×高さ710
設置寸法 幅420×奥行527×高さ760
有効内容積 55ℓ 電　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 0℃〜20℃
扉タイプ 3層構造ガラス扉（Low-Eガラス）
庫内灯 LED灯 質　量 34kg

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

一升瓶 1,800㎖ 5本　 4号瓶 720㎖ 4本日本酒ワイン　22本

SB75

外形寸法 幅595×奥行580×高さ1,284
設置寸法 幅635×奥行610×高さ1,348
有効内容積 207ℓ
電　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 0℃〜20℃
扉タイプ 3層構造ガラス扉（Low-Eガラス）
庫内灯 LED灯
質　量 77kg

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

一升瓶 1,800㎖ 24本
4号瓶 720㎖ 12本日本酒ワイン　75本 一升瓶 1,800㎖ 36本

4号瓶 720㎖ 12本日本酒ワイン 103本

SB103

外形寸法 幅595×奥行580×高さ1,647
設置寸法 幅635×奥行610×高さ1,747
有効内容積 284ℓ
電　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 0℃〜20℃
扉タイプ 3層構造ガラス扉（Low-Eガラス）
庫内灯 LED灯
質　量 98kg

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

SB38

外形寸法 幅380×奥行527×高さ1,160
設置寸法 幅420×奥行527×高さ1,210
有効内容積 97ℓ 電　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 上室0℃〜20℃/下室5℃〜20℃
扉タイプ 3層構造ガラス扉（Low-Eガラス）
庫内灯 LED灯 質　量 49kg

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

一升瓶 1,800㎖ 11本
上室6本/下室6本＋4合瓶5本日本酒38本

上室16本＋下室22本ワイン

SB51

外形寸法 幅475×奥行527×高さ1,260
設置寸法 幅515×奥行527×高さ1,310
有効内容積 142ℓ 電　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 上室0℃〜20℃/下室5℃〜20℃
扉タイプ 3層構造ガラス扉（Low-Eガラス）
庫内灯 LED灯 質　量 60kg

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

一升瓶 1,800㎖ 12本
上室6本/下室6本＋4合瓶5本日本酒51本

上室25本＋下室26本ワイン

KV-G60　大型物販ユニット KCU-G120　決済ユニットKV-G36　小型物販ユニット

PMC-KTP36

外形寸法 幅785×奥行855×高さ1,832
設置寸法 幅885×奥行873
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：1温度帯時401/410  2温度帯810/840W
販売種類 最大36種類（テンキーボタン）
収容個数 販売商品毎に変動
搬出方法 ベルトコンベア式・エレベータ搬送方式
質　量 267kg

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください
KV-ASB15T

外形寸法 幅885×奥行770×高さ1,832
設置寸法 幅885×奥行804
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：310/345W
販売種類 15種類（テンキーボタン）
収容個数 120個（スパイラルピッチ50mm)
搬出方法 ダブルスパイラル式
質　量 232kg

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください
KV-ASH18T

外形寸法 幅885×奥行770×高さ1,832
設置寸法 幅885×奥行804
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：310/345W
販売種類 18種類（テンキーボタン）
収容個数 144個（スパイラルピッチ50mm)
搬出方法 ダブルスパイラル式・エレベータ搬送方式
質　量 256kg

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法 幅1,100×奥行875×高さ1,830
設置寸法 幅1,100×奥行885×高さ1,830
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 （運転時） 100V：530/540W 　（加温時） 100V：870/880W
販売種類 最大60種類
搬出方法 ベルトコンベア／スパイラル／フック
照　明 （LED）4.8W×2本
質　量 361kg

外形寸法 幅750×奥行875×高さ1,830
設置寸法 幅750×奥行885×高さ1,830
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 （運転時） 100V：440/450W 　（加温時） 100V：800/810W
販売種類 最大30種類
搬出方法 ベルトコンベア／スパイラル／フック
照　明 （LED）4.8W×2本
質　量 285kg

外形寸法 幅280×奥行653×高さ1,830
設置寸法 幅280×奥行669×高さ1,830
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：26.7/26.7W
販売種類 タッチパネル（電子マネー対応可）
質　量 88kg

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください 価格については最寄りの営業拠点へご相談ください
NEW NEW NEW

※画像は決済ユニットとの連結イメージです。 ※画像は決済ユニットとの連結イメージです。 ※画像は物販ユニットとの連結イメージです。セミオーダー セミオーダー セミオーダー

自動販売機
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コーヒーマシン

RCM-PF2HD-SD DICM-SD62 アイスコーヒーマシン
価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください
価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

外形寸法 幅300×奥行622×高さ850
電　源 単相100V　50/60Hz　15A
消費電力 1,015W
給水方式 水道直結（浄軟水器フィルタ要）
豆ホッパ 2.4ℓ/個×2個 湯タンク 3.5ℓ
安全装置 過昇防止、沸騰防止、空焚き防止
抽出装置 ペーパーフィルター式ブルワー
グラインダ 1個　粒度可変（手動） 選択ボタン 8個　機械式押しボタン
適用カップ寸法 口径65～85mm 高さ80～150mm
カップ扉 あり　抽出中ロック
カス容量 3.3ℓ 排水トレイ 1.0ℓ
質　量 41kg （乾燥質量）

外形寸法 幅300×奥行755×高さ690
電　源 単相100V　50/60Hz　15A
消費電力 1,270W/1,330W
給水方式 水道直結（浄軟水器フィルタ要）
ファンネル 1個 湯タンク 4.5ℓ
安全装置 過昇防止、沸騰防止、空焚き防止
抽出装置 シャワーヘッド
選択ボタン 3個　（抽出ボタン2個、停止ボタン1個）
ファンネル扉 あり　抽出中ロック
搬出方法 Push/Pullスライド（OP：1杯用カップレバー）
コーヒータンク 6ℓ
適用カップ寸法 口径65～85mm 高さ80～150mm
排水トレイ 1.0ℓ
冷却装置 冷媒1234yfコンプレッサ方式　冷水水槽
オプション パドルレバーキット
質　量 51kg （乾燥質量）

RCM2-PF2HDW-SD コーヒーマシン
RCM2-MU4-SD        ミルクユニット

ワインセーバー（ワイノット）

※ 製品仕様・価格については最寄りの
営業拠点へご相談ください。

WN-2A
外形寸法 幅400×奥行407×高さ557
電　源 単相100V　50/60Hz

定格消費電力 21W
質　量 19kg

抜栓直後の風味をいつでも楽しめる
ワインセーバー。

シューター
JWN-STA

チェンジャー
JWN-CGA プラグ

JWN-PLUG50A
（1セット50個）

窒素ボンベ
同
梱
品

別
途
手
配

別
売
品（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

ルミリンナ －18℃～0℃

※製品仕様・価格については最寄りの営業拠点へご相談ください。

ICE-SC40BXB
外形寸法 幅503×奥行611×高さ1,020
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 290/273W
冷　媒 R134a

庫内設定温度範囲 －18℃～0℃
質　量 76kg

350㎖缶　32本（最大36本）

 商品取り出し後は素早くグラス等容器に注いでください。
注がれた飲み物は瞬時に結晶化を始めます。

■グラスに注ぎながらシャーベット化が見られます。
■メニュー項目が増やせます。
■見て、食べて、「新食感」が味わえます。

※1　 設定温度と商品の保
管温度により準備時間
は異なります。

※2　 非炭酸商品の場合、衝
突の衝撃で凍結が開
始してしまう場合があり
ます。

目の前でドリンクがシャーベットに。

外扉を開いた後
内扉を開けます。

商品を入れます。 冷却させます。
※1

内扉を開けて取
り出します。
※2

製品内部

飲料機器
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プレハブ冷蔵庫・冷凍庫

卓上型コンバットケース コンバットケース　オプション

催事用途に便利、豊富なサイズ。

冷蔵から冷凍まで温度を設定可能。

肉類 ハム
ソーセージ チーズ 鮮魚 練製品 冷凍

食品 惣菜 中華
点心

※アイスクリーム販売はできません。

専用ドーム型カバー標準装備

AS-3L

CT-2

AS ナイトカバー AS スライドカバー

標準
価格

標準
価格

221,000円（税抜）

240,400円（税抜）

外形寸法

外形寸法

内形寸法

内形寸法

電　源

電　源

消費電力

消費電力
質　量

幅900×奥行320×高さ520
幅785×奥行195×高さ180（ロードライン）  
単相100V　50/60Hz
100V：210W　　　　　21kg

幅737×奥行508×高さ297
幅406×奥行406×高さ170（ロードライン）  
単相100V　50/60Hz
100V：210W
21kg

AS-10
標準
価格 456,000円（税抜）
外形寸法
内形寸法
電　源
消費電力

AS-3
標準
価格 243,000円（税抜）
外形寸法
内形寸法
電　源
消費電力

幅860×奥行560×高さ620
幅690×奥行390×高さ210（ロードライン）  
単相100V　50/60Hz
100V：230W　　　　　29kg

AS-8
標準
価格 364,000円（税抜）
外形寸法
内形寸法
電　源
消費電力

幅1,225×奥行665×高さ810
幅1,060×奥行500×高さ300（ロードライン） 
単相100V　50/60Hz
100V：290W　　　　　47kg

AS-6
標準
価格 277,000円（税抜）
外形寸法
内形寸法
電　源
消費電力

幅840×奥行650×高さ750
幅690×奥行500×高さ310（ロードライン） 
単相100V　50/60Hz
100V：240W　　　　　34kg

AS-4.5
標準
価格 260,000円（税抜）
外形寸法
内形寸法
電　源
消費電力

幅850×奥行780×高さ735
幅700×奥行630×高さ265（ロードライン）
単相100V　50/60Hz
100V：215W　　　　　35kg

幅1,510×奥行710×高さ810
幅1,355×奥行550×高さ300（ロードライン）  
単相100V　50/60Hz
100V：310W　　　　　50kg

・�サイズプランは0.5 坪タイプからご用意。
・�設置スペース・用途に応じて最適仕様を選定
いたします。
・�最寄りの営業拠点へご相談ください。

写真は1坪タイプ

間取りプラン例

※サイドパネルの高さは 1,800mm ～ 3,500mm

コンバットケース
広告する冷蔵・冷凍ショーケース

写真はAS-3

写真はAS-3L AS-4L
標準
価格 246,000円（税抜）
外形寸法
内形寸法
電　源
消費電力

幅1,240×奥行400×高さ635
幅1,090×奥行250×高さ215（ロードライン）
単相100V　50/60Hz
100V：270W　　　　　30kg

写真はAS-4L

質　量 質　量 質　量 質　量

質　量

質　量質　量

●有28ℓ

●有225ℓ

●有57ℓ

●有159ℓ●有107ℓ●有113ℓ

●有59ℓ

●有30ℓ

タイプ 適合機種 数量/1梱包
ナイトカバー AS-3・AS-6・AS-8・AS-10 1 枚
スライドカバー AS-3・AS-6・AS-8・AS-10 1 枚

※詳細は最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

写真はAS-6-NC 写真はAS-6-SC

て・きれいき
あらゆる業務に対応できる汎用タイプ100V電源不要・乾電池式の小型タイプ

て・きれいき TEK-103D

幅282×奥行191×高さ480
単相100V　50/60Hz
待機時7W
噴霧時46W
赤外線センサー
超音波霧化式
0.75,1,2,3,4㎖の5段階
補給後1,000回
1,200㎖（補給量1,000㎖）
4.5kg
可

標準
価格 105,000円（税抜）
外形寸法

手指検知方式
噴霧方式

消費電力
電　源

噴霧量
使用回数
タンク容量
質　量

自動ドア連動

て・きれいきMINI TEK-M1B

幅153×奥行173×高さ297
単2アルカリ乾電池4個（付属）
約3ヶ月

（0.75㎖噴射×100回/1日）
赤外線センサー
圧力ポンプ式
0.75（標準）、1、2、3、4㎖の5段階
補給後1,000回（1㎖時）
1,000㎖
壁取付金具
1.5kg（電池除く）
不可

標準
価格 40,000円（税抜）
外形寸法

手指検知方式
噴霧方式

消費電力
電　源

噴霧量
使用回数
タンク容量
付属品
質　量

自動ドア連動

乾電池式

ジュースディスペンサー

別
売
品

タイプ 形式名 適合機種 数量/1梱包 標準価格（税抜）
アルコール液タイプ（1ℓ）
手指消毒剤（医薬部外品） ALOCLIN-ACE（アロクリンエース） TEK-M1B,TEK-103D 6 本 16,800円

て・きれいき据付具

TEK-101-P53（キャスター付専用架台） TEK-103D 1 台 23,000円

TEK-KANAGU（手すり取付用金具） TEK-M1B 1 個   1,500円
TEK-103KABEKIT（壁取付金具） TEK-103D 1 個   4,000円

※安全に関するご注意　

横噴流方式

8ℓ×1
幅180×奥行399×
高さ625
3℃～7℃
単相100V　50/60Hz
240W
13kg

JOLLY8.1G
標準
価格 185,000円（税抜）
有効内容積
外形寸法

電　源
消費電力
質　量

冷却温度

8ℓ×2
幅246×奥行399×
高さ625
3℃～7℃
単相100V　50/60Hz
300W
17kg

JOLLY8.2G
標準
価格 290,000円（税抜）
有効内容積
外形寸法

電　源
消費電力
質　量

冷却温度

写真はJOLLY8.1G

撹拌パドル式

12ℓ×1
幅180×奥行471×
高さ571
3℃～7℃
単相100V　50/60Hz
270W
20kg

EXTRA12.1A
標準
価格 185,000円（税抜）
有効内容積
外形寸法

電　源
消費電力
質　量

冷却温度

12ℓ×2
幅360×奥行471×
高さ571
3℃～7℃
単相100V　50/60Hz
350W
24kg

EXTRA12.2A
標準
価格 315,000円（税抜）
有効内容積
外形寸法

電　源
消費電力
質　量

冷却温度

写真はEXTRA12.2A

 ● ご使用の前には、必ず｢取扱説明書」をよくお読みください。
● 運転中に噴霧口をのぞいたり、顔を近づけて噴霧液を吸い込まな

いでください。
●噴霧口に物をつめ込まないでください。　
● アルコール使用につき、火気は絶対に近づけないでください。
●指定液以外は噴霧液として使用しないでください。

Ｔ 関連機器
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オプション価格表

タイプ 型式名 適合機種 必要数量
1梱包あたり

数量 標準価格
（税抜：円）

オープンタイプA

スチール棚
（照明なし）

RSH-S3FZ RSD-S3（T）FZ5J
RSD-S6FZ5J

1枚/1段           
2枚/1段 1枚 20,000

RSH-F3FZ
RSD-F3FZ4J
RSD-F6FZ4J
RSD-F6FM4J

1枚/1段           
2枚/1段 1枚 22,000

RSH-S4FZ RSD-S4（T）FZ5J 1枚/1段 1枚 22,000
RSH-F4FZ RSD-F4FZ4J 1枚/1段 1枚 24,000
RSH-S650FX RSG-650FX 1枚/1段 1枚 18,000
RSH-S900FX RSG-900FX 1枚/1段 1枚 19,000

スチール・
スライド棚
（照明なし）

RSH-S3FZS RSD-S3（T）FZ5J
RSD-S6FZ5J・W3TFK5J

1枚/1段           
2枚/1段 1枚 38,000

RSH-F3FZS
RSD-F3FZ4J
RSD-F6FZ4J
RSD-F6FM4J

1枚/1段           
2枚/1段 1枚 44,000

RSH-S4FZS RSD-S4（T）FZ5J 1枚/1段 1枚 48,000
RSH-F4FZS RSD-F4FZ5J 1枚/1段 1枚 54,000
RSH-SS650FX RSG-650FX 1枚/1段 1枚 34,000
RSH-SS900FX RSG-900FX 1枚/1段 1枚 36,000

ガラス棚
（照明なし）

RSH-S3FZG RSD-S3（T）FZ5J
RSD-S6FZ5J

1枚/1段           
2枚/1段 1枚 20,000

RSH-F3FZG
RSD-F3FZ4J
RSD-F6FZ4J
RSD-F6FM4J

1枚/1段           
2枚/1段 1枚 22,000

RSH-S4FZG RSD-S4（T）FZ5J 1枚/1段 1枚 22,000
RSH-F4FZG RSD-F4FZ5J 1枚/1段 1枚 24,000

スライドデッキ

RDP-S3FZS RSD-S3（T）FZ5J 1枚/1段           1枚 52,000
2RDP-S6FZS RSD-S6FZ5J 2枚/1段 1セット 104,000
RDP-F3FZS RSD-F3FZ4J 1枚/1段           1枚 60,000
2RDP-F6FZS RSD-F6FZ4J・F6FM4J 2枚/1段           1セット 120,000
RDP-S4FZS RSD-S4（T）FZ5J 1枚/1段 1枚 60,000
RDP-F4FZS RSD-F4FZ5J 1枚/1段 1枚 72,000
RDP-SS650FX RSG-650FX 1枚/1段 1枚 34,000
RDP-SS900FX RSG-900FX 1枚/1段 1枚 36,000

温度計 THM-RS RS-650CZ 1個/1台 1個 3,500

縦照明（LED）RTL-FZ
RSD-S3（T）FZ5J・F3FZ4J・S4（T）
FZ5J・F4FZ5J・S6FZ5J・F6FZ4J・
W3TFK5J（新RSD共通）

2本/1台 2本 76,000

連結キット RRK-RSDFZ
RSD-S3（T）FZ5J・F3FZ4J・S4

（T）FZ5J・F4FZ5J・S6FZ5J・
F6FZ4J（新RSD共通）

1セット
/1連結

1
セット 30,000

ナイトカバー RNC-RSDW3 RSD-W3TFK5J 1枚/上段用 1枚 29,000
D HOT&COLDタイプ/タテ型タイプB

傾斜棚
（非加温）

RSH-SPAS
（スチール）

SPAS-H532X・H521X（T）・
H522X（T）・502X 1枚/1段 1枚 15,000

RSH-RMSH4
（スチール） RMS-H40ZB 1枚/1段 1枚 11,000

網棚 （パーツ対応） AGV/AGRシリーズ ー ー
扉開閉チャイム

キット MEL-SPAS SPAS-H532X・H521X・H522X・
502X 1個/1台 1個 85,000

転倒防止板
※ アジャストボル

トM16×75が4
本必要です

200B型（小） SPAS-H532X・H521X（T）・
H522X（T）・502X 4枚/1台 4枚 28,000

750型（大） SPAS-H532X・H521X（T）・
H522X（T）・502X 2枚/1台 2枚 35,000

卓上タイプ（B HOT&COLD 卓上タイプ）C
鍵金具 KAG-AG

※�南京錠をご用意ください。
AG-H60XE・54XE・60XE・
70XE・LI54XE 1個/1台 1個 2,000

キュービックタイプＥ

網棚

RSH-MUS101E VRS-35XE・68XE・106XE 1枚/1段 1枚 9,000
RSH-MUSS54B MUS-S54XE 1枚/1段 1枚 9,000
RSH-MUS84B MUS-84XE 1枚/1段 1枚 9,000
RSH-MUS152E MUS-152XE 1枚/1段 1枚 10,000
RSH-MUS70B MUS-W70XE 1枚/1段 1枚 9,000
RSH-MU230B MU-230XE 1枚/1段 1枚 9,000
RSH-MU120E MU-120XE・179XE 1枚/1段 1枚 9,000
RSH-MU330C MU-330XE・195XE 2枚/1段 1枚 10,000
RSH-MU184E MU-184XE 2枚/1段 1枚 10,000

脚付網棚 TANA-MUSU
※棚幅：270ｍｍです。

VRS-U35XE 2個まで/1台

1個 7,000MUS-U55XE 3個まで/1台

MUS-U77XE 4個まで/1台

脚付網棚
TANA-MUSU55B MUS-U55XE 1個まで/1台 1個 14,000
TANA-MUSU77B MUS-U77XE 1個まで/1台 1個 17,000

鍵金具

KAG-MU
（シングルガラスタイプ）

VRS-U35XE・35XE・68XE・
106XE
MUS-U55XE・U77XE・S54XE

1個/1台 1個 3,000

KAGS-MUS
（ペアガラスタイプ）

MUS-84XE・152XE
MU-230XE・120XE・330XE・
184XE・179XE・195XE

1個/1台 1個 7,000

タイプ 型式名 適合機種 必要数量
1梱包あたり

数量 標準価格
（税抜：円）

鍵取付金具
KAG-MUS
（扉タイプ）
※南京錠をご用意ください。

MUS-W70XE 1個/1台 1個 7,000

リーチインタイプG

網棚

RSH-TRMSS30E TRM-SS30XE 2枚/1台 1枚 9,000
RSH-TRMSS40E TRM-SS40XE 2枚/1台 1枚 10,000
RSH-TRM30E TRM-30XE 2枚/1台 1枚 10,000
RSH-TRM40E TRM-40XE 2枚/1台 1枚 11,000

アジャストボルト RAJ-TRM TRM-SS30XE・40XE 4本/1台 4本 8,000
平型オープンタイプＪ

カゴ
KAGO-P1

SPAL-058GZB 10個/1台
1個 10,000

SPAL-088GZB 16個/1台

KAGO-J1
SJAL-058GZB 10個/1台

1個 10,000
SJAL-088GZB 16個/1台

ナイトカバー
（巻取り式）

RNC-PHOR4（透明）PHO-R4GZ 1本/1台 1本 24,000
RNC-PHOR5（透明）PHO-R5GZ 2本/1台 2本 43,000
RNC-PHOR6（透明）PHO-R6GZ 2本/1台 2本 48,000

強制蒸発キット RJU-PHO PHO-R4GZ・R5GZ・R6GZ 1個/1台 1個 55,000

連結キット RRK-SJALA SPAL・SJAL全シリーズ 1セット
/1連結

1
セット 14,000

コンパクトフリーザーＫ

カゴ
KAGO-PF057-2B PF-(G)057XE・057XF 2個/1台 2個 19,000
KAGO-PF070-2B PF-(G)070XE・070XF 2個/1台 2個 19,500
KAGO-PF120-2B PF-(G)120XE・120XF 2個/1台 2個 20,000

チェストフリーザーＬ

カゴ

KAGO-F240X1C SH-F240XC 6個/1台 1個 7,000

KAGO-360SL1C

SH-170XD 2個/1台

1個 7,000
SH-220XD 5個/1台

SH-280XC 5個/1台

SH-360XD 8個/1台

KAGO-701SL1C
SH-500XD 11個/1台

1個 8,000
SH-700XD 14個/1台

アイスフリーザーＮ

カゴ

TS-10

GSR-750XE 6個/1台

10個 25,000

GSR-900XE 8個/1台

GSR-1050XE 8個/1台

GSR-1200XE・D1200ZB・D1203ZB 10個/1台

GSR-1500ZC・1503ZC・D1503ZB 14個/1台

GSR-1800ZC・1803ZC 16個/1台

TS-MM16 GSR-1500ZC・1503ZC・D1503ZC 16個/1台 16個 39,000
TS-MM20 GSR-1800ZC・1803ZC 20個/1台 20個 48,000
TS-LS16 GSR-1500ZC・1503ZC・D1503ZC 16個/1台 16個 31,000
TS-LS20 GSR-1800ZC・1803ZC 20個/1台 20個 48,000

仕切りアミ GSU-RAMI
GSR-750XE・900XE・1050XE
GSR-1200XE・D1200ZB・D1203ZB
GSR-1500ZC・1503ZC・D1503ZB
GSR-1800ZC・1803ZC

10個/1セット 1セット 15,000

温度計 THM-GSR
GSR-750XE・900XE・1050XE
GSR-1200XE・D1200ZB・D1203ZB
GSR-1500ZC・1503ZC・D1503ZB
GSR-1800ZC・1803ZC

1個/1台 1個 7,000

関連機器T

ナイトカバー

AS-3-NC AS-3 1枚/1台 1枚 20,000
AS-6-NC AS-6 1枚/1台 1枚 22,000
AS-8-NC AS-8 1枚/1台 1枚 24,000
AS-10-NC AS-10 1枚/1台 1枚 26,000

スライドカバー

AS-3-SC AS-3 1枚/1台 1枚 60,000
AS-6-SC AS-6 1枚/1台 1枚 70,000
AS-8-SC AS-8 1枚/1台 1枚 80,000
AS-10-SC AS-10 1枚/1台 1枚 96,000
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来店客とオーナー様の視点で設計。
売上増大に貢献する売場づくり。

小型店舗向け冷蔵・冷凍ショーケース
店舗システム提案　小型店舗（CVS）をトータルコーディネイト

別置

冷凍リーチインショーケース
LRZ-275A

別置

冷蔵オープンウォークイン
FBZ-BS53B

内蔵

HOT&COLD タイプ
RSG-H900FXB

内蔵

冷蔵オープンタイプ
RSG-900M

コーヒーマシン
RCM2-PF2HDW-SD
ミルクユニット
RCM2-MU-SD

別置

冷蔵ウォークイン
別置

冷蔵オープンタイプ
FBZ-S43B

内蔵

冷蔵オープンタイプ
RSD-S4FZ5J

内蔵

アイスフリーザー
（ファッショナブルタイプ）
WLF-GL1803ZB

レジ前の
販売チャンス拡大

冷凍食品を
ワイドディスプレイ

バックヤードから商品補充

ボリューム感のある
壁面売場の実現

バラエティ感
あふれる
商品陳列

ゴンドラエンドの
販売チャンス拡大内蔵  冷凍リーチインショーケース　♢ー18℃以下

冷凍機用盤（ストアマスター用）
ストアマスター用に
設計された
冷凍機用盤
系統パターンに
応じてシリーズ化

写真は
NUB-3060／3075／
60100タイプ

※詳細は最寄りの販売拠点へお問い合わせください。

納期はお問い合わせください。 納期はお問い合わせください。

RLD-33LZB RLD-53ZC
有効内容積 有効内容積
外形寸法 外形寸法

490ℓ
幅825×奥行851×
高さ2,065（＋112）mm

950ℓ
幅1,540×奥行851×
高さ2,065mm

受注生産 受注生産

集中管理モニター（集中制御盤）『ストアマスター』

NCM-5C3
外形寸法
電　源

幅210×奥行70×高さ300mm
単相100Vまたは単相200V

「省エネルギー制御」
冷凍機及び
ショーケースの
集中管理

内蔵  
ラウンドケース
SRO-D135ZD



28

リーチインタイプ

オープンタイプ　ＦＢＺ（標準）シリーズ　日配☆☆3℃～8℃　米飯16℃～20℃

ウォークイン　☆☆2℃～8℃

2枚扉 3枚扉

冷凍 標準 RZL-2DZ RZL-3DZ

※本体と側板は一体型タイプです。

業界No.1の省エネ性！（LED照明付）
ブラケット棚仕様で棚段変更が簡単

2枚扉 3枚扉
冷
凍 LRZ-275A LRZ-375A

別置型　小型店舗向け冷蔵・冷凍ショーケース
P

Q

R

■2 温度（弁当＆冷蔵）タイプ　
3尺（915mm） 4尺（1,220mm） 6尺（1,830mm）

ガラス棚６枚仕様 FBZ-W33B FBZ-W43B ー

LRZ-275A LRZ-375A

前高350mm

前高350mm

奥行
750mm

奥行
750mm

高さ
1,850
mm

高さ
1,850
mm

オープンタイプ

☆☆冷凍：ー18℃以下 大容量タイプ　◇冷凍：−２２℃〜−18℃

前高350mm 奥行750mm

高さ
1,850mm

２枚扉：NMD-2HDS
　

３枚扉：NMD-3HDS

外形寸法
質　量
電　源
使用温度

幅1,355（配管含む）×奥行550×高さ180mm
約20kg
単相200V
5℃～15℃

UCC-SS3DZB
外形寸法
質　量
電　源
使用温度

幅2,203（配管含む）×奥行550×高さ180ｍｍ
約40kg
単相200V
5℃～15℃

UCC-SS7DZB

ウォークイン用冷蔵クーリングコイル
業界トップの薄型タイプ

※R404A以外への冷媒対応については、
　弊社までお問合せ願います。

外形寸法
電　源

庫内灯点灯時間
庫内ファン停止時間

幅130×奥行42×高さ130mm
単相100V
5、10、60分
10分
－10℃～＋40℃

NLWT-1A

使用可能周囲温度

ウォークインタイマー

写真はUCC-SS3DZBタイプ

写真はUCC-SS7DZBタイプ

RZL-2DZ
幅1,500mm

奥行760mm

高さ
1,900
mm

幅1,430（＋40×2）mm
幅2,145（＋40×2）mm

高さ
1,930
mm

高さ
1,930
mm

奥行
760mm 奥行

760mm

FBZ-BS53B

FBZ-BS73B
７尺（2,288mm）

５尺（1,525mm）

・スチール棚５段含む
・バックスライド式
・ローラースライダー対応棚
・ナイトカバー標準

※オープンショーケースとの連結可能。

Bタイプ（高さ1,850mm）

ガラス扉タイプ

※棚は別売品です 
※ 扉サッシ色は、シルバーとブラウンの
　2色をご用意。

庫内灯と冷却ファンのタイマースイッチを一体化
庫内作業負荷軽減と冷却運転復帰忘れ防止に

FBZ-S43B

FBZ-HS33B

※側板は40mm×2です。

■HOT&COLDタイプ　
3尺（915mm） 4尺（1,220mm） 6尺（1,830mm）

HOT用スライド棚６枚仕様 FBZ-HS33B ー ー

■冷蔵タイプ
3尺（915mm） 4尺（1,220mm） 6尺（1,830mm）

ガラス棚６枚仕様 FBZ-S33B FBZ-S43B FBZ-S63B
スライド棚６枚仕様※ FBZ-SS33B ー FBZ-SS63B

（※スライドデッキは別売りです）

連結可能



お手入れのしかた 機械を長持ちさせ、いつまでもスムーズに働かせるために、
日常のお手入れを心がけてください。

●本体の清掃
表面の汚れが落ちにくいときは、うすめた中性洗剤と柔らかな布で掃除し、よくふき取ってください。

注）中性以外の洗剤・溶剤・みがき粉などは製品を傷めます。

特に塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤・殺菌剤は絶対に使用しないでください。

なお、製品に直接水をかけないでください。故障の原因となります。

●凝縮機フィルターの清掃
週に1回程度、定期的に凝縮機フィルターの掃除を行ってください。

注）フィルターが汚れていると冷えが悪くなり電気代が上がる原因になります。

●蒸発皿・排水溝の清掃
定期的に、蒸発皿・排水溝の掃除を行ってください。

●排水皿
排水のタイミング：1日1回（多湿時には1日2回）。水の量を確認し状況に応じて捨ててください。

漏電しゃ断器の取扱上のご注意
漏電しゃ断器は機械の電気経路から電気が漏れた場合、直ちに電気を

切り、人体の保護をはかる重要な役割りをするものです。電気が漏れ

たことを知らせる警報ブザーがついています。（ブザーの鳴らない機

種も一部ございます。）

設置時のご注意
漏電しゃ断器のスイッチは「入」又は「ON」の状態で出荷されておりま

す。設置時に電源プラグをコンセントに差し込み、もしブザーが鳴った

時は、（異常な取扱いなど漏電以外でも作動します）取扱説明書の説明

に従って操作してください。それでもブザーが止まらないときは、当社

サービスステーションにご連絡ください。

点検をしてください。（漏電しゃ断器をいつも正常に保つ為に）
月に1～2回はテストボタンを押し、正常な動作をすることを確かめ

てください。テストボタンを押すとスイッチが「切」又は「OFF」に変り

警報ブザーが鳴ります。スイッチを「入」又は「ON」にする時は、電源プ

ラグを抜き６分以上たってから行ってください。

ごみ、水から守る為に漏電しゃ断器のカバーはきちんと止めてくだ

さい。

漏電しゃ断器と併用してアースを取付けていただくと、さらに、電気

安全の向上及び漏電しゃ断器の動作を確実にいたします。ぜひアー

スも取付けてください。ショーケースの背面下部にアース端子（ね

じ）があります。ご使用の際には、電機関係法規に従いアース工事を

してください。

（※アースの設置工事は工事店様にご相談ください）

ご使用中の注意
ご使用中に警報ブザーが鳴った時は、取扱説明書の説明に従って操作し

てください。それでもブザーが止まらないときは、お客様サービスセン

ターへご連絡ください。

安全のためにとくにお願いしたいこと…。
各製品に同封されている取扱説明書をよくお読みになってから、操作を開始してください。

設置上の注意事項

製品カタログページの記載事項について
省エネ性マークについて
このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色
のマークになります。マーク傍らの「達成率」は「省エネ基準達成率」を表して
おり、省エネ法で定められた基準に対する達成率を示しています。
・省エネルギー基準達成の目標年度は2016年度です

「消費電力量について」
●エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）で特定機器としてトップラン
ナー基準が定められた製品について表示しております。

●年間消費電力量は、付加機能（オプション）のない標準品により表示しております。
付加機能（オプション）を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。

●使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、扉開閉
頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

冷蔵庫の内容積について
●カタログに表示の「定格内容積」は、日本工業規格（JIS B 8630）に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具なしで外せる棚や
ケース等を外した状態で算出したものです。この「定格内容積」は、「食品収納スペース」と「冷機循環スペース」とを含みます。

「省エネ性マーク」対象機種について
「省エネ性」マークは「省エネラベリ
ング制度」の対象機種である業務用
冷蔵庫のみに表示しています。

JIS B8630(2009年版）消費電力量測定方法
冷蔵庫及び冷凍冷蔵庫の冷蔵室 冷凍庫及び冷凍冷蔵庫の冷凍室

4℃以下 －20℃以下
5分ごとに1回、計72回/日 15分ごとに1回、計24回/日

30℃
70％以上

年間消費電力量（kWh/年）
（1日当たりの消費電力量365日分）

種類
庫内温度
扉開閉回数
周囲温度
周囲湿度

消費電力量の表示
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警告

冷蔵・冷水ショーケース

冷凍ショーケース

●庫内の商品を全部取出し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●庫内はきれいに掃除し、水分を十分に拭き取ってください。かびが生えたり、においがこもったりしないよう

に庫内を乾燥させてください。

●幼児が遊ぶ可能性のある場所には放置しないでください。

●直射日光の当たる所や、湿気の多い所には保管しないでください。

据付ける場所……。
●ショーケースの据付けは
店頭の見やすく買いやすく、通気
のよい、お店をいっそう美しく引
立てる場所へ、据付けてください。

●水平で転倒しないように
ショーケースを傾斜している場所
に据付ける場合は右図のように
水平になるように設置してくださ
い。

●直射日光や反射熱を避ける
日よけなどで直射日光を避けて
ください。

●又、強い風にさらされない場所
で、かつ機械の放熱をさまたげ
ない通気のよい場所に設置して
ください。

●湿気の少ない場所へ。
水のかかる場所、湿気の多い場所
は避けてください。ショーケース
が故障する原因になります。

使用のご注意……。
●電源電圧は
90Ｖ～110Ｖの範囲内でご使用く
ださい。もし、その範囲外のとき
には電力会社へご相談ください。
（三相の場合は180Ｖ～220Ｖ）

●庫内の冷気の吸入口と吐出口を
商品でふさがないでください。

●紙やストローなどを吸入口及び
吐出口から落とさないように注
意してください。 

据付ける場所……。
●ショーケースの据付けは
店頭の見やすく買いやすく、通気
のよい、お店をいっそう美しく引
立てる場所へ、据付けてください。

●水平で転倒しないように、据付
けましょう。
ショーケースを傾斜している場所
に据付ける場合は、専用の設置ボ
ルト（付属品）をお使いください。
取付方法は、設置ボルトと同封の
説明書を参照してください。

●雨のかかる場所は危険です。
ショーケースに雨がかかると、漏
電することがあり人身事故の原
因になることがあります。雨のか
かる場所では絶対にショーケース
を使用しないでください。

使用のご注意……。
●電源電圧は
90Ｖ～110Ｖの範囲内でご使用く
ださい。もし、その範囲外のとき
には電力会社へご相談ください。
（三相の場合は180Ｖ～220Ｖ）

●ロードラインより上は
品物を入れないでください。
ロードラインより上は品物が冷え
にくくなります。

●霜取りは
霜が1cm以上ついたときには、ヘ
らなどでおとしてください。キ
リ・ヤスリ等は使用しないでくだ
さい。（霜取りへらは別売してお
ります）

●又、強い風にさらされない場所
で、かつ機械の放熱をさまたげ
ない通気のよい場所に設置して
ください。   

「省エネ性マーク」について
このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。マーク傍らの
「達成率」は「省エネ基準達成率」を表しており、省エネ法で定められた基準に対する達成率を示しています。

「省エネ性マーク」対象機種について
「省エネ性マーク」は『省エネラベリング制度』の対
象機種である業務用冷蔵庫のみに表示。

■ショーケースの内容積について
●�カタログに表示の「冷却内容積」は、JIS�B�8631-2（2011）に基づき、クローズドタイプショーケースの場合は扉または冷却境界面で、オープンタイプショーケースの場合は冷却境界面によっ
て区画された陳列室内空間の容積を示しています。

「消費電力量について」
●�エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）で特定機器としてトップランナー基準が定められた製
品について表示しております。
●�年間消費電力量は、付加機能（オプション）のない標準品により表示しております。付加機能（オプション）を
追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。
●�使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、扉開閉頻度、新しく入れる
食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

JIS B 8631-2（2011）消費電力量試験
温度域 冷蔵 冷凍

低温 中温 高温 低温 中温
庫内温度 4℃ 8℃ 15℃ −18℃ −15℃

扉開閉回数 扉1枚につき10分ごとに1回、計36回/日
照明・ナイトカバー 照明：12時間点灯、ナイトカバー：消灯後12時間使用

周囲温度・湿度 25℃、60％RH
消費電力量の表示 年間消費電力量（kWh/年）

　※省エネルギー基準達成の目標年度は2020年度です（ショーケース等）

P5〜20はショーケースです。
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SANDEN-Environmental Contribution

冷凍・冷蔵ショーケース
商品保冷温度の目安

電源プラグの形状について

HOT 飲料───────────────── 50℃～ 60℃

お弁当・サンドイッチ──────────── 16℃～20℃

ドリンク剤───────────────── 10℃～13℃

日配・乳製品・惣菜・デザート───────── 2℃～ 8℃

洋菓子─ ────────────────── 3℃～7℃

COLD 飲料／酒─ ────────────── 3℃～7℃

冷凍食品─ ─────────────── ─-20℃～ -18℃

アイスクリーム────────────── ─-25℃～ -20℃

冷凍機内蔵型ショーケースの電源コードには
以下の差し込み式プラグが取り付けてあります。

外気温30℃、直射日光を受けない条件での
庫内空気温度です。

無印

外気温27℃、湿度60％RH、風速0.2m/sec、
直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

☆

外気温30℃、湿度60％RH、風速0.2m/sec、
直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

☆☆

外気温25℃、湿度60％RH、風速0.2m/sec、
直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

☆☆☆☆

外気温27℃、湿度70％RH、風速0.2m/sec、
直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

◇

外気温20℃、湿度60％RH、風速0.2m/sec、
直射日光を受けない条件での中身商品温度です。

◎

外気温15℃、湿度60％RH、風速0.2m/sec、
直射日光を受けない条件での中身商品温度です。

◎◎

外気温5℃、風速0.2m/sec、
直射日光を受けない条件での中身商品温度です。

◎◎◎

庫内空気温度の条件
※�下記マークにより、庫内空気温度条件を示しており、その条件下に
て運転した時に製品機能に支障がないことを示します。
　�また、カタログ内に表示される温度は庫内空気温度幅を示すもの
であり、調節可能範囲を示すものではありません。
※HOTの温度範囲は中身商品の温度を示します。

収容量について
整列に並べた場合の数量です。
※キュービックタイプを除く

カタログ掲載図 形状呼称 参考イラスト

単相100V電源
2極

単相200V電源

単相100V電源
接地形2極

単相100V電源
回転式接地形2極

三相200V電源
回転式接地形3極

三相200V電源
接地形3極

安全・使用上の
ご注意

●電源プラグ接続の際、【タコ脚配線】・【水場での使用】は
　しないでください。
●定期的にホコリ等のよごれがないか確認して使用して
　ください。
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※経済環境等の変化により、標準価格を変更する場合があります。

お買い求め、ご相談は、信用とサービスの行きとどいた当店へ

※カタログ注文ナンバー

安全に関するご注意

このカタログの記載内容は2019年7月現在のものです。

●製品の色は印刷のため多少本体と異なる場合があります。
●品質向上のため、仕様の一部を無断で変更することがあります。ご了承ください。

○カタログ記載の「標準価格」は搬入据付費を含まない製品の価格で、搬入据付費、特殊搬
入設置については別途料金を申し受けます。

弊社へのお問い合せについて
○お客様からいただいた個人情報は、お客様への回答に使わせていただき、他の目的に使用
しないことをお約束致します。

故障と思ったら・・・

修理のご依頼
技術相談

アフターサービスについて
故障と思われることがありましたら、取扱説明書の『故障
と思ったら』をご参照ください。それでも正しく運転しないと
きは、電源プラグを抜き、商品の溶解・腐敗防止のため、
商品を別のケースに移すなどの処置をしたうえで、お買い
上げ店、弊社営業所、またはお客様サービス受付センター
にご連絡ください。

［ご連絡の際にお伝えください］
1.機械の種類と形式名（保証書に記入してあります）
2.不具合の内容（できるだけ詳しく）
3.設置の場所（住所と電話番号）
4.管理責任者名

お客様サービス受付センター
TEL 0120-302-153（午前9時～午後9時）
FAX 0120-302-143

部品のご注文 お客様サービス受付センター
月曜～金曜（祝祭日・夏期休暇・年末年始を除く）

TEL 0120-050-751（午前9時～午後6時）
FAX FAX FAX0120-050-781

東北・北海道支社

首 都 圏 支 社

関東・信越支社

東海・北陸支社

北 海 道 支 店

首都圏営業部

関東・信越営業部
長 野 支 店
新 潟 支 店

東海・北陸営業部
北 陸 支 店
静 岡 支 店

☎（022）390-1611
☎（011）752-1154

☎（03）5924-7671

☎（027）210-7273
☎（0263）35-3931
☎（025）246-8187

☎（052）218-2101
☎（076）237-8155
☎（054）283-3640

関西・中四国支社

九 州 支 社

関西・中四国営業部
中 国 支 店
四 国 支 店
松 山 営 業 所

九 州 営 業 部
沖 縄 営 業 所
南 九 州 支 店

☎（06）6339-2512
☎（082）232-3220
☎（087）813-5577
☎（089）911-5255

☎（092）471-1071
☎（098）870-0656
☎（096）342-6911

●このカタログに掲載されている商品及び価格のお問い合せは最寄りの営業拠点に
　ご相談ください。

ショーケースを廃棄する場合、都道府県の登録を受けたフロンガス回収業者にフロン回収を依頼
し、その費用を負担する事が義務付けられています。

冷媒（フロン）回収について
サンデンは、一般消費者の方や機器のユーザー様、設置業者や修理にたず
さわる方々に対して、冷媒の大気中への排出による地球温暖化への影響を
ご認識いただき、使用時排出の削減、廃棄時の冷媒回収率の向上を図るこ
とを目的に右記シールを貼付しております。

フロン見える化シールについて

●このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用・保管ください。●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使
用ください。●備え付け工事、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●揮発性、引火性のあるものを庫
内に入れないでください。爆発する危険があります。●このカタログに掲載の製品は、食品の展示販売用、または一時保管用としてご使用ください。目的外の用
途で使用すると内容品の品質低下などの原因になることがあります。●硫化ガス噴出の温泉地区等への設置に際して、配管の防錆処理が必要となる場合があり
ます。販売店までご相談ください。●ショーケースを廃棄する場合は、事故防止のため、鍵を壊してください。

警告

北海道・東北・北関東信越・東海・北陸

0120-027-707
首都圏（関東・山梨）

0120-712-560
関西・中国・四国・九州・沖縄

●SANDEN
Shanghai Refrigeration Co.,Ltd.

登録認証番号
00111Q24430R0M/3100

取得年月日
2011年6月9日

 ISO 9001
●赤城事務所（群馬県前橋市）

登録認証番号
JUSE-RA-1501,JUSE-EG-410

取得年月日
ISO 9001    1996年12月25日
ISO 14001  1997年12月12日

 ISO 9001,ISO 14001

●本社・国内フロント
登録認証番号
JQA-EM0484

取得年月日
1999年7月16日

 ISO 14001

コールドチェーン事業部
〒101-8583　東京都千代田区外神田1-18-13　秋葉原ダイビル10F
☎（03）5209-3419 （受付時間 午前9時～午後5時30分）

SDM事業部
〒110-0005　東京都台東区上野7-6-11　第一下谷ビル6階
☎（03）5830-2881 （受付時間 午前9時～午後5時30分）

https://www.sanden.co.jp/

T0319 1冷
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