新調理システム
詳しくは P66 〜 71 をご覧下さい。

作業機器

スチームコンベクションオーブン

熱調理機器

TSCO-10GDN
オプション
TSCO-BC10N

TSCO-6EDN

￥1,100,000

TSCO-4GBN

★ TSCO-20GDN

￥1,920,000

TSCO-6GDN

税込￥1,155,000

TSCO-4EBN

￥1,100,000

■外形寸法：W700 × D600 × H540

■外形寸法：W950 × D750 × H1,100

￥1,920,000

TSCO-6EDN

★ TSCO-20GDN ￥4,210,000

税込￥2,341,500

税込￥2,016,000
■外形寸法：W950 × D750 × H820

税込￥1,155,000

￥2,230,000

TSCO-10EDN

￥2,230,000

税込￥4,420,500
■外形寸法：W1,100 × D900 × H1,900

★ TSCO-20EDN ￥4,210,000

税込￥2,341,500

税込￥2,016,000

■外形寸法：W950 × D750 × H1,100

■外形寸法：W950 × D750 × H820

税込￥4,420,500
■外形寸法：W1,100 × D900 × H1,900

真空冷却機

大量冷気による急速冷却・凍結機

蒸気発生器内蔵

AA-5

QXF-006SF

AA-5

税込¥2,113,650

CMJ-20QE

QXF-006SF

￥1,520,000
税込¥1,596,000

￥1,800,000

CMJ-20QE

￥2,980,000
税込¥3,129,000

税込¥1,890,000

■外形寸法：W1,200 × D750 × H800
■収納数：ホテルパン 1/1、D65mm × 6 段
■消費電力：三相 200V 840/810W（50/60Hz）
※空冷式・トレータイプ

■外形寸法： W710 × D715 × H855
■消費電力： 単相 200V 1.2/1.5kW（50/60Hz）
■能力： チリング：15kg フリージング：10kg
■収納バット数：1/1GN 深さ 65mm、5 枚

■外形寸法： W1,200 × D880 × H800
■消費電力： 三相 200V（50/60Hz）1.07/1.175kW
■収納バット数：1/1GN 深さ 65mm、6 枚

■外形寸法：W755 × D800 × H1,640
■消費電力：三相 200V 7.15kW
■標準処理量：20kg/ バッチ（6 段）
■冷却時間：8℃まで約 25 分

FCS-BC12NA

AA-10

QXF-012SF

CMJ-40QE

￥3,615,000

￥2,920,000

■外形寸法：W850 × D920 × H1,825
■収納数：ホテルパン 1/1、D65mm × 12 段
■消費電力：三相 200V 1.31/1.35kW（50/60Hz）
※空冷式・トレータイプ

税込¥3,045,000
■外形寸法： W780 × D800 × H1,490
■消費電力： 三相 200V 14.5/13.6kW（50/60Hz）
■能力： チリング：30kg フリージング：20kg
■収納バット数： 1/1GN 深さ 65mm、10 枚

氷水冷却機

￥3,200,000

￥4,520,000

税込¥3,360,000
■外形寸法： W770 × D880（932）× H1,895
■消費電力： 三相 200V（50/60Hz）
1.325/1.475kW
■収納バット数：1/1GN 深さ 65mm、12 枚

税込¥4,746,000
■外形寸法：W1,130 × D800 × H1,640
■消費電力：三相 200V 8.65kW
■標準処理量：40kg/ バッチ（10 段）
■冷却時間：8℃まで約 25 分

洗浄・衛生・給湯
関連機器

真空包装機

0〜10℃の冷水で急速冷却

V-307G Ⅱ

￥1,770,000

V-480

V-307GⅡ

■外形寸法：W390 × D635 × H480
■消費電力：単相 100V 1.2kW
■チャンバー容量：17 ℓ

V-480

￥977,000
税込¥1,025,850

■外形寸法： W540 × D700 × H450
■消費電力：三相 200V（50/60Hz）2.0kW
■チャンバー内寸法： W473XD579XH160
■シール有効寸法： 420

V-955

￥1,680,000
税込¥1,764,000

税込¥724,500
■外形寸法： W413 × D565 × H377
■消費電力： 単相 100V 1.2kW
■チャンバー内寸法： W350XD453XH100
■シール有効寸法： 310
※ガス封入機能付

■外形寸法： W716 × D880 × H995
■消費電力： 三相 200V（50/60Hz）5.0kW
■チャンバー内寸法： W648XD594XH220
■シール有効寸法： 550 × 2

V-553G

V-955

￥1,680,000

■外形寸法： W650 × D915 × H1,005
■消費電力： 三相 200V（50/60Hz）4.2kW
■チャンバー内寸法： W585XD645XH220
■シール有効寸法： 550
※ガス封入機能付

￥1,250,000
税込¥1,312,500

税込¥1,764,000

■外形寸法： W1,062 × D596 × H947
■消費電力： 三相 200V 5.0kW
■チャンバー内寸法： W1,010XD400XH85
■シール有効寸法： 900

調理機器

真空包装用・専用袋

V-553-1

V-553-1

真空専用フィルム トスパック真空包装機に最も適合した真空専用フィルム。

型式

■ラミネート三方シール…
土産･宅配･店頭販売等の商品をよりグレードアップ。手で袋が切れ
るVノッチ付★ホイル温度95℃まで★冷凍温度一40℃まで

本体価格

TVM-4

0.07x130x230

300gx3000

TVM-5

0.07x150x250

400gx2000

○

○

○

¥25,200

¥28,000
¥24,000

TVT-10

0.07x200x300

1kgx2000

○

○

○

¥38,850

¥37,000

TVT-11

0.07x250x350

2kgx2000

○

○

¥28,350

¥27,000

TVT-12

0.07x300x400

3kgx2000

○

○

¥37,800

¥36,000

TVM-10

0.07x400x600

5kgx500

○

¥37,800

¥36,000

※規格外サイズのフィルムや印刷も特注にて承ります。
※その他収縮タイプのシュリンクフイルム、工業関連対応フィルムも取
り揃えております。

※W（間口）、D（奥行）、H（高さ）を表示します。 ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。
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その他機器

主な特長
ナイロンとポリエチレンの3層構造で、酸素と湿気を完全に遮断。
耐熱性、耐寒性、耐油性に優れています。
「トスパック」推奨、抜群のシール性。
大小多数の規格サイズを取り揃えております。

機種
（タイプ別）
適合サイズ
税込み価格
V-200
V-300＆V-900 V-400＆V-500
○
○
○
¥29,400

喫茶・軽食・サービス

あらゆる食品の真空保存、真空調理に最適。低コスト、汎用タイプ
★ホイル温度95℃まで★冷凍温度一30℃まで

厚みx袋口x長さ 内容量x入数

関連機器

■多層チューブタイプ…

ショーケース・
冷蔵機器

■外形寸法：W2,100 × D900 × H1,195
■消費電力：三相 200V 2.0/2.5kW（50/60Hz）

￥690,000

ウォ ーマ ー
・温蔵機器

￥1,980,000
税込¥2,079,000

V-553G

V-381

ヒートランプ

RS50-C-G2

V-381

税込¥827,400

税込¥1,858,500
■外形寸法：W1,800 × D750 × H1,230
■実水量：300 ℓ
■消費電力：三相 200V 2.0/2.5kW（50/60Hz）
■制御温度範囲：0 〜 8℃
■冷却能力：2.32kW

￥788,000

消毒保管機器

RS30-C-G1

RS30-C-G1

炊飯関連機器

税込¥3,795,750

カフェテリア
システム

￥2,013,000

配膳・搬送カート
関連機器

FCS-BCU06NA

ベーカリー
関連機器

ブラストチラー＆フリーザー

FCS-BCU06NA

涼厨

■外形寸法：W700 × D600 × H540

TSCO-10GDN

新調理システム

専用架台
TSCO-4EBN

