
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2022年7月現在のものです。

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

商品の購入・お問い合わせ
このカタログに掲載されている商品の詳細については最寄りの営業拠点にお問い合わせください。

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

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。

フロン冷媒について 弊社は、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 フロン冷媒の回収について

●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。●食品を取り扱う際は密閉容器、又は包装された状態でご使用ください。

警告

北海道・東北・群馬・栃木・東海・北陸

0120-027-707
東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・山梨

0120-712-560
関西・中国・四国・九州・沖縄

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いたします。

東京本社
〒130-8563　東京都墨田区錦糸1-2-4　アルカウエスト8F
www.sanden-rs.com

QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

・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。
・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。
・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。
・在庫状況の変化により、予告なく販売終了する場合があります。
・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。

昨今の市況変化を受け、2022年1月より標準価格変更を致しました。
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業務用 改訂版2022

店舗経営のお客様とともに、環境を守り育むショーケースづくり。

サンデン・リテールシステム株式会社

ショーケースカタログ

店舗向け製品カタログ
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RSクラウドとは…

RSクラウドに繋げることで、製品からの

情報を分析、最適な運用を支援します。

サンデン製品と連携し、製品の各種情報を保管することで、
効率的なオペレーションやトラブルへの迅速な対応を
可能にするクラウドサーバーです。

製品＋お客様の運用をサポートするサービス
を提供します。

①店舗遠隔監視サービス
22年10月サービス開始予定
店舗ごとに警報データ、機器データ、
運転状況を遠隔監視いたします。

②温度管理サービス
e-mesh moderno・ON-Recoで
配送センターや冷凍・冷蔵保管庫の
温度/湿度のデータ取得・分析・
アラート通知

PC・タブレットでWEB閲覧

レポート提出

メールで通知

データ分析に活用

③REVOCOOL遠隔監視サービス
位置、温度、CRB状態、電子錠ができます。
標準モデルと一部扉の仕様が変更となります。

④販売管理サービス
自動販売機のキャッシュレスシステムや売上、故障情報や映像
コンテンツなどお客様に最適な運営をサポートします。

LTE回線

LTE回線

LTE回線

LTE回線

LTE回線

（自販機、決済サービスについては本カタログには掲載しておりません。別途お問い合わせください。）

ど冷えもん MMV

RSクラウドについてご紹介

1
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2022年度　商品ラインアップ
ショーケース

タテ型タイプB

対面販売タイプＥ

キュービックタイプC

ワインセラーFリーチインタイプＤ

平型タイプＧ

フリーザーI 小型店舗向け関連機器【グリーン冷媒シリーズ】J

ロジスティック関連機器K

冷凍ショーケースＨ

ロジスティック

P5〜10 P11〜１2 P13〜14

P22〜24P15〜16 P17〜21

P31〜32 P33〜３8

P39〜43

P25〜28 P29〜30

オープンタイプA

関連機器T

その他

P44〜48



機能アイコン一覧
外装

冷却

内装 装備

備品

シェード照明
サインを施し、アイキャッチ
ショーケース上部にサイン広告用の照明を配置。
離れた場所からもお客様へ売場をアピールします。

商品の先入→先出管理に効果的
店員が商品を背面から陳列し、お客様が商品を手前側から
とれるショーケース。商品の先入→先出が可能。また、商
品陳列作業時にお客様のお買い物を遮りません。

パススルー（前後扉）

設置場所に合わせた使い易さ
設置場所に応じて扉の開き方を変更することができます。
※専用パーツが必要な機種もございます。

扉開閉方向の変更可

侵入熱を遮り庫内への影響を抑えます
熱反射ガラス

ご利用をチャイムでお知らせ
店員が確認しづらい場所でも、扉開閉のたびにチャイムがご
利用をお知らせし、開けっ放しを防止。商品を不正に持って
いかれる心配がありません。

扉開閉お知らせ（チャイム）

四季を通じた販売に役立ちます
HOT 飲料を適温で販売可能。（アイコン表示は、HOT 飲料
を陳列できる段数を表示しています。）
※HOT 販売用以外の商品は陳列しないでください。

HOT 商品
販売可能

陳列商品をショーアップ
陳列棚の最前面に商品用の照明を配置。離れた場所からも
商品を目立たせる販売促進に長けた機能です。LED 照明を
採用したモデルではさらに省エネも実現します。

庫内照明

陳列商品をショーアップ
陳列棚の最前面に商品用の照明を配置。離れた場所からも
商品を目立たせる販売促進に長けた機能です。

照明付き陳列棚

商品をより良く見せます
お客様が見えやすい角度で商品を陳列し、販売促進。また、
商品ガードが付属されているので、棚から商品が落下する心
配もありません。（商品ガードは一部製品でオプション。）

棚の角度切換可能

商品の陳列作業がカンタン
商品補充の際に、陳列棚を手前に引出すことで、先入→先出
陳列作業をカンタンに行えます。
商品を載せたまま軽い力でスライドできます。

スライド機構付き陳列棚

商品の自動フェイスアップ
商品が売れた後に、次の商品が自重で滑り降り、
フェイスアップされます。（HOT 飲料販売什器に採用。ホット
プレート手前側に空間を作らず、お客様のヤケド事故を防止。）

傾斜棚（固定式）

売場の変更が容易に行えます
商品、販売方法などにより売場を変更される際、容易に移
動できます。

キャスター

水平設置・設置場所の固定に
ショーケースを水平に設置するため、床の傾きに応じて伸縮
して使用してください。また、キャスター付きショーケースの
設置場所固定にも使用できます。

アジャストボルト

閉店後の効率運転で省エネ
オープンケースにおいて閉店後ナイトカバーを使用すること
で庫内温度が安定し無駄な運転を抑制。陳列直後の短時間
での冷却にも効果的です。

ナイトカバー

催事販売に活用
ショーケース本体に販促機材用の100V 電源を内蔵してい
ます。

100Vコンセント付き

安心の商品保管
ショーケース・ストッカー内の商品保管にお役立てください。

扉施錠（カギ付き）

日々の温度チェックがしやすい温度計を標準装備。
庫内温度を確認できます。

温度計（デジタル・アナログ）

オゾン層破壊係数ゼロ、温暖化への影響が少ない冷媒です。
（アイコン表示は使用している冷媒を表示しています。）

冷媒アイコン
庫内の商材を整理整頓
商品・食材の、品質管理・整理整頓にお役立てください。（ア
イコン表示内の数字は、付属する個数を表しています。）

バスケット
スイッチひとつでいつでも省エネ
季節や時間帯に応じて、積極的な省エネ運転が可能です。冷
凍機の回転数を下げることで電気代が節約できます。
※劣化の恐れのある乳製品等を陳列する際は、モードをオフにしてください。

エコモード

わずらわしいフィルター清掃不要
コンデンサー部を粗いワイヤー形状にすることで、ホコリの
目詰まりがしづらくなり、清掃なしでも性能を長期間保てま
す。

ワイヤーコンデンサー
閉店後の効率運転で省エネ
庫内照明スイッチと連動して省エネ運転モードに変更します。
（【消灯= 閉店】と判断。）　※劣化の恐れのある乳製品等を
陳列する際は、モードをオフにしてください。

ナイトエコモード

ドレン排水の蒸発を促進
ドレンからの排水を受け皿で受け、機械室内の温かい空気・
ヒーターを利用して蒸発を促す機能です。排水の手間、回
数を減らします。

排水強制蒸発装置
売場に合わせて POP 販促
ショーケースへの POP取付に便利なツールが付属されます。
売場に合わせてお役立てください。

POP（ボード・ハンガー）

高効率 DC インバータコンプレッサー搭載モデル
使用状況に応じて最適な回転数制御で省エネに貢献します。

インバータ制御
商品の情報表示に役立ちます
陳列棚の最前列に商品の価格・POS・販売 POPなどを表
示でき、売場に合わせて活用ができます。

プライスレール

HC R-
410A

R-
448A

R-
404A

R-
1234yf

ケース内の霜取りツール
冷凍ショーケース・フリーザー内についてしまった霜を削りと
れます。　※鋭利・堅固な工具等でたたくことは故障、ケガ
の原因となりますのでおやめください。

霜取りヘラ

3



「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。

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）

JIS B 8630（2009年版）消費電力量測定方法
種類 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

庫内温度 4℃以下 −20℃以下
扉開閉回数 5分ごとに1回、計72回/日 15分ごとに1回、計24回/日
周囲温度 30℃
周囲湿度 70％以上

消費電力量の表示 年間消費電力量（kWh/年）
（1日当たりの消費電力量365日分）

※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） ※省エネルギー基準達成の目標年度は2016年度です（業務用冷蔵庫等）

■ショーケース・業務用冷蔵庫について
　本カタログでは、庫内が見える製品をショーケース、庫内が見えない製品を業務用冷蔵庫と定義しています。
　P5～30、33～38はショーケースです。P31～32は業務用冷蔵庫です。（一部製品を除く）　

■消費電力について
●�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。

■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。
●�有効内容積とは食品をロードリミット内に収容するスペース（容積）を示しています。�
（部品が占有するスペース分の容積は含めない）�

■冷蔵庫の内容積について
●�カタログに表示の「冷却内容積」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
「冷却内容積」は、「食品収納スペース」と「冷機循環スペース」とを含みます。
●有効内容積とは食品をロードリミット内に収容するスペース（容積）を示しています。

SANDEN-Environmental Contribution

冷凍・冷蔵ショーケース

電源プラグの形状について

収容量について

庫内空気温度の条件

製品カタログページの記載事項について

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。

◎◎◎

※�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。

カタログ掲載図 形状呼称 参考イラスト 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、【タコ足
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。

商品保冷温度の目安
HOT 飲料������������������ 50℃～ 60℃
お弁当・おにぎり��������������� 16℃～20℃
ワイン（長期保管）� ������������� 12℃～18℃
ドリンク剤������������������ 10℃～13℃
日配・乳製品・惣菜・デザート���������� 3℃～ 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℃

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

4



5

● 必要な装備を必要な分だけご注文いただくことで、お客様の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、環境に配慮した発注スタイルです。

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

LED照明
エコモード
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

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。

RSDセミオーダー

A オープンタイプ

1  本体ベース 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-15 RSD-S3TFZC A-16 RSD-S3FZC A-18 RSD-S4TFZBC A-19 RSD-S4FZBC A-21 RSD-S6FZBC

厚型 奥行750mm − A-17 RSD-F3FZC − A-20 RSD-F4FZC A-22 RSD-F6FZBC

中間型 奥行650mm A-23 RSD-3TFKC A-24 RSD-3FKC A-25 RSD-4TFKC A-26 RSD-4FKC A-27 RSD-6FKC

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
うす型 奥行600mm

RRK-RSDFZ
（共通）厚型 奥行750mm

中間型 奥行650mm

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

※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

RSDシリーズ



R-
410A

1,155,000

内蔵型2温度オープンショーケース
10℃以下／18℃～22℃

6

A 詳しい製品情報は
右のQRコードから
ご確認できますオープンタイプ 



A
日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・おにぎり用オープンタイプ　☆3℃〜22℃

7

オープンタイプ 
詳しい製品情報は
左のQRコードから
ご確認できます

６
尺
タ
イ
プ

３
尺
タ
イ
プ

４
尺
タ
イ
プ

A-2 RSD-3FK5J

外形寸法 幅892×奥行650×高さ1,980
内形寸法 幅852×奥行350×高さ1,295
陳列段数 6段（棚5枚取外し調節可能）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：797/797W

（除霜時）200V：104/104W
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,010W
照　明 （LED）13W×1
質　量 約173kg

標準
価格 1,176,000円（税抜）

達成率

100％
年間消費電力量

3,770kWh/年

A-4 RSD-4FK5J

外形寸法 幅1,192×奥行650×高さ1,980
内形寸法 幅1,152×奥行350×高さ1,295
陳列段数 6段（棚5枚取外し調節可能）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）953W

（除霜時）ー
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,010W
照　明 （LED）18W×1
質　量 約202kg

標準
価格 1,292,000円（税抜）

達成率

108％
年間消費電力量

4,900kWh/年

A-6 RSD-6FK5J

外形寸法 幅1,742×奥行650×高さ1,980
内形寸法 幅1,702×奥行350×高さ1,295
陳列段数 6段（棚5枚×2取外し調節可能）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）ー

（除霜時）ー
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1,010W
照　明 （LED）13W×2
質　量 ー

標準
価格 1,680,000円（税抜）

達成率

125％
年間消費電力量

6,410kWh/年

500㎖ PET丸
320本
350㎖缶
408本

500㎖ PET角
375本
250㎖缶
651本

●有416ℓ
●冷536ℓ

500㎖ PET丸
480本
350㎖缶
576本

500㎖ PET角
620本
250㎖缶
942本

●有621ℓ
●冷792ℓ

中間型タイプ（D650mm）

吸気
排気

500㎖ PET丸
240本
350㎖缶
288本

500㎖ PET角
310本
250㎖缶
471本

●冷396ℓ
●有310ℓ

A-3 RSD-3TFK5J

電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：863/863W

（除霜時）100V：95/95W

標準
価格 1,176,000円（税抜）

達成率

100％
年間消費電力量

3,770kWh/年

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）995W

（除霜時）ー

標準
価格 1,292,000円（税抜）

A-5 RSD-4TFK5J

達成率

112％
年間消費電力量

4,700kWh/年

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

R-
410A

R-
410A

R-
410A

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）

スライドデッキ
RDP-3FKS RSD-３（T）FK５J 1枚/1段 1枚 62,000
RDP-4FKS RSD-4（T）FK５J 1枚/1段 1枚 73,000

スライドデッキ＋
中間金具

RDP-3FKS×2コ
+RDP-6FKS×1コ RSD-6FK５J 1セット/1段 1セット 138,600

オープンタイプ　オプションA

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
ど幅広い用途で様々な商品を陳列できます。

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。

LED照明

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。

インバータ制御

季節や時間に応じて、更に省エネ運転ができます。
ecoスイッチ搭載

100V仕様で、様々なロケーション
に対応できます。

100V仕様ラインアップ
（中間型・薄型の3・4尺タイプに限る）

100V電源



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）

スチール棚
（照明なし）

RSH-S3FZ
RSD-S3（T）FZ5J
RSD-S6FZB5J
RSD-３（T）FK５J・RSD-６FK５J

1枚/1段           
2枚/1段 1枚 22,000

RSH-F3FZ RSD-F3FZ4J
RSD-F6FZB4J

1枚/1段           
2枚/1段 1枚 24,000

RSH-S4FZ RSD-S4（T）FZB5J
RSD-４（T）FK５J 1枚/1段 1枚 24,000

RSH-F4FZ RSD-F4FZ4J 1枚/1段 1枚 26,000

スチール・
スライド棚
（照明なし）

RSH-S3FZS
RSD-S3（T）FZ5J
RSD-S6FZB5J・W3TFK5J
RSD-３（T）FK５J・RSD-６FK５J

1枚/1段           
2枚/1段 1枚 42,000

RSH-F3FZS RSD-F3FZ4J
RSD-F6FZB4J

1枚/1段           
2枚/1段 1枚 48,000

RSH-S4FZS RSD-S4（T）FZB5J
RSD-４（T）FK５J 1枚/1段 1枚 53,000

RSH-F4FZS RSD-F4FZ4J 1枚/1段 1枚 59,000
ガラス棚

（照明なし） RSH-S3FZG
RSD-S3（T）FZ5J
RSD-S6FZB5J・RSD-W3TFK5J
RSD-３（T）FK５J・RSD-６FK５J

1枚/1段           
2枚/1段 1枚 22,000

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）

ガラス棚
（照明なし）

RSH-F3FZG RSD-F3FZ4J
RSD-F6FZ4J

1枚/1段           
2枚/1段 1枚 24,000

RSH-S4FZG RSD-4（T）FK5J
RSD-S4（T）FZB5J 1枚/1段 1枚 24,000

RSH-F4FZG RSD-F4FZ4J 1枚/1段 1枚 26,000

スライドデッキ

RDP-S3FZS RSD-S3（T）FZ5J 1枚/1段           1枚 57,000
2RDP-S6FZS RSD-S6FZB5J 2枚/1段 1セット 114,000
RDP-F3FZS RSD-F3FZ4J 1枚/1段           1枚 66,000
2RDP-F6FZS RSD-F6FZB4J 2枚/1段           1セット 132,000
RDP-S4FZS RSD-S4（T）FZB5J 1枚/1段 1枚 66,000
RDP-F4FZS RSD-F4FZ4J 1枚/1段 1枚 79,000

縦照明（LED）RTL-FZ RSD機種共通 2本/1台 2本 84,000

連結キット RRK-RSDFZ RSD機種共通 1セット
/1連結

1
セット 33,000

ナイトカバー RNC-RSDW3 RSD-W3TFK5J 1枚/上段用 1枚 29,000

オープンタイプ　オプションA
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オープンタイプ A 詳しい製品情報は
右のQRコードから
ご確認できます

日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・弁当・おにぎり用オープンタイプ　☆3℃〜22℃

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

A-8 RSD-S3TFZ5J
標準
価格 1,082,000円（税抜）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：871/871W

（除霜時）100V：94/94W

100V電源

達成率

108％
年間消費電力量

3,510kWh/年
500㎖ PET丸
240本
350㎖缶
288本

500㎖ PET角
310本
250㎖缶
471本

●冷366ℓ
●有296ℓ

A-7 RSD-S3FZ5J
標準
価格 1,082,000円（税抜）
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（棚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 達成率

100％
年間消費電力量

3,780kWh/年

A-12 RSD-F3FZ4J
標準
価格 1,248,000円（税抜）
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 6段（棚5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

●有435ℓ
●冷538ℓ

500㎖ PET丸
360本

500㎖ PET角
418本

350㎖缶
372本

250㎖缶
608本

達成率

116％
年間消費電力量

3,890kWh/年

A-9 RSD-S4FZB5J
標準
価格 1,202,000円（税抜）
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（棚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 達成率

110％
年間消費電力量

4,800kWh/年

A-13 RSD-F4FZ4J
標準
価格 1,447,000円（税抜）
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 6段（棚5枚取外し調節可能）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,080/1,080W

（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 達成率

119％
年間消費電力量

5,260kWh/年

●有603ℓ
500㎖ PET丸
480本

500㎖ PET角
533本

350㎖缶
527本

250㎖缶
840本

●冷727ℓ

A-11 RSD-S6FZB5J
標準
価格 1,617,000円（税抜）
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（棚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

A-14 RSD-F6FZB4J
標準
価格 1,787,000円（税抜）
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 6段（棚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：1,453/1,453W

（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

●有592ℓ
500㎖ PET丸
480本

500㎖ PET角
620本

350㎖缶
576本

250㎖缶
942本

●冷731ℓ
●有870ℓ
500㎖ PET丸
720本

500㎖ PET角
836本

350㎖缶
744本

250㎖缶
1,216本

●冷1,074ℓ

達成率

111％
年間消費電力量

7,220kWh/年
達成率

118％
年間消費電力量

8,040kWh/年

厚型タイプ（D750mm）薄型タイプ（D600mm）

３
尺
タ
イ
プ

４
尺
タ
イ
プ

　
　

  
６
尺
タ
イ
プ

●有402ℓ
●冷495ℓ

500㎖ PET丸
320本
350㎖缶
408本

500㎖ PET角
375本
250㎖缶
651本

オープンタイプ 

R-
404A

R-
404A

R-
404A

R-
404A

R-
404A

R-
404A

A-10 RSD-S4TFZB5J
標準
価格 1,202,000円（税抜）
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

100V電源

達成率

110％
年間消費電力量

4,800kWh/年

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

吸気
排気



A

9

オープンタイプ （RSGセミオーダーシステム）　

達成率

112％
年間消費電力量

3,270kWh/年
達成率

136％
年間消費電力量

2,700kWh/年

詳しい製品情報は
左のQRコードから
ご確認できます

A-23 RSG-650FX

標準
価格 843,000円（税抜）
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（棚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

A-24 RSG-900FX

標準
価格 936,000円（税抜）
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（棚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

インバータ&LED搭載 ワイドレンジ　☆5℃〜20℃

スチール棚 3段（棚位置調節可能） スチール棚 3段（棚位置調節可能）

●有 168ℓ

500㎖ PET丸
128本
350㎖缶
128本

500㎖ PET角
144本
250㎖缶
200本

●冷 197ℓ
●有 240ℓ

500㎖ PET丸
176本
350㎖缶
176本

500㎖ PET角
208本
250㎖缶
280本

●冷 274ℓ

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

【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

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。

1  本体ベース 本体型式 A-25  RSG-650FXC（本体ベース） A-26  RSG-900FXC（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

●冷 197ℓ 達成率

136％
年間消費電力量

2,700kWh/年 ●冷 274ℓ 達成率

112％
年間消費電力量

3,270kWh/年

つの項目でお選びください4
写真はRSG-900FX（本体ベース）

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）

スチール棚
（照明なし）

RSH-S650FX RSG-650FX 1枚/1段 1枚 20,000

RSH-S900FX RSG-900FX 1枚/1段 1枚 21,000

スチール・
スライド棚
（照明なし）

RSH-SS650FX RSG-650FX 1枚/1段 1枚 37,000

RSH-SS900FX RSG-900FX 1枚/1段 1枚 40,000

スライドデッキ
RDP-SS650FX RSG-650FX 1枚/1段 1枚 37,000

RDP-SS900FX RSG-900FX 1枚/1段 1枚 40,000

オープンタイプ　オプションA

オープンタイプ 

A-35 SRO-D135ZD
標準
価格 2,205,000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 1,942/2,199w
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㎡

連結可能受注生産

※ 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

●有 477ℓ
吸気
排気

ラウンドタイプ　☆☆☆☆10℃以下
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A 詳しい製品情報は
右のQRコードから
ご確認できます

HOT COLD& COLD…☆5℃〜10℃　HOT…◎◎50℃〜60℃
インバータ&LED搭載

●有 212ℓ

●有 155ℓ

●冷 280ℓ

●冷 203ℓ

達成率

110％
年間消費電力量

3,340kWh/年

A-33 RSG-H750FXB
標準
価格 1,218,000円（税抜）
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（棚3枚取外し調節可能）、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

500㎖ PET丸
144本

500㎖ PET角
176本

250㎖缶
240本

●有 181ℓ
●冷 229ℓ

達成率

116％
年間消費電力量

3,160kWh/年

A-32 RSG-H650FXB
標準
価格 1,145,000円（税抜）
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（棚3枚取外し調節可能）、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

500㎖ PET丸
128本

500㎖ PET角
144本

250㎖缶
200本

●有 155ℓ
●冷 197ℓ

達成率

119％
年間消費電力量

3,080kWh/年

吸気 排気

吸気 排気

吸気 排気

●有 212ℓ
●冷 274ℓ

A-34 RSG-H900FXB
標準
価格 1,271,000円（税抜）
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（棚3枚取外し調節可能）、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
176本

500㎖ PET角
208本

250㎖缶
280本

達成率

102％
年間消費電力量

3,590kWh/年

達成率

122％
年間消費電力量

3,030kWh/年

標準
価格 1,313,000円（税抜）
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（棚3枚取外し調節可能）、傾斜陳列（引出時水平）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力  （コールド時）570W

 （オールホット時）1,411W
 （ホット＆コールド時：各2段）1,163W

圧縮機 全密閉型 出力400W
照　明 （LED）10W×1 質　量 約145kg

A-29 RSG-H900FS

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（棚3枚取外し調節可能）、傾斜陳列（引出時水平）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力  （コールド時）419W

 （オールホット時）910W
 （ホット＆コールド時：各2段）813W

圧縮機 全密閉型 出力400W
照　明 （LED）10W×1 質　量 約125kg

A-27 RSG-H650FS
標準
価格 1,208,000円（税抜）

標準
価格 1,313,000円（税抜）
外形寸法 幅890×奥行600×高さ1,285
内形寸法 幅855×奥行350×高さ888
陳列段数 3段（棚2枚取外し調節可能）、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）525W

 （オールホット時）1,078W
 （ホット＆コールド時：各2段）1,118W

圧縮機 全密閉型 出力400W
照　明 （LED）10W×1 質　量 約127kg

A-31 RSG-H900LFS

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（棚3枚取外し調節可能）、傾斜陳列（引出時水平）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力  （コールド時）419W

 （ホット＆コールド時：各2段）813W
圧縮機 全密閉型 出力400W
照　明 （LED）10W×1 質　量 約125kg

A-28 RSG-CH650FS
標準
価格 1,155,000円（税抜）

達成率

135％
年間消費電力量

2,720kWh/年

R-
1234yf

R-
1234yf

標準
価格 1,271,000円（税抜）
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（棚3枚取外し調節可能）、傾斜陳列（引出時水平）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力  （コールド時）570W

 （ホット＆コールド時：各2段）1,163W
圧縮機 全密閉型 出力400W
照　明 （LED）10W×1 質　量 約145kg

A-30 RSG-CH900FS

オープンタイプ オープンタイプ 

R-
1234yf

●有 174ℓ
●冷 234ℓ
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卓上タイプ（前後扉）
HOT COLD& COLD…3℃〜10℃　HOT…◎◎51℃〜59℃

●冷84ℓ
●有 65ℓ

500㎖ PET
40本（整列）/48本（MAX）

350㎖缶
75本

280㎖ PET
75本

達成率

113％
年間消費電力量

710kWh/年

標準
価格 231,000円（税抜）
外形寸法 幅437×奥行445×高さ986
内形寸法 幅386×奥行376×高さ587
陳列段数 3段（内棚2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：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

B-1 AG-H63WMC B-2 AG-63WB
標準
価格 124,000円（税抜）
外形寸法 幅434×奥行446×高さ854
内形寸法 幅370×奥行374×高さ480
陳列段数 3段（棚2枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：120/130W
照　明 LED 2灯
質　量 約39kg

500㎖ PET
32本

350㎖缶
52本

250㎖缶
90本

☆☆2℃〜12℃

達成率

142％
年間消費電力量

569kWh/年

吸気 排気 前後扉

オールラウンドロケーション対応
4種類の冷・温パターンに切替可能です

500PET 2段陳列
50本収容可能

縦LED2本搭載 前後扉対応 デジタル温度計

ALL COLD ALL HOTHOT&COLD ALL COLD ALL HOTHOT&COLD

HOT&COLD卓上タイプ　AG-H63WMC

卓上タイプ　AG-63WB

HC

●有 63ℓ
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●有 345ℓ

標準
価格 426,000円（税抜）
B-6 AGV-G3400XC

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（棚5枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：268/276W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力175W
照　明 6W LED1灯
質　量 約87kg

排水タンク付

上下扉
標準
価格 568,000円（税抜）

AGV-700ZCB-8

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（棚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 8W LED1灯
質　量 約109kg

350㎖缶
378本

250㎖缶
594本

B
3面ガラスタイプ  3℃〜10℃

●冷 130ℓ
●有 96ℓ
 5段陳列棚  6 段陳列棚  7 段陳列棚

標準
価格 227,000円（税抜）

AGV-G390XB-3

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（棚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58kg

●冷 225ℓ
●有 171ℓ

標準
価格 322,000円（税抜）
B-4 AGV-G3150XB

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（棚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81kg

●冷 259ℓ
●有 197ℓ

標準
価格 380,000円（税抜）
B-5 AGV-G3200XB

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（棚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86kg

●冷 286ℓ ●有 220ℓ

標準
価格 507,000円（税抜）
B-7 AGV-G3B400XC

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（棚5枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：282/289W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力175W
照　明 6W LED1灯
質　量 約91kg ●冷 303ℓ ●有 220ℓ

詳しい製品情報は
右のQRコードから
ご確認できますタテ型タイプ

（B-7のみ）

写真はAGV-G390X

写真はAGV-G3400XC

HC

4面ガラスタイプ  ☆☆2℃〜12℃

写真はAGV-279W

B-13 AGV-130WB
外形寸法 幅515×奥行553×高さ1,100
内形寸法 幅449×奥行484×高さ617
陳列段数 4段（棚3枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
照　明 LED 2灯
質　量 約59kg

●有 130ℓ
 4 段陳列棚

外形寸法 幅515×奥行553×高さ1,600
内形寸法 幅449×奥行484×高さ1,117
陳列段数 5段（棚4枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
照　明 LED 2灯
質　量 約76kg

B-15 AGV-237W
●有 237ℓ

 5 段陳列棚

外形寸法 幅515×奥行553×高さ1,323
内形寸法 幅449×奥行484×高さ840
陳列段数 5段（棚4枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
照　明 LED 2灯
質　量 約68kg

B-14 AGV-178W
●有 178ℓ

 4 段陳列棚

外形寸法 幅515×奥行553×高さ1,800
内形寸法 幅449×奥行484×高さ1,317
陳列段数 6段（棚5枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
照　明 LED 2灯
質　量 約86kg

B-16 AGV-279W
●有 279ℓ

 6 段陳列棚

パススルー3面ガラスタイプ  3℃〜10℃

●冷 284ℓ
●有 182ℓ

標準
価格

B-12 SPAS-G3502X
520,000円（税抜）

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98kg

HOT COLD& COLD…3℃〜10℃　HOT…◎◎51℃〜59℃

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（内棚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99kg

標準
価格 631,000円（税抜）
B-10 SPAS-G3H522X

●冷 284ℓ
●有171ℓ内ホット62ℓ

 5段陳列棚

●有137ℓ内ホット61ℓ
●冷 231ℓ

SPAS-G3H521X
標準
価格 460,000円（税抜）
B-9

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（内棚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91kg

写真はSPAS-G3H521X

 4 段陳列棚

●冷 284ℓ
●有167ℓ内ホット91ℓ

標準
価格 690,000円（税抜）
B-11 SPAS-G3H532X

陳列段数 5段（内棚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：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100kg

 5段陳列棚

発売予定 発売予定

発売予定発売予定



キュービックタイプショーケース
MU/MUSシリーズ

■省エネトップランナー基準を達成！

断熱性に優れるペアガラスを採用
省エネ性能の向上と同時に扉への結露も軽減いたします。

■HACCP対応！

日々の温度チェックがしやすい
デジタル温度計を標準装備、
一目で庫内温度を確認できます。

■省力化

■オプション

フィルターレスの
ワイヤーコンデンサーを採用
ホコリ詰まりによる性能低下や
故障トラブルを低減。
フィルタータイプに比べお掃除の
回数も大幅に削減できます。

床の掃除がしやすい
レベル調節脚（オプション）
頑丈で高さ変更ができる、
レベル調節脚への交換ができます。
ねじ径M20mm
脚高さ90～１35mm

キズ、汚れがつきにくい
SUS天板（オプション）
掃除しやすく耐腐食性に優れる
ステンレス天板でケースを清潔
に保てます。

冷蔵
3～10℃

デジタル
温度計

ペア
ガラス

脚付棚 レベル調節脚 SUS天板追加棚

13

C 詳しい製品情報は
左のQRコードから
ご確認できます キュービックタイプ



キュービックタイプ　オプションC

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）

脚付棚 RSH-MUSX
MUS-0608X 2個/1段 1個

10,000
MUS-0908X 3個/1段 1個

追加棚

RSH-MUS06 MUS-0611X、MUS-0614X 1枚/1段 1枚 10,000
RSH-MU09 MU-0911X、MU-0914X 2枚/1段 1枚 11,000
RSH-MU12 MU-1211X 2枚/1段 1枚 11,000

レベル調節脚 RAJ-TRM MU/MUS機種共通 4本/1台 4本 9,000

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）

SUS天板

SUS-MUS06 MUS-0608X、MUS-0611X、
MUS-0614X

1枚/1台 1枚

18,000

SUS-MUS09 MUS-0908X 20,000
SUS-MU09 MU-0911X、MU-0914X 21,000
SUS-MU12 MU-1211X 29,000

14

C 詳しい製品情報は
右のQRコードから
ご確認できます

キュービックタイプ　3℃〜10℃
アンダーカウンタータイプ

ビール中ビン
33本

ビール大ビン
30本

ビール中ビン
60本

ビール大ビン
55本

ビール中ビン
87本

ビール大ビン
80本

達成率

144％
年間消費電力量

370kWh/年

達成率

107％
年間消費電力量

500kWh/年

達成率

103％
年間消費電力量

650kWh/年

●有59ℓ

●有112ℓ

●有166ℓ

●冷74ℓ

●冷132ℓ

●冷190ℓ

高
さ
８
０
０
㎜

高
さ
１
，１
０
０
㎜

高
さ
１
，４
０
０
㎜

幅1,200㎜幅600㎜ 幅900㎜

キュービックタイプ キュービックタイプ 

ビール中ビン
53本

ビール大ビン
50本

達成率

127％
年間消費電力量

420kWh/年

●有93ℓ
●冷115ℓ

MUS-0608XC-1
標準
価格 185,000円（税抜）
外形寸法 幅600×奥行450×高さ800
内形寸法 幅520×奥行349×高さ328
陳列段数 1段
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：109/117W
圧縮機 全密閉型 出力75W
照　明 ー
質　量 約46kg

MUS-0908XC-4
標準
価格 202,000円（税抜）
外形寸法 幅900×奥行450×高さ800
内形寸法 幅820×奥行349×高さ328
陳列段数 1段
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：113/124W
圧縮機 全密閉型 出力75W
照　明 ー
質　量 約56kg

MUS-0611XC-2
標準
価格 204,000円（税抜）
外形寸法 幅600×奥行450×高さ1,100
内形寸法 幅520×奥行349×高さ628
陳列段数 2段（棚1枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：113/123W
圧縮機 全密閉型 出力75W
照　明 ー
質　量 約56kg

MU-0911XC-5
標準
価格 303,000円（税抜）
外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,100
内形寸法 幅820×奥行449×高さ628
陳列段数 2段（棚1枚×2取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：135/146W
圧縮機 全密閉型 出力110W
照　明 ー
質　量 約81kg

ビール中ビン
120本

ビール大ビン
114本

達成率

116％
年間消費電力量

630kWh/年

●有228ℓ
●冷261ℓ

MU-1211XC-8
標準
価格 376,000円（税抜）
外形寸法 幅1,200×奥行550×高さ1,100
内形寸法 幅1,120×奥行449×高さ628
陳列段数 2段（棚1枚×2取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：178/194W
圧縮機 全密閉型 出力150W
照　明 ー
質　量 約95kg

ビール中ビン
174本

ビール大ビン
156本

達成率

116％
年間消費電力量

810kWh/年

●有312ℓ
●冷356ℓ

MU-0914XC-6
標準
価格 384,000円（税抜）
外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,400
内形寸法 幅820×奥行449×高さ928
陳列段数 3段（棚2枚×2取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：184/197W
圧縮機 全密閉型 出力150W
照　明 ー
質　量 約96kg

ビール中ビン
174本

ビール大ビン
168本

達成率

110％
年間消費電力量

900kWh/年

●有337ℓ
●冷377ℓ

MUS-0614XC-3
標準
価格 232,000円（税抜）
外形寸法 幅600×奥行450×高さ1,400
内形寸法 幅520×奥行349×高さ928
陳列段数 3段（棚2枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：137/143W
圧縮機 全密閉型 出力110W
照　明 ー
質　量 約69kg



リーチインタイプショーケース

■日常メンテナンスの軽減

■HACCP対応！

■LED庫内照明を搭載

■オプション

追加棚

TRMシリーズ

コンデンサーフィルターレス
構造なので、面倒なホコリ
清掃作業は不要です。

ワイヤーコンデンサー

日々の温度チェックがしやすい

排熱を利用した強制蒸発装置を内蔵。
排水処理の手間を軽減します。

排水強制蒸発装置

デジタル温度計を標準装備、
一目で庫内温度を
確認できます。

明るく省エネの LED庫内照明を搭載。
従来機より、高さ方向へ
200mm長くなり、
庫内をより明るく照らします。
消灯状態での冷却運転も可能です。

レベル調節脚

カスタムリーチインショーケース

カスタマイズショーケースで、
様々なケースを製作できます。

デジタル
温度計

※詳しくは最寄りの営業拠点まで
　お問い合わせください。
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D 詳しい製品情報は
左のQRコードから
ご確認できます リーチインタイプ



リーチインタイプショーケース

■日常メンテナンスの軽減

■HACCP対応！

■LED庫内照明を搭載

■オプション

追加棚

TRMシリーズ

コンデンサーフィルターレス
構造なので、面倒なホコリ
清掃作業は不要です。

ワイヤーコンデンサー

日々の温度チェックがしやすい

排熱を利用した強制蒸発装置を内蔵。
排水処理の手間を軽減します。

排水強制蒸発装置

デジタル温度計を標準装備、
一目で庫内温度を
確認できます。

明るく省エネの LED庫内照明を搭載。
従来機より、高さ方向へ
200mm長くなり、
庫内をより明るく照らします。
消灯状態での冷却運転も可能です。

レベル調節脚

カスタムリーチインショーケース

カスタマイズショーケースで、
様々なケースを製作できます。

デジタル
温度計

※詳しくは最寄りの営業拠点まで
　お問い合わせください。

３
尺
タ
イ
プ

４
尺
タ
イ
プ

厚型（653mm）薄型（453mm）
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D-3 TRM-SS40XF
標準
価格 825,000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（棚4枚×2取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：304/324W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　明 〔LED〕19W×2
質　量 約155kg

D-2 TRM-30XF
標準
価格 809,000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（棚4枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：269/269W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W
照　明 〔LED〕19W×2
質　量 約147kg

D-4 TRM-40XF
標準
価格 945,000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（棚4枚×2取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：300/323W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力200W
照　明 〔LED〕19W×2
質　量 約179kg

リーチインタイプ　☆☆3℃〜10℃

●有298ℓ ●有497ℓ

●有690ℓ●有413ℓ

●冷378ℓ ●冷602ℓ

●冷825ℓ●冷517ℓ

D-1 TRM-SS30XF
標準
価格 715,000円（税抜）
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（棚4枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：261/271W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力150W
照　明 〔LED〕19W×2
質　量 約127kg

ビール中ビン
148本

ビール大ビン
146本

ビール中ビン
256本

ビール大ビン
256本

ビール中ビン
368本

ビール大ビン
334本

ビール中ビン
212本

ビール大ビン
196本

達成率

114％
年間消費電力量

1,230kWh/年
達成率

117％
年間消費電力量

1,200kWh/年

達成率

104％
年間消費電力量

1,460kWh/年

吸気 排気

達成率

106％
年間消費電力量

1,360kWh/年

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

D-5 PAS-H900E

●有560ℓ内ホット146ℓ

外形寸法 幅900×奥行700（天板＋40）×高さ（本体）1,820
※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（棚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 （LED）〔上〕8.8W×1　〔下〕9.6W×2
質　量 約188kg

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

HOT COLD&別置型 （前後扉）COLD…☆☆3℃〜10℃　HOT…◎◎◎50℃〜60℃ リーチインタイプ　オプションＤ

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）

追加棚

RSH-TRMSS30F TRM-SS30XF 2枚/1台 1枚 10,000
RSH-TRMSS40F TRM-SS40XF 2枚/1台 1枚 11,000
RSH-TRM30F TRM-30XF 2枚/1台 1枚 11,000
RSH-TRM40F TRM-40XF 2枚/1台 1枚 12,000

レベル調節脚 RAJ-TRM TRM機種共通 4本/1台 4本 9,000

リーチインタイプ D 詳しい製品情報は
右のQRコードから
ご確認できますリーチインタイプ



E 対面販売タイプ

LED照明
標準搭載

各棚下に搭載、
照明効果がUP

前後にペアガラスを採用
結露防止に貢献
（※製品特性上、結露は発生いたします。）

天板にはSUSヘアラインを使用

高湿タイプ
生洋菓子をカバーなしで
販売可能

TSAシリーズ
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対面販売タイプ

対面ショーケース　☆☆3℃〜7℃

排水タンク付
側板：透明ガラス

排水タンク付
側板：透明ガラス

排水タンク付
側板：透明ガラス

排水タンク付
側板：透明ガラス

高湿タイプ

高湿タイプ

高湿タイプ

高湿タイプ

0.8㎡

標準
価格 908,000円（税抜）
E-1 TSA-090XC

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（棚2枚取外し調節可能）
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133kg
収容能力 洋菓子

吸気 排気

対面ショーケース　☆☆3℃〜17℃

対面ショーケース　☆☆3℃〜17℃

1.08㎡

E-2 TSA-120XC
標準
価格 1,025,000円（税抜）
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（棚2枚取外し調節可能）
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163kg
収容能力 洋菓子

E-3 TSA-150XC
標準
価格 1,174,000円（税抜）

1.38㎡

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（棚2枚取外し調節可能）
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176kg
収容能力 洋菓子

E-4 TSA-180XC

1.69㎡

標準
価格 1,263,000円（税抜）
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（棚2枚取外し調節可能）
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209kg
収容能力 洋菓子



対面オープンショーケース　CTOADシリーズ

型式名 設定温度
（℃）

有効内容積
（L） W（mm） D（mm） H（mm） 電　源 消費電力（W） LED灯数（本） 製品重量（kg） 標準価格（税抜：円）

CTOAD-09

+8～+18

190 900

652 1,155

単相100V 50/60Hz 985 3 150 1,020,000

CTOAD-12 272 1,200 単相100V 50/60Hz
三相200V 50/60Hz

100V：85
200V：880 3 190 1,160,000

CTOAD-15 346 1,500 単相100V 50/60Hz
三相200V 50/60Hz

100V：85
200V：1440 3 230 1,300,000

CTOAD-18 420 1,800 単相100V 50/60Hz
三相200V 50/60Hz

100V：110
200V：1440 3 270 1,480,000

 8〜18℃の温度帯に対応
様々な商品が販売可能です

バックドアを搭載
商品の先入先出しが
簡単に行えます

LED照明＆ガラス棚
庫内を明るく演出いたします

ナイトカバーを標準装備！
アイドルタイムや夜間の
省エネに貢献します

1.5ヵ月受注生産
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E 詳しい製品情報は
右のQRコードから
ご確認できます対面販売タイプ

E-5 TSR-B090XB E-6 TSR-B120X

対面ショーケース　☆☆4℃〜10℃
後扉タイプ

対面ショーケース　☆☆4℃〜10℃
前扉タイプ

●有105ℓ ●有144ℓ

●有105ℓ

標準
価格 617,000円（税抜）
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（棚1枚取外し調節可能）
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）

標準
価格 716,000円（税抜）
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（棚1枚取外し調節可能）
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）

●有144ℓ

標準
価格 658,000円（税抜）
E-7 TSR-F090X

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（棚1枚取外し調節可能）
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：331/335W

（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）

E-8 TSR-F120X
標準
価格 751,000円（税抜）
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（棚1枚取外し調節可能）
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）



高湿対面ショーケース Sweets&Delica   CTSCR/CTSCS

対面型冷蔵ショーケース Meat   CTSMS/CTSMR

1,5301,530

1,8301,830

2,4302,430

1,2301,230

1,5301,530

1,8301,830

2,4302,430

1,2001,200

1,5001,500

1,8001,800

2,4002,400

1,2001,200

1,5001,500

1,8001,800

1,2301,230

2,4002,400

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,5301,530

1,8301,830

2,4302,430

1,2301,230

1,5301,530

1,8301,830

2,4302,430

1,2001,200

1,5001,500

1,8001,800

2,4002,400

1,2001,200

1,5001,500

1,8001,800

1,2301,230

2,4002,400

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1,1501,150

1.5ヵ月受注生産

1.5ヵ月受注生産
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E 詳しい製品情報は
左のQRコードから
ご確認できます 対面販売タイプ 対面販売タイプ



Dipping ShowCase
ディッピングショーケース

LED

フロントデフ

外形寸法W×D×Hmm

W850×D８００×H1,270

W990×D８００×H1,270

W1,154×D８００×H1,270

W1,490×D８００×H1,270

W1,665×D８００×H1,270

W1,995×D８００×H1,270

バット数型式

CTSD4-08

CTSD4-09

CTSD4-11

CTSD4-14

CTSD4-16

CTSD4-19

8

10

12

16

18

22

外形寸法W×D×Hmm

W850×D1,06０×H1,405

W1,005×D1,06０×H1,405

W1,154×D1,06０×H1,405

W1,490×D1,06０×H1,405

W1,665×D1,06０×H1,405

W1,995×D1,06０×H1,405

バット数型式

CTSD5-08

CTSD5-10

CTSD5-11

CTSD5-14

CTSD5-16

CTSD5-19

8

10

12

16

18

22

1.5ヵ月受注生産
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対面販売タイプ E 詳しい製品情報は
右のQRコードから
ご確認できます対面販売タイプ



①  コンパクト設計のカフェケースで、商品数の多
いカフェ店でもスッキリと収納できます。

②  上部はクローズド、下部はオープンの２温度ケー
スで、商品の特性によって使い分けができます。

導入事例

1.5ヵ月受注生産
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E 詳しい製品情報は
左のQRコードから
ご確認できます 対面販売タイプ ワインセラー



1.5ヵ月受注生産
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対面販売タイプ F 詳しい製品情報は
右のQRコードから
ご確認できますワインセラー
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F 詳しい製品情報は
左のQRコードから
ご確認できます ワインセラー ワインセラー

ZERO Advance
ワインセラー

ZERO CHILLED
日本酒セラー

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

2
庫室

2
庫室

《紫外線》カット率最大99％
主に住宅やビルなどの建材に使われる「Low-Eガラ
ス」を使用。家庭や店舗などの照明機器にも含まれ
る、ワインを劣化させる紫外線を90〜99％カットしま
す。

＊＊：UVカット率99％
　＊：UVカット率90％以上

細やかな温度設定で目的に応じた最適な温度で保管できます。

長期保管温度（目安）

0 20（℃）15105

飲み頃温度（目安）

ZERO CHILLED

ZERO Advance

ZERO CLASS premium

ZERO CLASS smart

FURNIEL

PRO CLASS

見やすく選びやすい、ボトルを立てて収容

デザインと完璧な温度管理を両立した新シリーズ

「0℃」にできる冷却性能でワインの長期熟成と日本酒の保管もできる万能セラー

プロ仕様で大容量のツイン冷却セラー

コンパクトなボディで最小の設置面積

「0℃」にできる冷却性能で日本酒の保管もできる万能セラー上室
下室

生酒 ワイン全般

赤ワイン白ワイン
スパークリング

雪冷え 花冷え 涼冷え ひや

日本酒

ワイン

日本酒

吟醸酒

外形寸法 幅360×奥行425×高さ930
設置寸法 幅400×奥行425×高さ980
電　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 0℃〜22℃
扉タイプ 3層構造ガラス扉（Low-Eガラス）
庫内灯 LED灯
質　量 32.2kg

OSK9-B/OSK9-WF-14

外形寸法 幅390×奥行530×高さ710
設置寸法 幅430×奥行530×高さ760
電　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 0℃〜22℃
扉タイプ 4㎜強化ガラス（遮光タイプ）＋3層構造ガラス（Low-Eガラス）
庫内灯 LED灯
質　量 33kg

SA22-B/SA22-WF-1

外形寸法 幅450×奥行425×高さ1,410
設置寸法 幅490×奥行425×高さ1,460
電　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 0℃〜22℃（上室／下室共）
扉タイプ 3層構造ガラス扉（Low-Eガラス）
庫内灯 LED灯
質　量 53kg

OSK20-B/OSK20-WF-15

外形寸法 幅390×奥行530×高さ1,165
設置寸法 幅430×奥行530×高さ1,215
電　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 0℃〜22℃（上室／下室共）
扉タイプ 4㎜強化ガラス（遮光タイプ）＋3層構造ガラス（Low-Eガラス）
庫内灯 LED灯
質　量 49kg

SA38-B/SA38-WF-2

●有40ℓ

●有58ℓ ●有104ℓ

●有85ℓ

＊＊

＊＊

＋一升瓶� 2本 四合瓶� 6本

四合瓶� 20本上室� 8本下室�12本

ワイン� 38本上室�16本下室�22本

＋一升瓶� 3本 四合瓶� 3本 一升瓶� 10本 四合瓶� 4本上室� 5本
下室� 5本

上室� 0本
下室� 4本＋

一升瓶� 6本 四合瓶� 12本上室� 3本
下室� 3本

上室� 4本
下室� 8本＋

四合瓶� 9本

ワイン� 22本

一升瓶� 5本 一升瓶� 11本

500㎖
PET � 21本 500㎖

PET � 65本
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ワインセラー F 詳しい製品情報は
右のQRコードから
ご確認できますワインセラー

ZERO CLASS premium

FURNIEL

PRO CLASS

ZERO CLASS smart

外形寸法 幅380×奥行527×高さ710
設置寸法 幅420×奥行527×高さ760
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

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
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

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
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

UVカット率90％以上UVカット率90％以上

価格については最寄りの営業拠点へご相談ください

2
庫室

2
庫室

2
庫室

2
庫室

2
庫室

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
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

SB75F-6
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
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

SB103F-7
外形寸法 幅595×奥行680×高さ1,215
設置寸法 幅635×奥行710×高さ1,265
電　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 5℃〜22℃（上室／下室共）
扉タイプ 2層構造ガラス扉（Low-Eガラス）
庫内灯 LED灯
質　量 71kg

SV78F-8
外形寸法 幅595×奥行680×高さ1,770
設置寸法 幅635×奥行710×高さ1,820
電　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 5℃〜22℃（上室／下室共）
扉タイプ 2層構造ガラス扉（Low-Eガラス）
庫内灯 LED灯
質　量 100kg

SV155F-9

SB22F-3 SB38F-4 SB51F-5

外形寸法 幅380×奥行476×高さ704
設置寸法 幅420×奥行506×高さ804
電　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 5℃〜20℃
扉タイプ 3層スモークガラス（UVカット）
庫内灯 LED灯
質　量 27kg

SAB-50G-PBF-10
外形寸法 幅380×奥行476×高さ1,150
設置寸法 幅420×奥行506×高さ1,250
電　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 5℃〜20℃（上室／下室共）
扉タイプ 3層スモークガラス（UVカット）
庫内灯 LED灯
質　量 37kg

SAB-90G-PBF-11
外形寸法 幅595×奥行543×高さ1,235
設置寸法 幅635×奥行573×高さ1,335
電　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 5℃〜20℃
扉タイプ 3層スモークガラス（UVカット）
庫内灯 LED灯
質　量 63kg

SAF-190G-BBF-12
外形寸法 幅595×奥行543×高さ1,635
設置寸法 幅635×奥行573×高さ1,735
電　源 単相100V　50/60Hz
設定温度 5℃〜20℃
扉タイプ 3層スモークガラス（UVカット）
庫内灯 LED灯
質　量 80kg

SAF-280G-BBF-13

●有55ℓ

●有207ℓ

●有52ℓ ●有93ℓ ●有188ℓ ●有270ℓ

●有284ℓ ●有264ℓ ●有410ℓ

●有97ℓ ●有142ℓ

＊＊

＊＊ ＊

＊

ワイン� 22本

ワイン� 75本

ワイン� 12本

ワイン� 65本 ワイン� 89本

ワイン� 103本

一升瓶� 5本

一升瓶� 24本

一升瓶� 5本

一升瓶� 36本

ワイン� 38本上室�16本下室�22本

ワイン� 78本上室�33本下室�45本 ワイン� 155本上室�77本下室�78本

ワイン� 51本上室�25本下室�26本

一升瓶� 11本上室� 6本下室� 5本 一升瓶� 12本上室� 6本下室� 6本

一升瓶� 8本上室� 8本下室� 5本

ワイン� 24本上室�12本下室�12本



G 平型・セミ多段タイプ
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G-8 SMRN-63QWBTPS（三相）
標準
価格 1,098,000円（税抜）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：707/707W　

（除霜時）200V：1,344/1,344W

受注生産G-6 SMRN-53QWBTPS（三相）
標準
価格 1,061,000円（税抜）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：604/604W　

（除霜時）200V：1,180/1,180W

受注生産

標準
価格 663,000円（税抜）
G-1 PHO-R4GZB

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
照　明 32W×1
質　量 約118kg

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
照　明 40W×1
質　量 約152kg

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
照　明 40W×1
質　量 約134kg

平型・セミ多段タイプ

売場にジャストサイズ

らくらく移動・
ホットスポットで商品販売。

庫内敷き網で商品陳列をアレンジできます。

アースピンが折りたためる
単相100Vポッキンプラグ仕様。

達成率

135％
年間消費電力量

3,660kWh/年
達成率

146％
年間消費電力量

4,810kWh/年
達成率

153％
年間消費電力量

3,800kWh/年

鮮魚・精肉 日配 弁当・おにぎり ☆☆−2℃〜＋18℃

標準
価格

標準
価格 832,000円（税抜）765,000円（税抜）

G-3 PHO-R6GZBG-2 PHO-R5GZB

ポッキンプラグ　ナイトカバー・排水タンク付

●冷188ℓ ●有160ℓ ●冷238ℓ ●有205ℓ ●冷290ℓ ●有250ℓ

吸気 排気

写真はSMRN-63QWBTPS

※ ナイトカバーは断熱ナイトシート
排水タンク付

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

G-4 SAFC-61ROBTXS
標準
価格 1,092,000円（税抜）
外形寸法 幅1,909×奥行900×高さ890
内形寸法 幅1,829×奥行690×高さ179
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：397W　

（除霜時）200V：1,086W
照　明 32W LED 2灯
質　量 約225kg
収容能力 陳列面積1.2㎡

受注生産

●有161ℓ

G-5 SMRN-53QWBSPS（単相） 受注生産

標準
価格 1,061,000円（税抜）
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220
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：604/604W　

（除霜時）100V：1,180/1,180W
照　明 LED 15W
質　量 約155kg
収容能力 陳列面積1.03㎡ 冷食・アイスクリーム

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

6,961kWh/年

●有233ℓ ●有282ℓ

G-7 SMRN-63QWBSPS（単相） 受注生産
標準
価格 1,098,000円（税抜）
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220
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：707/707W　

（除霜時）100V：1,344/1,344W
照　明 LED 15W
質　量 約170kg
収容能力 陳列面積1.25㎡ 冷食・アイスクリーム

達成率

110％
年間消費電力量

7,600kWh/年

達成率

110％
年間消費電力量

7,600kWh/年

※R-
448A

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

SMRN
折り畳み棚（庫外）
排水蒸発装置
巻取ナイトカバー

片面平形タイプ　出荷時仕様変更G

コンセント形状に
対応してピン開閉

売り場での使いやすさを追求 PHOシリーズ

外形幅1,200・1,500・1,800の
3タイプをラインナップ。

大型ゴムキャスター
（φ75mm）を
標準搭載。

片面平型タイプ

幅 4尺  5尺  6尺 　奥行 880 　電源 単相100V

鮮魚・精肉 −2℃〜＋20℃
幅 6尺 　奥行 900 　電源 三相200V

アイスクリーム 冷凍食品 鮮魚・精肉 日配 ◇−25℃〜＋15℃ 
幅 5尺  6尺 　奥行 900 　電源 単相100V  三相200V

R-
448A
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G-9 SIMC-45RGFSAX
標準
価格 848,000円（税抜）
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：265/265W
照　明 −
収容能力 陳列面積0.71㎡
質　量 約136kg

受注生産

G-10 SIMC-55RGFSAX
標準
価格 928,000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：335/335W
照　明 −
収容能力 陳列面積0.90㎡
質　量 約148kg

受注生産

日配

G 詳しい製品情報は
右のQRコードから
ご確認できます平型・セミ多段タイプ

写真はSIMC-46QWFTAXR

G-21 SIMC-36QWFSAXR（単相）
標準
価格 1,000,000円（税抜）
外形寸法 幅900×奥行900×高さ850
内形寸法 幅771×奥行671×高さ210
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：651/651W  （除霜時）100V：800/800W
質　量 約130kg
収容能力 陳列面積0.52㎡ 

受注生産 G-22 SIMC-46QWFSAXR（単相）
標準
価格 1,089,000円（税抜）
外形寸法 幅1,200×奥行900×高さ850
内形寸法 幅1,071×奥行671×高さ210
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：688/688W  （除霜時）100V：950/950W
質　量 約136kg
収容能力 陳列面積0.72㎡ 

受注生産

達成率

122％
年間消費電力量

5,799kWh/年

G-23 SIMC-46QWFTAXR（三相）
標準
価格 1,089,000円（税抜）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：688/688W （除霜時）200V：950/950W

受注生産

達成率

122％
年間消費電力量

5,799kWh/年

R-
448A

R-
448A

●有148ℓ

●有190ℓ

写真はSIMC-45RGFSAX 写真はSIMC-56PGFSAX

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

G-11 SIMC-56PGFSAX
標準
価格 1,093,000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671×高さ210
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：710/710W （除霜時）100V：900/900W
照　明 −
収容能力 陳列面積0.92㎡
質　量 約152kg

達成率

101％
年間消費電力量

5,643kWh/年

受注生産 G-13 SIMX-56PGFSAX
標準
価格 1,111,000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871×高さ210
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力（運転時）100V：710/710W （除霜時）100V：900/900W
照　明 −
収容能力 陳列面積1.19㎡
質　量 約165kg

達成率

110％
年間消費電力量

6,280kWh/年

受注生産

G-12 SIMC-56PGFTAX（三相）
標準
価格 1,093,000円（税抜）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：747/747W （除霜時）200V：900/900W

受注生産
達成率

101％
年間消費電力量

5,643kWh/年

G-14 SIMX-56PGFTAX（三相）
標準
価格 1,111,000円（税抜）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：747/747W （除霜時）200V：900/900W

達成率

113％
年間消費電力量

6,120kWh/年

受注生産

R-
404A

R-
448A

写真はSIMC-66PGFSAX 写真はSIMC-86PGFTAX

G-15 SIMC-66PGFSAX
標準
価格 1,144,000円（税抜）
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：789/789W （除霜時）100V：1,050/1,050W
照　明 −
収容能力 陳列面積1.12㎡
質　量 約165kg

受注生産
達成率

112％
年間消費電力量

5,891kWh/年

G-17 SIMX-66PGFSAX
標準
価格 1,160,000円（税抜）
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：789/789W （除霜時）100V：1,050/1,050W
照　明 −
収容能力 陳列面積1.46㎡
質　量 約178kg

受注生産
達成率

125％
年間消費電力量

6,473kWh/年

G-16 SIMC-66PGFTAX（三相）
標準
価格 1,144,000円（税抜）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：830/830W （除霜時）200V：1,050/1,050W

受注生産
達成率

107％
年間消費電力量

6,164kWh/年

G-18 SIMX-66PGFTAX（三相）
標準
価格 1,160,000円（税抜）
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：830/830W （除霜時）200V：1,050/1,050W

受注生産
達成率

120％
年間消費電力量

6,724kWh/年

達成率

105％
年間消費電力量

7,978kWh/年

G-19 SIMC-86PGFTAX（三相）
標準
価格 1,500,000円（税抜）
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：1,108/1,108W （除霜時）200V：1,350/1,350W
照　明 −
収容能力 陳列面積1.52㎡
質　量 約200kg

受注生産

●有410ℓ

達成率

122％
年間消費電力量

8,934kWh/年

G-20 SIMX-86PGFTAX（三相）
標準
価格 1,520,000円（税抜）
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
照　明 −
収容能力 陳列面積1.98㎡
質　量 約215kg

受注生産

R-
448A

R-
448A

適合機種 品名

SIMC・SIMX
非冷棚
吸込プライスレール
防風ガラス

両面平形タイプ　出荷時仕様変更Gアイスクリーム 冷凍食品 鮮魚・精肉 日配 ◇−25℃〜＋15℃ 
幅 3尺 　奥行 900 　電源 単相100V 幅 4尺 　奥行 900 　電源 単相100V  三相200V

両面平型タイプ
鮮魚・精肉 −2℃〜＋15℃

幅 4尺  5尺 　奥行 900 　電源 単相100V
冷凍食品 鮮魚・精肉 日配 ◇−20℃〜＋15℃

幅 5尺 　奥行 900  1,100 　電源 単相100V  三相200V

冷凍食品 鮮魚・精肉 日配 ◇−20℃〜＋15℃
幅 6尺 　奥行 900  1,100 　電源 単相100V  三相200V 幅 8尺 　奥行 900  1,100 　電源 三相200V

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。 ※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

※上記以外の項目は上段の商品と同一です。

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

●有248ℓ●有190ℓ

●有315ℓ●有302ℓ●有232ℓ

●有148ℓ●有107ℓ
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乳加工品・日配

G 詳しい製品情報は
左のQRコードから
ご確認できます 平型・セミ多段タイプ

 ●有434ℓ

 ●有579ℓ

 ●有464ℓ

 ●有619ℓ

 ●有718ℓ

 ●有958ℓ

G-24 SASC-61GTLO1S-D（三相）
標準
価格 1,301,000円（税抜）

受注生産

G-25 SASC-61GTLO1S-TD（三相）
標準
価格 1,366,000円（税抜）
外形寸法 幅1,909×奥行900（+90）×高さ1,250
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ617
陳列段数 2段
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,077/1,077W　

（除霜時）200V：146/146W
照　明 〔キャノピー・棚〕32W×4
質　量 約230kg
収容能力 陳列面積1.6㎡ 乳加工食品・日配

受注生産

（排水タンク無し仕様）

（排水タンク付仕様）

G-26 SASC-61GTUO2S-D（三相）
標準
価格 1,366,000円（税抜）

受注生産

G-27 SASC-61GTUO2S-TD（三相）
標準
価格 1,431,000円（税抜）
外形寸法 幅1,909×奥行900（+90）×高さ1,350
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ717
陳列段数 3段
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,177/1,177W　

（除霜時）200V：146/146W
照　明 〔キャノピー・棚〕32W×6
質　量 約240kg
収容能力 陳列面積2.1㎡ 乳加工食品・日配

受注生産

（排水タンク無し仕様）

（排水タンク付仕様）

写真はSASC-61GTLO1S-D

写真はSASC-81GTLO1S-D

写真はSASC-61GTUO2S-D

写真はSASC-81GTUO2S-D

写真はSASC-61GTHO3S-D

写真はSASC-81GTHO3S-D

G-28 SASC-61GTHO3S-D（三相）
標準
価格 1,414,000円（税抜）

受注生産

G-29 SASC-61GTHO3S-TD（三相）
標準
価格 1,479,000円（税抜）
外形寸法 幅1,909×奥行900（+90）×高さ1,550
内形寸法 幅1,829×奥行605×高さ908
陳列段数 4段
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,217/1,217W　

（除霜時）200V：170/170W
照　明 〔キャノピー・棚〕32W×8
質　量 約270kg
収容能力 陳列面積2.8㎡ 乳加工食品・日配

受注生産

（排水タンク無し仕様）

（排水タンク付仕様）

G-30 SASC-81GTLO1S-D（三相）
標準
価格 1,419,000円（税抜）

受注生産

G-31 SASC-81GTLO1S-TD（三相）
標準
価格 1,489,000円（税抜）
外形寸法 幅2,518×奥行900（+90）×高さ1,250
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ617
陳列段数 2段
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,158/1,158W　

（除霜時）200V：182/182W
照　明 〔キャノピー・棚〕40W×4
質　量 約285kg
収容能力 陳列面積2.1㎡ 乳加工食品・日配

受注生産

（排水タンク無し仕様）

（排水タンク付仕様）

G-32 SASC-81GTUO2S-D（三相）
標準
価格 1,489,000円（税抜）

受注生産

G-33 SASC-81GTUO2S-TD（三相）
標準
価格 1,559,000円（税抜）
外形寸法 幅2,518×奥行900（+90）×高さ1,350
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ717
陳列段数 3段
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,258/1,258W　

（除霜時）200V：182/182W
照　明 〔キャノピー・棚〕40W×6
質　量 約290kg
収容能力 陳列面積2.9㎡ 乳加工食品・日配

受注生産

（排水タンク無し仕様）

（排水タンク付仕様）

G-34 SASC-81GTHO3S-D（三相）
標準
価格 1,738,000円（税抜）

受注生産

G-35 SASC-81GTHO3S-TD（三相）
標準
価格 1,808,000円（税抜）
外形寸法 幅2,518×奥行900（+90）×高さ1,550
内形寸法 幅2,438×奥行605×高さ908
陳列段数 4段
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）200V：1,602/1,602W　

（除霜時）200V：212/212W
照　明 〔キャノピー・棚〕40W×8
質　量 約335kg
収容能力 陳列面積3.7㎡ 乳加工食品・日配

受注生産

（排水タンク無し仕様）

（排水タンク付仕様）

セミ多段タイプ　出荷時仕様変更G

セミ多段タイプ
☆☆3℃〜12℃

幅 6尺 　高さ 1,250mm 　

幅 8尺 　高さ 1,250mm 　

幅 6尺 　高さ 1,350mm 　

幅 8尺 　高さ 1,350mm 　

幅 6尺 　高さ 1,550mm

幅 8尺 　高さ 1,550mm

角ミラー側板 吸込プライスレール　クロムメッキ
側板　アルミ製＋ゴム製ガード 吸込プロテクター　白色コーティング
側板　SUS製パイプガード 吸込プロテクター　SUS
棚板　ガラス棚 吸込立ちガラス
棚板　スライド棚 LED 照明　標準色
折り畳み棚（庫外） LED 照明　生鮮色
庫内ミラー LED 照明　精肉色

排熱ダクト仕様

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

平型タイプ
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平型・セミ多段タイプ

①  正面はオープン、背面は引戸の大型ケーキケースです。
②  棚板にアクリルを使用することで、各段に設置した LED 照明が、ケーキを鮮やかに演出します。

①  海産物背面と底面から商品を包み込むよ
うに冷却し、風を当てないので商品の乾
燥を防ぎながら鮮度を保ちます。

② ペアガラス引戸と庫内 LED 照明で、 
中身商品を見やすく陳列できます。

カスタム事例

G 詳しい製品情報は
右のQRコードから
ご確認できます平型タイプ

対面セミ多段ショーケース

鮮魚平型ショーケース
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■  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
HC  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

環境性能向上
ノンフロン冷媒と
Low-Eガラスを採用

対面販売にも効果的
全面ガラス扉で視認性UP
ケース上部はラウンド型 
の形状に

LED照明標準搭載
庫内を明るく照らします

ベーシックタイプ　－20℃以下

2 4

5

5

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：155/155W
質　量 約49kg

GSR-600PBH-1
標準
価格 185,000円（税抜）

GSR-1200PBH-3

外形寸法 幅1,206（＋21）×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：227/257W
質　量 約69kg

標準
価格 275,000円（税抜）

GSR-1500PBH-4

外形寸法 幅1,511（＋21）×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：273/273W
質　量 約85kg

標準
価格 308,000円（税抜）

●有103ℓ ●有186ℓ

達成率

140％
年間消費電力量

660kWh/年
達成率

115％
年間消費電力量

1,160kWh/年

●有240ℓ

達成率

120％
年間消費電力量

1,321kWh/年

●有330ℓ

達成率

126％
年間消費電力量

1,560kWh/年

H 冷凍ショーケース

標準
価格 237,000円（税抜）
外形寸法 幅1,002（＋21）×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：230/260W
質　量 約59kg

GSR-1000PBH-2

HC HC HC

HC

冷凍ショーケース

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）

電照POP

LSB-600 GSR-600PB 1個/1台 1個 22,000
LSB-1000 GSR-1000PB 1個/1台 1個 26,000
LSB-1200 GSR-1200PB 1個/1台 1個 31,000
LSB-1500 GSR-1500PB 1個/1台 1個 35,000

ベーシックタイプ　オプションH

本体電源から給電可

簡単着脱可能

電照POPオプション

GSRシリーズ
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H 詳しい製品情報は
右のQRコードから
ご確認できます冷凍ショーケース

（上ケースのみ） （上ケースのみ）

1槽式 1槽式

●有上151ℓ　下226ℓ
●冷上177ℓ　下259ℓ

GSR-D1200ZBH-5
標準
価格 727,000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 カップアイス（130㎖）

（上）約528個  （下）約826個

GSR-D1203ZB（三相）H-6
標準
価格 741,000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

●有上193ℓ　下279ℓ
●冷上226ℓ　下330ℓ

GSR-D1503ZC（三相）H-7
標準
価格 1,257,000円（税抜）
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

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

カップアイス（130㎖）
（上）約528個  （下）約826個

デュアルタイプ　－20℃以下

写真はGSR-D1200ZB

デュアルタイプ　オプションH

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）

カゴ
TS-10

GSR-D1200ZB・
D1203ZB

10個/
1台

10個 28,000
GSR-D1503ZC 14個/

1台

TS-LS16 GSR-D1503ZC 16個/
1台 16個 34,000

仕切り
アミ GSU-RAMI GSR-D1200ZB・

D1203ZB・D1503ZC
10個/
1セット 1セット 17,000

温度計 THM-GSR GSR-D1200ZB・
D1203ZB・D1503ZC

1個/
1台 1個 8,000

（上ケースのみ）

●有上151ℓ　下226ℓ
●冷上177ℓ　下259ℓ
1槽式

EA-JC665BSP-FGH-8

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　出力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

EA-JC865BSP-FGH-9

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　出力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

受注生産 受注生産

デュアルタイプ　☆－22℃〜－18℃

排水タンク、排水ホース付 排水タンク、排水ホース付

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

三菱電機内蔵形ショーケース
（販売委託製品）

●有上421ℓ　下278ℓ●有上316ℓ　下209ℓ

GSU-025WH-10
標準
価格 214,000円（税抜）
外形寸法 幅735×奥行520×高さ403
内形寸法 幅395×奥行395×高さ203
陳列段数 2Lバルク×2本（＋収容2本）

4Lバルク×2本
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：80/85W
質　量 約30kg

卓上タイプ　－20℃以下
達成率

142％
年間消費電力量

500kWh/年

※バルク受け着脱可能

庫内枠着脱可能

HC

●有31ℓ

1.1kgづめ氷 約40袋

GSU-100XE（氷用）H-11
標準
価格 169,000円（税抜）
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

氷用タイプ　－10℃以下

●有95ℓ

在庫限り
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フリーザー
詳しい製品情報は
左のQRコードから
ご確認できますI

チェストフリーザー

I-1 SH-170XD
標準
価格 206,000円（税抜）
外形寸法 幅611×奥行662×高さ893
内形寸法 幅460×奥行515×高さ753
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：72/72W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力120W
照　明 10W×1
質　量 約45kg

冷凍食品 約85kg

I-2 SH-220XD
標準
価格 254,000円（税抜）
外形寸法 幅746×奥行662×高さ893
内形寸法 幅595×奥行515×高さ753
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：72/73W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力120W
照　明 10W×1
質　量 約50kg

冷凍食品 約111kg

SH-280XDI-3
標準
価格 301,000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
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：76/76W
圧縮機 全密閉型レシプロインバータ 出力150W
照　明 10W×1
質　量 約54kg

冷凍食品 約147kg

標準
価格 376,000円（税抜）
I-4 SH-360XD

標準
価格 444,000円（税抜）
I-5 SH-360XDT 冷凍冷蔵切替式

標準
価格 528,000円（税抜）
I-7 SH-500XDT 冷凍冷蔵切替式

標準
価格 626,000円（税抜）
I-9 SH-700XDT 冷凍冷蔵切替式

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
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：78/78W
圧縮機 全密閉型レシプロインバータ 出力150W
照　明 10W×1
質　量 約64kg

冷凍食品 約185kg

I-6 SH-500XD
標準
価格 460,000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
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

2 3

I-8 SH-700XD
標準
価格 525,000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
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

吸気 排気

フリーザー

デジタル温度計搭載

インバータ搭載による省エネ設計

チェストフリーザー　オプションＩ

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）

カゴ
KAGO-360SL1C

SH-170XD 2個/1台

1個 8,000
SH-220XD 5個/1台

SH-280XD 5個/1台

SH-360XD、SH-360XDT 8個/1台

KAGO-701SL1C
SH-500XD、SH-500XDT 11個/1台

1個 9,000
SH-700XD、SH-700XDT 14個/1台

1

2

1

2

●冷140ℓ

●冷310ℓ

●冷186ℓ

●冷455ℓ

●冷238ℓ

●冷628ℓ

冷蔵
5〜20℃

冷蔵
5〜20℃

冷蔵
5〜20℃

冷凍
ー20℃以下

冷凍
ー20℃以下

冷凍
ー20℃以下

冷凍
ー20℃以下

冷凍
ー20℃以下

冷凍
ー20℃以下

冷凍
ー20℃以下

冷凍
ー20℃以下

冷凍
ー20℃以下

達成率

144％
年間消費電力量

510kWh/年
達成率

118％
年間消費電力量

490kWh/年

達成率

114％
年間消費電力量

439kWh/年

達成率

146％
年間消費電力量

640kWh/年

達成率

84％
年間消費電力量

535kWh/年
達成率

82％
年間消費電力量

549kWh/年

CHF-1050WI-10
標準
価格 370,000円（税抜）
外形寸法 幅1,050×奥行755×高さ880
内形寸法 幅810×奥行415×高さ613
陳列段数 バスケット1個
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：263W/236W
質　量 約70kg

超低温タイプ　－60℃以下

●冷162ℓ
●有162ℓ

HC
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I 詳しい製品情報は
右のQRコードから
ご確認できます

冷凍ストッカー  －20℃〜－18℃

ガラス蓋オプション

フリーザー

●冷18ℓ

達成率

125％
年間消費電力量

340kWh/年

PF-057XGI-12
標準
価格 101,000円（税抜）
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：51/57W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W
質　量 約26kg

冷凍食品 約23kg
1.1kgづめ氷 約20袋

●冷42ℓ

達成率

114％
年間消費電力量

375kWh/年

冷凍食品 約63kg
1.1kgづめ氷 約54袋

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：59/67W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W
質　量 約38kg

標準
価格 155,000円（税抜）
I-14 PF-120XG

●冷115ℓ

達成率

100％
年間消費電力量

511kWh/年

I-13 PF-070XG
標準
価格 134,000円（税抜）
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：55/60W
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力75W
質　量 約31kg

冷凍食品 約35kg
1.1kgづめ氷 約30袋

●冷65ℓ

達成率

98％
年間消費電力量

452kWh/年

PF-035XGI-11
標準
価格 154,000円（税抜）
外形寸法 幅488×奥行327×高さ665
内形寸法 幅390×奥行210×高さ309
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：43/50W
圧縮機 全密閉型レシプロ式　出力75W
質　量 約22kg

1.1kgづめ氷 約8袋

フリーザー

標準
価格 185,000円（税抜）
I-16 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
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

検食用タテ型冷凍庫 －24℃〜－20℃

●冷117ℓ

冷凍ストッカー  －20℃〜－18℃

SVF-98WI-15
標準
価格 110,000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
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 100V：62/64W
質　量 約36kg

ヨコ型冷凍庫  －20℃以下

●有98ℓ

冷凍ストッカー　オプションＩ

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）

ガラス蓋

RGS-PF057 PF-035XG、PF-057XG 2個/1台 2個 10,000

RGS-PF070 PF-070XG 2個/1台 2個 11,000

RGS-PF120 PF-120XG 2個/1台 2個 13,000

カゴ

KAGO-PF057-2B PF-057XG 2個/1台 2個 21,000

KAGO-PF070-2B PF-070XG 2個/1台 2個 21,000

KAGO-PF120-2B PF-120XG 2個/1台 2個 22,000

漏電遮断器 RELB-100V15A PF-035XG、PF-057XG、
PF-070XG、 PF-120XG 1個/1台 1個 4,300

※ガラス蓋オプション使用時、設置場所の分電盤に漏電遮断機が無い場合にRELB-100V15Aをご購入ください。

HC
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J 小型店舗向け関連機器 【グリーン冷媒シリーズ】

冷凍リーチインショーケース
RLD-52MNA

ウォークインケース
NMD-3HDS

冷蔵ゴンドラショーケース
RSG-D903MNA

冷蔵ラウンドショーケース
SRO-D135GNA冷凍平型ショーケース

WLO-223MNA

ホット＆コールド 
多段オープンショーケース
FDZ-HC32MNA

小型店舗向け別置／内蔵ショーケース

サンデン・リテールシステムは地球環境に配慮し、ノンフロン製品を推進して参ります。
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小型店舗向け関連機器 【グリーン冷媒シリーズ】 J 小型店舗向け関連機器 【グリーン冷媒シリーズ】

系統イメージ図　

小型店舗向け冷却システム

ウォークインケース

ストアマスター【集中制御盤】 屋外型ノンフロン冷凍機

NCM-6C3
外形寸法 幅230×奥行100×高さ300
電　源 単相100Vまたは200V
消費電力 100V：7.4W

200V：8.1W
質　量 約2.5kg

受注生産

※棚は別売品です。
※�扉サッシ色はシルバー色のみ。

■■ 鮮度品質の管理・記録・保存を可能にした集中管理システム ■■

冷凍機、ショーケース、制御システムをラインナップし、お店づくりをトータルでサポートします。

ストアマスター※は小型店舗の冷蔵ショーケース・冷凍ショーケース・プレハブ冷蔵・冷凍庫と、その
冷却を行う冷凍機を集中管理・制御できる機器。温度管理はもちろん、温度の記録、データの保存も可
能です。また、一元的に温度管理を行うことにより、消費電力を抑えることもできます。
※ストアマスターには専用のプログラム（自動最適化制御システム）が搭載されています。

クーリングコイル

ウォークインケース

冷凍機

別置ショーケース 内蔵ショーケース

通信線

冷媒配管

NMD-2HDS
扉段数 2枚扉

受注生産J-1

NMD-3HDS
扉段数 3枚扉

受注生産J-2
UCC-SS3DMC

外形寸法 幅1,355×奥行550×高さ180
電　源 単相100V・200V　50/60Hz

受注生産J-3

UCC-SS7DMC
外形寸法 幅2,110×奥行550×高さ180
電　源 単相100V・200V　50/60Hz

受注生産J-4

J-5 EOU-R02MC
公称出力 1.8kW
外形寸法 幅950×奥行383×高さ670
電　源 三相200V　50/60Hz
質　量 約52kg

受注生産J-6 EOU-R06MC
公称出力 5.4kW
外形寸法 幅1,100×奥行383×高さ1,300
電　源 三相200V　50/60Hz
質　量 約134kg

受注生産J-7

ストアマスター（集中制御盤）

NEW

　※詳細については最寄りの営業拠点までお問合わせください。
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選択可能な仕様

※標準仕様に加えて、以下仕様の選択が可能です。

❶ 棚は、下記種類への付け替えを選べます。

❸ 側板仕様を選べます。

❷ ナイトカバーの取付が可能です。　※必要な場合は最寄りの営業拠点までお問合せください。

・ナイトカバーの取付が可能です。
　※必要な場合は最寄りの営業拠点までお問合せください。

・標準では側板は付属しておりません。
　以下より側板仕様をご選択ください。

冷凍機別置型　ホット＆コールド多段オープンショーケース HOT COLD& COLD…☆☆☆☆5±2℃　HOT…51℃〜59℃

冷凍機別置型　多段オープンショーケース  ☆☆☆☆5±2℃

●有569ℓ

●有597ℓ ●有1,195ℓ

ガラス側板 断熱側板 中間側板

NEN-FDZGNAL（R） NEN-FDZKNAL（R） NDV-FDZCLA

ガラス側板 断熱側板 中間側板

NEN-FDZHCNAL（R） NEN-FDZKNAL（R） NDV-FDZHCLA

※標準で側板の付属はありません。
※�本ページに記載のＦＤＺシリーズは連結使用が可能です。連結の
エンドに側板を使用ください。
※�温度帯の違う機器を連結する際は、不具合防止のため、必ず中間
側板をご使用ください。

種類
棚 最下段

スチールスライド棚 ガラス棚 敷板 スライドデッキ

※標準でスチールスライド棚×6枚（3尺あたり）が付属しています。別棚への付け替えをご希望の際は、最寄りの営業拠点までお問合せください。
※各棚（3尺あたり）6～8枚まで取り付け可能です。

標準形式 標準仕様

FDZ-SS32MNA スチールスライド棚× 6　敷板× 1

FDZ-SS62MNA スチールスライド棚× 12　敷板× 2

FDZ-HC32MNA
外形寸法 幅915×奥行870×高さ1,900
陳列段数 7段全段加温機構付き
電　源 単相100V・200V　50/60Hz
消費電力 �（コールド時）47/47W

�（オールホット時）2,643W
質　量 約217kg

J-8

FDZ-SS32MNA
外形寸法 幅915×奥行870×高さ1,900
陳列段数 6段＋敷板
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 �51/51W
質　量 約130kg

J-9 FDZ-SS62MNA
外形寸法 幅1,830×奥行870×高さ1,900
陳列段数 6段＋敷板
電　源 単相100V　50/60Hz
消費電力 �74/74W
質　量 約270kg

J-10

つの項目でお選びください3

受注生産

受注生産 受注生産

NEW

NEW NEW
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ナイトカバー

型式 NNC-3FDZNA

追加オプション一覧

フロアプラン図

追加スチールスライド棚 追加ガラス棚

写真

型式 NLS-SS3FDZL NLS-G3FDZNA

FDZ-HC32MNA FDZ-SS32MNA FDZ-SS62MNA

排水位置図

排水口（40A） 排水立ち上げ最少範囲

中心

台枠

側板
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00
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前

457.5 457.5

915 30
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4.
5

排水口（40A） 排水立ち上げ最少範囲

中心
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排水口（40A） 排水立ち上げ最少範囲

中心台枠 側板
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冷凍平型ショーケース  ☆☆☆☆−20℃以下

冷凍リーチインショーケース  ☆☆☆☆−18℃以下

冷蔵セミ多段ショーケース  ☆☆☆☆3〜8℃

冷蔵ラウンドショーケース  ☆☆☆☆10℃以下

冷蔵ゴンドラショーケース  ☆☆☆☆10℃以下

シェードLED照明

LED照明

デジタル温度表示

スライド機構付き
陳列棚

棚LED照明
デジタル温度表示

デジタル温度表示

達成率

132％
年間消費電力量

1,960kWh/年
達成率

101％
年間消費電力量

6,436kWh/年

WLO-143GNA（三相）

外形寸法 幅1,434×奥行910×高さ910
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）943/1,050W

（除霜時）1,974/1,974W
圧縮機 1,100W
質　量 約151kg

●有362ℓ

受注生産

達成率

101％
年間消費電力量

9,574kWh/年

達成率

147％
年間消費電力量

6,590kWh/年

R-
448A

J-11

WLO-143MNA（三相）

外形寸法 幅1,434×奥行910×高さ910
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）662/662W

（除霜時）1,982/1,982W
圧縮機 1,100W
質　量 約161kg

●有362ℓ

J-12

WLO-183GNA（三相）

外形寸法 幅1,854×奥行910×高さ910
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）1,191/1,329W

（除霜時）2,530/2,530W
圧縮機 1,500W
質　量 約186kg

●有479ℓ

受注生産

R-
448A

J-13

WLO-223MNA（三相）

外形寸法 幅2,260×奥行910×高さ910
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）898/898W

（除霜時）3,300/3,300W
圧縮機 1,100W
質　量 約240kg

●有596ℓ

受注生産

達成率

137％
年間消費電力量

9,580kWh/年

J-14

WLO-223GNA（三相）

外形寸法 幅2,260×奥行910×高さ910
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）1,098/1,098W

（除霜時）3,602/3,602W
圧縮機 1,500W
質　量 約224kg

●有596ℓ

受注生産

達成率

124％
年間消費電力量

10,547kWh/年
R-
448A

J-15

RLD-32MNA（三相）

外形寸法 幅825×奥行850×高さ2,175
陳列段数 6段＋敷板
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）589/589W

（除霜時）870/870W
照　明 LED16W×2
圧縮機 600W
質　量 約212kg

●有490ℓ

受注生産

達成率

167％
年間消費電力量

4,510kWh/年

J-16

RLD-SS32GNA（三相）

外形寸法 幅825×奥行850×高さ2,175
陳列段数 7段＋敷板
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）533/562W

（除霜時）872/872W
照　明 LED16W×2
圧縮機 600W
質　量 約245kg

●有490ℓ

受注生産

達成率

161％
年間消費電力量

4,689kWh/年
R-
448A

J-17

RLD-52MNA（三相）

外形寸法 幅1,640×奥行850×高さ2,175
陳列段数 6段＋敷板
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）893/897W

（除霜時）1,656/1,687W
照　明 LED16W×4
圧縮機 1,100W
質　量 約367kg

●有951ℓ

受注生産

達成率

161％
年間消費電力量

6,980kWh/年

J-18

RLD-SS52GNA（三相）

外形寸法 幅1,640×奥行850×高さ2,175
陳列段数 7段＋敷板
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）826/826W

（除霜時）1,866/1,866W
照　明 LED16W×4
圧縮機 1,250W
質　量 約440kg

●有951ℓ

受注生産

達成率

168％
年間消費電力量

6,684kWh/年
R-
448A

J-19

RSG-C183MNA（三相）

外形寸法 幅1,800×奥行530×高さ1,505
陳列段数 ガラススライド棚6段＋スライドデッキ
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）1,416/1,416W

（除霜時）287/287W
照　明 LED16W×16
圧縮機 1,100W
質　量 約250kg

●有434ℓ

受注生産J-22RSG-C903GNA（三相）

外形寸法 幅900×奥行530×高さ1,505
陳列段数 ガラススライド棚6段＋スライドデッキ
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）683/775W

（除霜時）148/148W
照　明 LED16W×8
圧縮機 600W
質　量 約116kg

●有217ℓ

受注生産

R-
448A

J-21 RSG-D903MNA（三相）

外形寸法 幅900×奥行520×高さ1,500
陳列段数 スチールスライド棚6段＋スライドデッキ
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）610/610W

（除霜時）79/79W
照　明 LED16W×1
圧縮機 400W
質　量 約135kg

●有222ℓ

受注生産J-23

SRO-D135GNA（三相）

外形寸法 幅1,345×奥行940×高さ1,312
陳列段数 ガラス棚4段＋敷板
電　源 三相200V　50/60Hz
消費電力（運転時）1,970/2,394W

（除霜時）155/155W
照　明 LED14.5W×2  6.2W×1
圧縮機 1,800W
質　量 約282kg

●有477ℓ

R-
448A

J-20

※標準は現地での排水工事が伴います。
　強制蒸発キットのオプションもございます。

NEW

NEWNEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW NEW

NEW

NEW NEW

標準
価格 1,300,000円（税抜）

標準
価格 1,566,000円（税抜）

標準
価格 1,700,000円（税抜）

標準
価格 1,100,000円（税抜）

標準
価格 2,550,000円（税抜）

標準
価格 2,700,000円（税抜）

標準
価格 1,933,000円（税抜）

標準
価格 2,250,000円（税抜）

標準
価格 1,020,000円（税抜）

標準
価格 1,400,000円（税抜）

標準
価格 1,556,000円（税抜） 標準

価格 1,656,000円（税抜）

標準
価格 1,500,000円（税抜）達成率

96％
年間消費電力量

11,944kWh/年

達成率

83％
年間消費電力量

4,450kWh/年

受注生産

受注生産
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　※詳細については最寄りの営業拠点までお問合わせください。

内蔵機オプション一覧
型式 ナイトカバー 強制蒸発キット

WLO-223GNA
WLO-223MNA RNC-WLO223NA 標準搭載

WLO-183GNA RNC-WLO183NA 標準搭載

WLO-143GNA
WLO-143MNA RNC-WLO143NA 標準搭載

RSG-C903GNA
RSG-D903MNA RNC-3RSGNA 標準搭載

RSG-C183MNA RNC-3RSGNA 標準搭載

SRO-D135GNA RNC-SROLA RJU-SROLA ※
※ 標準は現地での排水工事が伴います。

ご希望の方は強制蒸発キットのオプ
ションをご利用ください。

仕様一覧

種別 型式名

外形寸法（mm）
※幅は側板厚さ含まず 陳列面積

（㎡)
有効

内容量
（L)

使用
温度

（℃）

所要冷凍能力
26℃　70％ 使用冷媒 蒸発温度

（℃）

単相100V　50/60Hz 単相200V　50/60Hz 合計
50/60Hzファンモーター 防露ヒーター 照明 その他 ヒーター

幅 奥行 高さ (W) （W) （A) （W) （A) （W) （A) （W) （A) （φ） （W) （A) （W) （A)

多段
オープン

FDZ

SS32MNA 915 870 1,900 3.14 597 5±2℃ 1,226 R744 -10℃ 25/25 0.45/0.45 5/5 0.05/0.05 21/21 0.21/0.21 5.5/4.5 0.05/0.04 ― ― ― 56.5/
55.5

0.76/
0.75

SS62MNA 1,830 870 1,900 6.28 1,195 5±2℃ 2,047 R744 -10℃ 37/37 0.6/0.6 10/10 0.1/0.1 27/27 0.28/0.28 5.5/4.5 0.05/0.04 ― ― ― 79.5/
78.5

1.03/
1.02

ホット&
コールド HC32MNA 915 870 1,900 2.3 569 5±2℃

51～59℃ 1,152 R744 -10℃ 21/21 0.4/0.4 5/5 0.05/0.05 21/21 0.21/0.21 5.5/4.5 0.05/0.04 1 2,643 13.2 2,695.5/
2,694.5

13.91/
13.90

ウォークイン
(クーリング

コイル)
UCC

SS7DMC 2,110 550 180 ― ― 10℃以下 4,600 R744 TD10℃ 80.7/80.7 1.22/1.22 ― ― ― ― 6.0/6.0 0.04/0.04 ― ― ― 86.7/86.7 1.26/1.26

SS3DMC 1,355 550 180 ― ― 10℃以下 2,000 R744 TD10℃ 40.4/40.4 0.61/0.61 ― ― ― ― 6.0/6.0 0.04/0.04 ― ― ― 46.4/46.4 1.26/1.26

種別 型式名

外形寸法（mm）
※幅は側板厚さ含まず

陳列面積
（㎡)

有効内容量
（L)

使用温度
（℃）

重量 圧縮機
公称出力 

使用冷媒

合計
三相200V　50/60Hz

幅 奥行 高さ （kg） (W)
（W)
運転時
除霜時

（A)
運転時
除霜時

冷凍平型 WLO

143MNA 1,434 910 910 0.92 362 -20℃以下 161 1,100 R744 662/662
1,982/1,982

2.8/2.8
10.0/10.0

223MNA 2,260 910 910 1.51 596 -20℃以下 240 1,100 R744 898/898
3,300/3,300

3.95/3.95
10.52/10.52

143GNA 1,434 910 910 0.92 362 -20℃以下 151 1,100 R448A 943/1,050
1,974/1,974

4.06/3.90
10.0/10.0

183GNA 1,854 910 910 1.21 479 -20℃以下 186 1,500 R448A 1,191/1,329
2,530/2,530

5.40/4.81
8.38/8.38

223GNA 2,260 910 910 1.51 596 -20℃以下 224 1,500 R448A 1,098/1,098
3,602/3,602

4.36/4.36
11.9/11.9

冷蔵
セミ多段

RSG

C903GNA 900 530 1,505 1.45 217 3℃～8℃ 116 600 R448A 683/775
148/148

2.84/2.94
0.71/0.71

C183MNA 1,800 530 1,505 2.90 434 3℃～8℃ 250 1,100 R744 1,416/1,416
287/287

7.24/7.24
2.09/2.09

冷蔵
ゴンドラ D903MNA 900 520 1,500 1.48 222 10℃以下 135 400 R744 610/610

79/79
2.65/2.65
0.33/0.33

リーチ
イン RLD

32MNA 825 850 2,175 2.50 490 -18℃以下 212 600 R744 589/589
870/870

2.6/2.6
4.34/4.34

52MNA 1,640 850 2,175 4.99 951 -18℃以下 367 1,100 R744 893/897
1,656/1,687

2.81/3.03
7.52/7.63

SS32GNA 825 850 2,175 2.82 490 -18℃以下 245 600 R448A 533/562
872/872

2.88/2.68
4.43/4.43

SS52GNA 1,640 850 2,175 5.64 951 -18℃以下 440 1,250 R448A 826/826
1,866/1,866

3.61/3.61
9.37/9.37

冷蔵
ラウンド SRO D135GNA 1,345 940 1,312 3.03 477 10℃以下 282 1,800 R448A 1,970/2,394

155/155
7.7/8.5
1.3/1.3

種別 型式名
外形寸法（mm） 重量 圧縮機

公称出力 使用冷媒 蒸発温度
使用範囲

冷凍能力 消費電力

幅 奥行 高さ （kg） (kW) （kW) （W) （A)

冷凍機 EOU
R02MC 950 383 670 52 1.8 R744 -10～0℃ 3.1 1,800 5.4

R06MC 1,100 383 1,300 134 5.4 R744 -35～0℃ 10.0 5,000 15.6

※周囲温度 32℃、蒸発温度 -5℃、吸入ガス温度 5℃条件時の値

型式名 RWS-WLO223XLSB

仕様

外形寸法 幅2,210×高さ1,300（製品に取付けた高さ）×奥行き620（内90mmガイド部）

陳列可能面積 1.10㎡

照明電源 単相100V　50/60Hz　電源コード長2m

照明電力 8.2W

耐荷重 60kg（500mlペット120本／２Lペット30本）

対応機種 WLO-223MNA、WLO-223GNA

・ 冷凍平型ショーケースに取り付けることで
  ケース上に商品の陳列が可能となります。
・ LED照明を搭載しており、下段のケースを明るく照らします。
・ エアロダイナミクスの技術により空調等の空気の外乱を抑えることで
  最大5%の省エネ効果を実現しました。※当社実店舗実験比較
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冷蔵品 冷凍品

【REVOCOOL】ドライ車で３温度帯の混載可能

常温品

冷蔵品 冷凍品

ドライ

冷蔵

【REVOCOOL】冷蔵車に冷凍品を混載可能

物流を新時代へ

・ドライアイスや、蓄冷剤用冷却設備維持コストを削減したい
・商品の温度逸脱による商品劣化を防ぎたい
・ドライ車と冷蔵車をそれぞれ満載する物量がなく積載効率が悪い
・停電時や電源の無いところで冷凍冷蔵品を一時保管したい

■無電源で確実な冷凍冷蔵保冷を実現！
   　バッテリーからの給電でファンとヒーターによる精密な温度制御
   　高性能蓄冷剤と高断熱筐体が確実な保冷を約束

■カゴ車サイズでドライ車両への混載可能、
　1台で３温度帯輸送を実現！

こんな困り事にお応えします

1台で 3温度帯輸送を実現！

常温品

冷蔵品

冷凍品

冷凍品

ドライ

冷蔵

冷凍

【従来】積載品に適合するトラックが必要

冷蔵：2～8℃  冷凍：-20℃以下

市場に流通するカゴ車と同サイズに設計

用途（温度別、行き先、所属、配送エリアなど）に応じた
使い分けが可能です。

冷凍冷蔵切替

コンパクトで大容量

汎用性の高い電源1φ100V仕様
工事不要で充電のロケーションを選びません。

バンパーのカラーチェンジ可能◆

遠隔監視機能搭載モデルも選択可能◆

レボクール クラウドサーバ 電子端末
温度情報
位置情報

モニタリング

ドラ
イアイス

型式名 CDZ-F10GV（標準）／ CDZ-F10GVR（遠隔監視）

外形寸法（㎜）
 
W1,100(+36)× D800(+36) × H1,700

内箱寸法（㎜）W960×D655×H950
有効容量 550L
製品重量 230kg
保冷温度 -20℃以下／ 2～ 8℃
保冷時間 無電源10時間（冷凍 /冷蔵）
蓄冷時間 初期：13時間　繰返し：8時間
冷媒 R448A
電源 単相 100V

756/801W
50/60Hz

運転時消費電力
キャスター Φ150 4 輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別売品 仕切棚、バンパーカラー変更

大容量、冷凍冷蔵10時間保冷モデル

型式名 CDZ-F086GV(標準)／CDZ-F086GVR(遠隔監視)
外形寸法（㎜）

 
W850(+36)× D650(+36) × H1,700

内箱寸法（㎜）W710×D535×H940
有効容量 350L
製品重量 160kg
保冷温度 -20℃以下／ 2～ 8℃
保冷時間 無電源冷凍8時間 冷蔵6時間
蓄冷時間 初期：10時間　繰返し：6時間
冷媒 R448A
電源 単相 100V

 

50/60Hz
運転時消費電力 680/734W
キャスター Φ125 4 輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別売品 仕切棚、バンパーカラー変更

小型、冷凍8時間冷蔵 6時間保冷モデル

cloud

現場から離れていても
測定箇所を一元管理

プレハブ
冷凍・冷蔵対応可能。

パネルパーツのサイズも豊富です。

配送センターや冷凍・冷蔵保管庫の
温度/湿度のデータの
取得・分析・アラート通知

e-mesh moderno
イーメッシュモデルノ

クラウドベース
環境モニタリングサービス

コールドロールボックス
レボクール
冷凍冷蔵切替。
管理に便利なカラーバリエーションも。

産地から店舗までの流通領域に鮮度管理技術を活用した定温物流用
コールドロールボックスや、冷凍・冷蔵プレハブの設計、施工、
メンテナンスを一貫してご提供いたします。

生  産 倉  庫 食品加工工場 小売り・飲食店等

店舗・倉庫向け冷凍・冷蔵プレハブ
冷凍冷蔵コールドロールボックス
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冷蔵品 冷凍品

【REVOCOOL】ドライ車で３温度帯の混載可能

常温品

冷蔵品 冷凍品

ドライ

冷蔵

【REVOCOOL】冷蔵車に冷凍品を混載可能

物流を 新時代へ

・ドライアイスや、蓄冷剤用冷却設備維持コストを削減したい
・商品の温度逸脱による商品劣化を防ぎたい
・ドライ車と冷蔵車をそれぞれ満載する物量がなく積載効率が悪い
・停電時や電源の無いところで冷凍冷蔵品を一時保管したい

■無電源で確実な冷凍冷蔵保冷を実現！
   　バッテリーからの給電でファンとヒーターによる精密な温度制御
   　高性能蓄冷剤と高断熱筐体が確実な保冷を約束

■カゴ車サイズでドライ車両への混載可能、
　1台で３温度帯輸送を実現！

こんな困り事にお応えします

1台で 3温度帯輸送を実現！

常温品

冷蔵品

冷凍品

冷凍品

ドライ

冷蔵

冷凍

【従来】積載品に適合するトラックが必要

冷蔵：2～8℃  冷凍：-20℃以下

市場に流通するカゴ車と同サイズに設計

用途（温度別、行き先、所属、配送エリアなど）に応じた
使い分けが可能です。

冷凍冷蔵切替

コンパクトで大容量

汎用性の高い電源1φ100V仕様
工事不要で充電のロケーションを選びません。

バンパーのカラーチェンジ可能◆

遠隔監視機能搭載モデルも選択可能◆

レボクール クラウドサーバ 電子端末
温度情報
位置情報

モニタリング

ドラ
イアイス

型式名 CDZ-F10GV（標準）／ CDZ-F10GVR（遠隔監視）

外形寸法（㎜）
 
W1,100(+36)× D800(+36) × H1,700

内箱寸法（㎜）W960×D655×H950
有効容量 550L
製品重量 230kg
保冷温度 -20℃以下／ 2～ 8℃
保冷時間 無電源10時間（冷凍 /冷蔵）
蓄冷時間 初期：13時間　繰返し：8時間
冷媒 R448A
電源 単相 100V

756/801W
50/60Hz

運転時消費電力
キャスター Φ150 4 輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別売品 仕切棚、バンパーカラー変更

大容量、冷凍冷蔵10時間保冷モデル

型式名 CDZ-F086GV(標準)／CDZ-F086GVR(遠隔監視)
外形寸法（㎜）

 
W850(+36)× D650(+36) × H1,700

内箱寸法（㎜）W710×D535×H940
有効容量 350L
製品重量 160kg
保冷温度 -20℃以下／ 2～ 8℃
保冷時間 無電源冷凍8時間 冷蔵6時間
蓄冷時間 初期：10時間　繰返し：6時間
冷媒 R448A
電源 単相 100V

 

50/60Hz
運転時消費電力 680/734W
キャスター Φ125 4 輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付
別売品 仕切棚、バンパーカラー変更

小型、冷凍8時間冷蔵 6時間保冷モデル



センサ数：1セット最大 100台まで
通信範囲：ベースステーション周囲 100ｍ
　　　　　（中継センサによる拡張が可能）
測定データ：温度・湿度
センサの図面表記が可能

大規模な施設での温度・湿度管理ができ、接続センサ数も多
いモニタリングサービスです。用途に応じて各種センサを取
り揃えています。

センサ数：1セット最大 20台まで
通信範囲：ルーター周囲 20～30m
測定データ：温度
センサの図面表記が可能

飲食店・小売店向けに導入しやすい小規模店舗向け
サービスです。

ブロードバンド/3G/LTE

わかりやすいメータ表示

現場から離れていても測定個所を一元管理

メッシュ
ネットワーク

お店の冷凍・冷蔵庫、ショーケースの温度を測定しクラウドを利用して
お客様のPC、タブレットへ、データをお届けします。

台数

広さ

100台

20台

数台

数10㎡ 1,000㎡ 数100k㎡

飲食店

病院 物流倉庫

食品工場
その他工場
（例）

農業・水産・畜産

コンビニエンスストア
ドラッグストア
スーパーマーケット

他
三次産業施設

e-mesh

ON-Reco

データ管理
データ管理

簡単操作

多点温湿度モニター

データの見える化

高信頼性メッシュネットワーク
簡単操作

高性能無線センサ通信 データの見える化

多点温度モニター ・トップ画面（温度管理）
・リアルタイムの警報通知

・センサ配置図
・レポート出力

・温度グラフ表示

温度管理のみの為

クラウド

多機能

L ロジスティック関連機器
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センサ数：1セット最大 100台まで
通信範囲：ベースステーション周囲 100ｍ
　　　　　（中継センサによる拡張が可能）
測定データ：温度・湿度
センサの図面表記が可能

大規模な施設での温度・湿度管理ができ、接続センサ数も多
いモニタリングサービスです。用途に応じて各種センサを取
り揃えています。

センサ数：1セット最大 20台まで
通信範囲：ルーター周囲 20～30m
測定データ：温度
センサの図面表記が可能

飲食店・小売店向けに導入しやすい小規模店舗向け
サービスです。

ブロードバンド/3G/LTE

わかりやすいメータ表示

現場から離れていても測定個所を一元管理

メッシュ
ネットワーク

お店の冷凍・冷蔵庫、ショーケースの温度を測定しクラウドを利用して
お客様のPC、タブレットへ、データをお届けします。

台数

広さ

100台

20台

数台

数10㎡ 1,000㎡ 数100k㎡

飲食店

病院 物流倉庫

食品工場
その他工場
（例）

農業・水産・畜産

コンビニエンスストア
ドラッグストア
スーパーマーケット

他
三次産業施設

e-mesh

ON-Reco

データ管理
データ管理

簡単操作

多点温湿度モニター

データの見える化

高信頼性メッシュネットワーク
簡単操作

高性能無線センサ通信 データの見える化

多点温度モニター ・トップ画面（温度管理）
・リアルタイムの警報通知

・センサ配置図
・レポート出力

・温度グラフ表示

温度管理のみの為

クラウド

多機能

42

ロジスティック関連機器



L ロジスティック関連機器

43

K 詳しい製品情報は
左のQRコードから
ご確認できます ロジスティック関連機器

ランニングコストの低減と
耐久性を強化した、新モデル登場！
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ランニングコストの低減と
耐久性を強化した、新モデル登場！

て・きれいき NEO

て・きれいきⅡ TEK-103D-2

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

標準
価格 110,000円（税抜）
外形寸法

手指検知方式
噴射方式

消費電力
電　源

噴射量
タンク容量
質　量

自動ドア連動

て・きれいきMINI TEK-M1B-2

幅153×奥行222×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、1、2、3、4㎖の5段階
1,000㎖
壁取付金具　単2アルカリ乾電池４本
1.5kg（液剤、電池含まず）
不可

標準
価格 42,000円（税抜）
外形寸法

手指検知方式
噴射方式

駆動時間
電　源

噴射量
タンク容量
付属品
質　量

自動ドア連動

乾電池式

100V電源不要・乾電池式の小型タイプ あらゆる業務に対応できる汎用タイプ

て・きれいきNEO TEK-M1C-2

幅162×奥行234.5×高さ302
単2アルカリ乾電池×4本または指定モバイルバッテリー
外部電源入力端子付き（USB Type-C）
約3ヶ月（1㎖噴射×100回/1日）
赤外線センサー
圧力ポンプ式
0.5、0.75、1.0、2.0、3.0㎖（切替可能）
1,000㎖
防盗ワイヤー　単2アルカリ乾電池４本
1.8kg（液剤、電池含まず）
可（オープンコレクター出力、無電圧A接点）

標準
価格 63,000円（税抜）
外形寸法

手指検知方式
噴射方式

駆動時間

電　源

噴射量
タンク容量
付属品
質　量

自動ドア連動

飲食店、食品工場や病院、ホテル、オフィスでの衛生管理に

別 

売 

品

タイプ 形式名 適合機種 数量/1梱包 標準価格（税抜）

アルコール消毒液
（医薬部外品）

ALOCLINーACE（アロクリンエース） TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2 1Lボトル×  6本 18,000円

HIBISCOHOLーP10（ヒビスコールSHL） TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2 1Lボトル×10本 39,000円

CARECOHOLーP12（手指消毒用ケア・コール） TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2 1Lボトル×12本 35,000円

て・きれいき用
オプション

JKKーM1C（壁掛け金具） TEK-M1C-2 1 個 4,000円

TEKー103KABEKIT（壁掛け金具） TEK-103D-2 1 個 4,000円

TEKーKANAGU（手すり取付用金具） TEK-M1B-2、TEK-M1C-2 1 個 4,000円

TEKー101ーP53（キャスター付専用架台） TEK-M1B-2、TEK-M1C-2、TEK-103D-2 1 個 40,000円

JTSーM1C（て･きれいきスタンド）※ TEK-M1B-2、TEK-M1C-2 1 個 22,000円

JTSーM1CーS（て･きれいきスタンドS）※ TEK-M1B-2、TEK-M1C-2 1 個 17,000円

JHTーM1C（受皿･廃液チューブセット） TEK-M1C-2 1 個 4,000円

JUCーM1C（外部電源用USBケーブル） TEK-M1C-2 1 個 4,000円

JMBーM1C（モバイルバッテリー） TEK-M1C-2 1 個 8,000円

JMCーM1C（モバイルバッテリー充電器） TEK-M1C-2 1 個 6,000円

JDRーM1C（自動ドア接続用ハーネス） TEK-M1C-2 1 個 4,000円

JCNーM1C（電子カウンタキット） TEK-M1C-2 1 個 15,000円

※現場組立品（プラスドライバー別途必要）  アルコール消毒液　注意事項 ●供給量が変動する恐れがあるため、アルコール消毒液の在庫状況は、別途お問い合わせ願います。  

JTS-M1CJTS-M1C-S

※安全に関するご注意　  ● ご使用の前には、必ず｢取扱説明書」をよくお読みください。　　● 運転中に噴射口をのぞいたり、顔を近づけて噴射液を吸い込まないでください。　●噴射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。　●指定液以外は噴射液として使用しないでください。

関連機器T



切花什器

土産什器

酒什器

惣菜什器

斜め置き省スペースタイプ

3段積み
ボリューム陳列タイプ

5Sタイプ

T
直売所向け 木什器シリーズ 集客力の高いお店づくりをともに考え、

最適な什器や機器・レイアウトをご提案します。

店舗プランニングに応じて
カスタム／オリジナル什器を

デザイン・制作します。

直売所づくりの全てをご提案します

プレミアム商品
専用什器

店づくり

運営

地域貢献
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5S 農産物什器システム 「5S」の実施と定着につながる工夫がいっぱいの農産物什器システムです。
地もの農産物の魅力をしっかり引き立てながら、統一感のある美しい売場をつくります。

フックで簡単に付け外し
できます。
大容量ながら出張りを
抑えています。
細かな商品の陳列にも
活用できます。
（W400×D230×H100mm）

ご要望の寸法・仕様などについてはご相談ください。

POPマーカー・マグネット
両対応

商品と干渉せずに、
平台縁の穴に挿せます

平台縁に上からはめる透明なレールです。
（W300×D40×H82mm）

試食トレイ

POPレール
在庫ボックスへの
取付も可能です。

在庫ボックスへの
取付も可能です。

オプション品

フックで簡単に付け外しできます。
枠つきでゴミ袋を固定できます。
（W210×D186×H292mm）

ゴミ箱

POPスタンド
平台縁に挿すだけで位置が揃います。
プレート部分にPOPマーカーでの
直書きとマグネット掲示が可能です。
（W200×H600mm）

5Sタイプ

斜め置き省スペースタイプ

3段積みボリューム陳列タイプ

キャスター 75φ（前輪のみストッパー付）

1500・1800

69
3

750・900

600・700700・850

38
0

1800 900

42°12
19

43
9

キャスター 75φ（前輪のみストッパー付）

陳列にも
活用できます。

大型コンテナ（W600×D400）
を収容でき、オペレーション効
率を高めます。

推奨コンテナ寸法　W600×D400

組み合わせ例
SD5S平台1500
＋SD5S上棚700
＋SD農産物在庫ボックス1500

在庫ボックス

コンテナ横置き コンテナ縦置き

1500・1800

800・900

600

750・900

1496・1796 400・450

1492・1792 300

50
3

40
0

35
0

キャスター 75φ（前輪のみストッパー付）

中段棚

上段棚

シングル（S） ダブル（W）

シングル（S） ダブル（W）
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キャスター 75φ（前輪のみストッパー付）

中段棚

上段棚

シングル（S） ダブル（W）

シングル（S） ダブル（W）

1500・1800

800・900
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1496・1796 400・450

1492・1792 300
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3

40
0

35
0

キャスター 75φ（前輪のみストッパー付）

中段棚

上段棚

シングル（S） ダブル（W）

シングル（S） ダブル（W）

組み合わせ例
SD3段平台1500
＋SD3段中段棚1500S
＋SD3段上段棚1500S
＋SD農産物在庫ボックス1500

組み合わせ例
SD3段平台1500
＋SD3段中段棚1500W
＋SD3段上段棚1500W
＋SD農産物在庫ボックス1500

シングル設置仕様

ダブル設置仕様

SD5S平台1500
外形寸法 幅1,500×奥行750×高さ693

SD農産物在庫ボックス1500
（大小各1個セット）

SD農産物在庫ボックス1800
（大2個セット）

SD農産物在庫ボックス1500
 （大小各 1 個セット）

SD農産物在庫ボックス1800
 （大 2 個セット）

SD5S上棚700（5S平台1500用）

外形寸法 幅700×奥行600×高さ380

SD5S上棚850（5S平台1800用）

外形寸法 幅850×奥行700×高さ380

SD5S平台1800
外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ693

SD斜め台1800
外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ1,219

SD3段中段棚1500S/W
外形寸法 幅1,496×奥行400/800×高さ400

SD3段上段棚1500S/W
外形寸法 幅1,492×奥行300/600×高さ350

SD3段中段棚1800S/W
外形寸法 幅1,796×奥行450/900×高さ400

SD3段上段棚1800S/W
外形寸法 幅1,792×奥行300/600×高さ350

惣菜什器

ホコリの入りにくい
深型在庫ボックス

付属品：在庫ボックス2個

在庫ボックス

1500・1800

69
3

750・900

キャスター 75φ（前輪のみストッパー付）

SD惣菜台1500/1800
外形寸法 幅1,500×奥行750×高さ693
外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ693

土産什器

付属品：在庫ボックス2個

1500・1800

14
00

600

55
0

SD土産棚1500/1800
外形寸法 幅1,500×奥行600×高さ1,400
外形寸法 幅1,800×奥行600×高さ1,400

キャスター 50φ（前輪のみストッパー付）

300

30
0

1500・1800 300

60
0

切花什器

付属品：在庫ボックス2個

SD切花台1500/1800
外形寸法 幅1,500×奥行300×高さ300
外形寸法 幅1,800×奥行300×高さ300

55
0

1500・1800 750・900

320 320

15
0

酒什器

付属品：在庫ボックス2個

組み合わせ例
SD酒台1500
+SD酒上棚

ひな壇陳列で
商品訴求力を高めます。

酒上棚

SD酒台1500/1800
外形寸法 幅1,500×奥行750×高さ550
外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ550

SD酒上棚（4個セット）

外形寸法 幅320×奥行320×高さ150

SD3段平台1500/1800
外形寸法 幅1,500×奥行750×高さ503
外形寸法 幅1,800×奥行900×高さ503
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関連機器

農産物乾燥庫農産物乾燥庫

“乾燥”で付加価値アップ！六次産業化を応援！

農産物のさまざまな課題を解決します。

乾燥実例紹介

色が
きれい

栄養を
逃さない

うま味が
凝縮する

獲れすぎた野菜・果物を 
廃棄するのはもったいない

農産物の付加価値を高め
販路を拡大したい

 流通先がなくなり余ってしまった
 農産物をなんとかしたい

味は変わらない B 級品を
うまく活用したい

農産物乾燥庫　農産物低温除湿乾燥庫　
形　式 FHD-9A
外形寸法 幅540×奥行550×高さ1,900（〜1,910）mm

電源 /電源容量 三相200V　50/60Hz　3.0kVA
消費電力 2.1/2.1kW
庫内温度制御 マイコン制御（デジタル温度表示）30℃〜80℃調節可能
乾燥時間制御 マイコン制御（デジタル温度表示）0.5ｈ〜99.5ｈ調節可能
乾燥方式 熱風強制対流式(自動開閉式排気ダンパ付き）

形　式 FDD-12BA
外形寸法 幅750×奥行900×高さ1,975（〜2,005）mm

電源 /電源容量 三相200V　50/60Hz　2.4kVA
消費電力 2,120/2,215W　霜取時270/270W
庫内温度制御 マイコン制御(デジタル温度表示）5℃〜45℃調節可能
脱臭方式 触媒燃焼式

農産物低温除湿乾燥庫を使用する際のご注意
●乾燥する食材は、衛生管理機器で確実に前処理してください。
●天井と製品のすき間は、30cm以上離して、機械室をふさがないようにし、換気扇などで風通しを良くしてください。
●大気中に塩分が多く含まれる環境では使用しないでください。製品が腐食することがあります。
●ご使用、清掃の際、機械室に水がかからないようにしてください。製品が故障する原因となります。
●乾燥運転中、クールダウン中は、スタート・ストップスイッチで電源のON/OFFをしてください。
●庫内部品は変形させないよう取り扱いに注意してください。

安全に関するご注意
●このカタログ記載の商品は屋内用です。雨水のかからない場所でお使いください。
●ご使用の前に「取扱説明書」と「据付工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●据え付け工事、電気工事、排水工事が必要です。お買い上げの販売店または資格のある専門業者にご相談ください。
●漏電遮断器（感度電流15mA、過電流保護機能付）を取り付けてください。（容量15A）

※詳しくは最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

美味しい乾燥を実現します
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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。

ナイトカバー スライドカバー

コンバットケース

写真はAS-3L AS-3L
標準
価格 232,000円（税抜）
外形寸法
内形寸法
電　源
消費電力

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質　量

●有28ℓ

AS-6
標準
価格 291,000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質　量

●有107ℓ

AS-4.5
標準
価格 273,000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質　量

●有113ℓ

写真はAS-3

写真はAS-4L

AS-10
標準
価格 479,000円（税抜）
外形寸法
内形寸法
電　源
消費電力

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質　量

●有225ℓ

AS-3
標準
価格 255,000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質　量

●有57ℓ

AS-8
標準
価格 382,000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質　量

●有159ℓ

AS-4L
標準
価格 258,000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質　量

●有59ℓ

写真はAS-6-NC 写真はAS-6-SC 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）

ナイトカバー

AS-3-NC AS-3 1枚/1台 1枚 22,000
AS-6-NC AS-6 1枚/1台 1枚 24,000
AS-8-NC AS-8 1枚/1台 1枚 26,000
AS-10-NC AS-10 1枚/1台 1枚 29,000

スライドカバー

AS-3-SC AS-3 1枚/1台 1枚 66,000
AS-6-SC AS-6 1枚/1台 1枚 77,000
AS-8-SC AS-8 1枚/1台 1枚 88,000
AS-10-SC AS-10 1枚/1台 1枚 110,000

関連機器 関連機器T

ジュースディスペンサー

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 194,000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 305,000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 194,000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 331,000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

コンバットケース　オプションT



会社概要 創業の精神

SDGsへの取り組み

企業理念

サンデン・リテールシステム株式会社

 本　　社 〒372-8502　群馬県伊勢崎市寿町20

 東京本社 〒130-8563
  東京都墨田区錦糸1-2-4 アルカウエスト8F

 設　　立 2015年4月1日　※サンデン創業：1943年7月
  2019年10月1日　※サンデンホールディングスから独立

 資 本 金 5億円

 売 上 高 560億円（2020年：連結）
　　　　　  420億円（2020年：単独）

 従 業 員 約2,300名（2020年度：連結）

 事 業 所 国内生産拠点： 群馬県前橋市（赤城事業所）
  国内販売拠点： 23箇所

 事業内容 １.店舗用ショーケースの製造販売
  ２.飲料・食品自動販売機の製造販売
  ３.医療機器・用具の製造販売
  ４.電気通信機および同部品の製造販売
  ５.建築工事および管工具の請負、設計および監理
  ６.貨物利用運送事業および倉庫業
  ７.古物営業

英知を結集してビジネスを切り開き、
一致団結して会社を繁栄させる

社会を大きく変える起動力となり
人々の生活に無限の可能性を生み出す企業群となる

世の中に必要とされる企業であること

セル生産

フロン対策、エコモード

省エネ、省力化、省人化

新市場の開拓による新事業機会の創出

環境対策による事業の持続的成長の確保

働きやすい環境の確立による企業価値の向上

企業のあらゆる活動において更なる挑戦を続けてまいります

いつまでもスムーズに働かせるために、

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。

設置上の注意

漏電しゃ断器の取扱上の注意

使用上の注意

お手入れのしかた

●設置時の注意 ●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）

●使用中の注意

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

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。）

長期間お使いにならないとき
●庫内の商品を全部取出し、ブレーカーを落としてから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。

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。作業
時は通気性の良い場所で行ってください。テストボタンを押すとスイッチが「切」又
は「OFF」に変わ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分以上たって再度電源プラグを挿し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。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）

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、お客様サービスセンターにご連絡ください。

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。

20cm
以上

20cm
以上

へ
所
場
い
よ
の
気
通

冷風

線（ロードライン）

●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。

●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）

●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。

●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。

●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。

●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。

●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。

●霜取りは
霜が1cm以上ついたときには、へら
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）
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会社概要 創業の精神

SDGsへの取り組み

企業理念

サンデン・リテールシステム株式会社

 本　　社 〒372-8502　群馬県伊勢崎市寿町20

 東京本社 〒130-8563
  東京都墨田区錦糸1-2-4 アルカウエスト8F

 設　　立 2015年4月1日　※サンデン創業：1943年7月
  2019年10月1日　※サンデンホールディングスから独立

 資 本 金 5億円

 売 上 高 560億円（2020年：連結）
　　　　　  420億円（2020年：単独）

 従 業 員 約2,300名（2020年度：連結）

 事 業 所 国内生産拠点： 群馬県前橋市（赤城事業所）
  国内販売拠点： 23箇所

 事業内容 １.店舗用ショーケースの製造販売
  ２.飲料・食品自動販売機の製造販売
  ３.医療機器・用具の製造販売
  ４.電気通信機および同部品の製造販売
  ５.建築工事および管工具の請負、設計および監理
  ６.貨物利用運送事業および倉庫業
  ７.古物営業

英知を結集してビジネスを切り開き、
一致団結して会社を繁栄させる

社会を大きく変える起動力となり
人々の生活に無限の可能性を生み出す企業群となる

世の中に必要とされる企業であること

セル生産

フロン対策、エコモード

省エネ、省力化、省人化

新市場の開拓による新事業機会の創出

環境対策による事業の持続的成長の確保

働きやすい環境の確立による企業価値の向上

企業のあらゆる活動において更なる挑戦を続けてまいります

いつまでもスムーズに働かせるために、

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。

設置上の注意

漏電しゃ断器の取扱上の注意

使用上の注意

お手入れのしかた

●設置時の注意 ●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）

●使用中の注意

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

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。）

長期間お使いにならないとき
●庫内の商品を全部取出し、ブレーカーを落としてから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。

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。作業
時は通気性の良い場所で行ってください。テストボタンを押すとスイッチが「切」又
は「OFF」に変わ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分以上たって再度電源プラグを挿し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。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）

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、お客様サービスセンターにご連絡ください。

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。

20cm
以上

20cm
以上

へ
所
場
い
よ
の
気
通

冷風

線（ロードライン）

●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。

●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）

●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。

●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。

●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。

●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。

●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。

●霜取りは
霜が1cm以上ついたときには、へら
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）
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