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冷蔵ショーケース

食品

コンビニやビル内売店など
小規模店舗に最適のシリーズ。
冷凍機内蔵ですから、※コンセントをつなぐだけで使用できます。排水タン
ク式で、排水設備や配管工事も不要で経済的です。レイアウトに合わせて
配置変えも容易にできるキャスター付です。

※三相200Vの電源が必要な機種がありますのでご注意ください。 ※価格については担当者にお問い合わせください。

オープンショーケース 幅3尺
寸　法　　：W890×D680×H1900
消費電力　：三相 850／850W
照　明　　：LED 8W×1
プラグ形状： （20Ａ、250V）
庫内温度　：5～10℃
有効内容積：367
本体重量　：175kg
三相 SAR-CDV390

オープンショーケース 幅4尺
寸　法　　：W1190×D680×H1900
消費電力　：三相890／890W
照　明　　：LED 12W×1
プラグ形状： （20Ａ、250V）
庫内温度　：5～10℃
有効内容積：493
本体重量　：210kg
三相 SAR-CDV490

オープンショーケース 幅6尺
寸　法　　：W1790×D680×H1900
消費電力　：三相1255／1255W
照　明　　：LED 8W×2
プラグ形状： （20Ａ、250V）
庫内温度　：5～10℃
有効内容積：754
本体重量 ：285kg
三相 SAR-CDV690

スライド棚タイプ W750
寸　法　　：W750×D480×H1400
消費電力　：単相500／500W
照　明　　：LED 2.9W×1
プラグ形状： アース付（15Ａ、125V）
庫内温度　：5～20℃
有効内容積：145
本体重量　：120kg
単相 SAR-2545TVC

スライド棚タイプ W900
寸　法　　：W900×D480×H1400
消費電力　：単相470／480W
照　明　　：LED 3.5W×1
プラグ形状： （15Ａ、125V）アース付
庫内温度　：5～20℃
有効内容積：176
本体重量　：140kg
単相 SAR-345TVC

冷蔵多段オープンショーケース

ゴンドラタイプショーケース
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リーチインショーケースHOT&COLD型ショーケース

催事用ショーケース

アイスクリーム用ショーケース

リーチインショーケース 1枚扉
寸　法　　：W600×D675×H1900
消費電力　：単相238／251W

プラグ形状： （15Ａ、125V）
庫内温度　：3～10℃
有効内容積：341
大ビン164本、中ビン230本、350 缶280本
丸型500 ペットボトル240本

単相 SRM-261NC 

リーチインショーケース 2枚扉

寸　法　　：W1200×D675×H1900
消費電力　：単相400／425W

三相376／421W

プラグ形状：単相仕様／ （15Ａ、125V）
プラグ形状：三相仕様／ （20Ａ、250V）
※電源は単相、三相の2種類をご用意してお
りますので、ご確認のうえご注文ください。
庫内温度　：3～10℃
有効内容積：735
大ビン369本、中ビン462本、350    缶600本
丸型500      ペットボトル520本

単相 SRM-461NC
三相 SRM-463NC

リーチインショーケース 3枚扉

寸　法　　：W1800×D675×H1900
消費電力　：単相630／700W
消費電力　：三相590／630W

プラグ形状：単相仕様／ （15Ａ、125V）
プラグ形状：三相仕様／ （20Ａ、250V）
※電源は単相、三相の2種類をご用意してお
りますので、ご確認のうえご注文ください。
庫内温度　：3～10℃
有効内容積：1129
大ビン554本、中ビン694本、350    缶920本
丸型500      ペットボトル795本

単相 SRM-661NC
三相 SRM-663NC

オープン型タイプ
寸　法　　：W750×D600×H1495

照　明　　：LED 3.5W×1

照　明　　：LED  16W×1

照　明　　：蛍光灯 40W×1

照　明　　：蛍光灯 21W×4、40W×1

照　明　　：LED 12W×1

照　明　　：LED  16W×2

照　明　　：LED  16W×3

消費電力　：単相 冷蔵610／610W
冷蔵＋加温1段870／870W
冷蔵＋加温2段1080／1080W
加温1020／1020W

プラグ形状： （15Ａ、125V）
庫内温度　：5～10℃、HOT部55℃±5℃
有効内容積：179
250 缶260本
丸型500 ペットボトル144本
角型500 ペットボトル200本
本体重量　：153kg

本体重量　：104kg

本体重量　：167kg

本体重量　：240kg

単相 SAR-2546HVEL

タテ型タイプ
寸　法　　：W510×D581×H1770
消費電力　：単相 冷蔵149／167W
消費電力：単相 冷蔵＋加温1段290／308W
消費電力：単相 冷蔵＋加温2段431／449W
消費電力：単相 冷蔵＋加温3段572／590W
プラグ形状： （15Ａ、125V）
庫内温度　：3～10℃、HOT部55℃±5℃
有効内容積：HOT部113ℓ COLD部98ℓ
250    缶366本
丸型500      ペットボトル179本
本体重量　：99kg
単相 SSR-CDZ281CH3

卓上型タイプ
寸　法　　：W470×D463×H880
消費電力　：単相 冷蔵110／120W
消費電力：単相 冷蔵＋加温234／247W
プラグ形状： （7Ａ、125V）
庫内温度　：3～10℃、HOT部55℃±5℃
有効内容積：73
250    缶126本
本体重量　：42kg
単相 SMR-CZ75CH

アイランドタイプ W900
寸　法　　：W870×D870×H830
消費電力　：単相320／310W
プラグ形状： （15Ａ、125V）
庫内温度　：5～20℃
有効内容積：142
本体重量　：82 kg
単相 SAR-ES90FENC

アイランドタイプ W1500
寸　法　　：W1470×D870×H830
消費電力　：単相370／420W
プラグ形状： （15Ａ、125V）
庫内温度　：5～20℃
有効内容積：249
本体重量　：112 kg
単相 SAR-ES150FNB

平型ショーケース W1800
寸　法　　：W1824×D804×H1120
消費電力　：三相1260／1310W
消費電力　：単相32／32W

プラグ形状： （20Ａ、250V）
プラグ形状： （15Ａ、125V）
庫内温度　：－20℃
有効内容積：399
本体重量　：247kg
三相 SCR-GF1800NB  

デュアル型ショーケース W1500

寸　法　　：W1500×D950×H1950
消費電力　：三相1790／1760W
消費電力　：単相186／186W

プラグ形状： （20Ａ、250V）
プラグ形状： （15Ａ、125V）
庫内温度　：－20℃
有効内容積：上段240
130      アイスカッ780個
有効内容積：下段280
130      アイスカップ1008個
本体重量　：338kg
三相 SCR-D1905N

クローズドタイプ
寸　法　　：W1504×D714×H920
消費電力　：単相251／249W

プラグ形状： （15A、125V）
庫内温度　：－20℃
有効内容積：283

本体重量　：91kg
単相 SCR-151DC

130      アイスカップ936個
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