
23cm面彫煌
きらめ

き箸

23cm織姫彫箸

23cm流水彫箸

箸殺菌庫

8-989-3 Ｈ-71-90
  木   ２３ｃｍ面彫煌き箸 朱面
¥1,200 （23×0.8×0.8）

8-989-6 Ｈ-71-93
  木   ２３ｃｍ織姫彫箸 朱面
¥1,700 （23×0.8×0.8） 

8-989-9 Ｈ-71-96
  木   ２３ｃｍ流水彫箸 朱面
¥1,700 （23×0.8×0.8） 

8-989-1 Ｈ-71-88
  木   ２３ｃｍ面彫煌き箸 木肌
¥1,200 （23×0.8×0.8） 

8-989-4 Ｈ-71-91
  木   ２３ｃｍ織姫彫箸 木肌
¥1,700 （23×0.8×0.8） 

8-989-7 Ｈ-71-94
  木   ２３ｃｍ流水彫箸 木肌
¥1,700 （23×0.8×0.8） 

8-989-10 Ｒ-10-43
ＭＣＨ－１００ 箸殺菌庫
¥278,000 

（31×50×54　箸収納本数100膳） 梱1

8-989-2 Ｈ-71-89
  木   ２３ｃｍ面彫煌き箸 墨味
¥1,200 （23×0.8×0.8） 

8-989-5 Ｈ-71-92
  木   ２３ｃｍ織姫彫箸 墨味
¥1,700 （23×0.8×0.8） 

8-989-8 Ｈ-71-95
  木   ２３ｃｍ流水彫箸 墨味
¥1,700 （23×0.8×0.8） 

積層箸は木地に熱硬化性液状樹脂を真空含浸させ、高温、高圧にてプレス成型した強化木製箸です。樹脂成分が５０％以下ですので、製品
分類上は木製品になります。消毒保管庫を使用する際には温度と時間にご注意ください。（１００℃まで４０〜６０分）

ファンヒーターにより
ヒーターからの熱が
まんべんなく庫内を
循環。洗浄後の箸を
しっかり殺菌・消毒し
ます。高温熱風殺菌
で、消毒はもちろん
しっかり乾燥まで行
え、優れた殺菌・消
毒効果を発揮します。

大量の箸をむらなく殺菌消毒・乾燥！！
コンパクトな卓上型で置き場所を選びません

※運賃は別途かかります。

※型式末（L）は逆扉仕様です。（価格は同じです）

型式
外形寸法（mm） 庫内有効寸法（mm） 箸収納

本数間口 奥行 高さ 間口 奥行 高さ
ＭＣＨ

－１００
（L）

310 500 540 250 360 300 100膳

●内装・外装ともにステンレス製
●ゴム製アジャストを採用

最大 23cm の箸を100膳収容可能

定格
電源

消費
電力

殺菌
方法

温度
制御

安全
装置 付属品 製品

重量
1P100V
50/60Hz 520w 熱風式 サーモ

スタット
過熱

防止装置
箸入れ

バット×5 30kg

※8-989-10は掛率が異なりますのでご注意下さい。

日本製

仕切が取り外し可能。（2ヶ所）
シーンに合わせて使用できます。

マルチ箸立

8-990-1    A   マルチ箸立 黒乾漆 （仕切別売）
 O-7-25 本体  ¥1,600 （14.1×6.2×10） 

 O-7-28 仕切（1枚）  ¥200

8-990-2    A   マルチ箸立 新溜 （仕切別売） 
 O-7-26 本体  ¥1,600 （14.1×6.2×10） 

 O-7-28 仕切（1枚）  ¥200

※仕切別売

スベリ止付

8-990-6 O-7-7
  A   千筋箸箱 黒 
¥1,900 （24.8×8.7×5.2） 

8-990-7 O-7-8
  A   千筋箸箱 朱 
¥1,900 （24.8×8.7×5.2） 

8-990-8 O-7-9
  A   千筋箸箱 新溜塗 
¥2,250 （24.8×8.7×5.2） 

8-990-3 O-7-10
  TA   楊枝入れ付箸立 黒塗 
¥2,700 （11.7×9.6×13.3） 

8-990-4 O-7-11
  TA   楊枝入れ付き箸立 溜塗 
¥2,900 （11.7×9.6×13.3） 

8-990-5 O-7-12
  TA   楊枝入れ付き箸立 白木塗 
¥3,200 （11.7×9.6×13.3） 

ニーズに対応コンパクトタイプ。
23cm の箸が入ります。

楊枝入れ付箸立

千筋箸箱

楊枝入れと一体型で扱いやすい。省スペース。
PAT.P

画像はショート

画像はロング

ブラック

出し入れ可能

クリア ホワイト

画像はショート

8-990-9 Ｏ-7-32
  A   ニューカスター付箸箱 黒
¥3,700 （28.2×10×8.2） 梱40

8-990-11 Ｏ-7-33
  A   ニューカスター付箸箱 ウルミ
¥3,900 （28.2×10×8.2） 梱40

8-990-12 Ｏ-7-34
  A   ニューカスター付箸箱 シルバーメタリック
¥4,800 （28.2×10×8.2） 梱40

8-990-10     M   メニュー立て付きカスター ブラック 
 Ｈ-72-12 ロング  ¥4,400 （29×15×16.3） 梱60

 Ｈ-72-13 ショート ¥4,300 （29×15×11.3） 梱60

8-990-14    ステンレス   メニュー立て付き 
  カスター用金具のみ 
 Ｈ-72-18 ロング  ¥2,400  梱200

 Ｈ-72-19 ショート ¥2,300 梱200

8-990-17     M   メニュー立て付きカスター ブラウン
 Ｈ-72-14 ロング  ¥4,400 （29×15×16.3） 梱60

 Ｈ-72-15 ショート ¥4,300 （29×15×11.3） 梱60

8-990-16     M   メニュー立て付きカスター ブラック
 Ｈ-72-12 ロング  ¥4,400 （29×15×16.3） 梱60

 Ｈ-72-13 ショート ¥4,300 （29×15×11.3） 梱60

8-990-13  カスター付箸箱用クリーンフード 
 Ｏ-7-35   AC   クリア  ¥400 （8.5×4.2×4） 梱400

 Ｏ-7-36   PP   ホワイト  ¥400 （8.5×4.2×4） 梱400

 Ｏ-7-37   PP   ブラック ¥400  （8.5×4.2×4） 梱400

 Ｏ-7-38   A   カスター付箸箱用楊枝入れ ブラック
　　　　 ¥730 （8.5×2.6×4.5） 梱400

8-990-15     M   メニュー立て付きカスター ホワイト 
 Ｈ-72-16 ロング  ¥4,400 （29×15×16.3） 梱60

 Ｈ-72-17 ショート ¥4,300 （29×15×11.3） 梱60 

画像はショート

業務用木製積層箸（耐熱木）［洗浄機対応・消毒保管庫対応］耐熱温度100℃・箸殺菌庫 箸箱・箸立て・ニューカスター付箸箱・メニュー立て付きカスター

メニュー立て付きカスターは組立必要な商品です。
（別途組み立て申し受けます ¥400）
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