
　◆循環式精米機 ◆石抜き機

ﾒｰｶｰ希望小売価格118,800円(税込)

・能率：玄米15㎏/5分
・高790×幅370×奥行750(mm)

●SP-30SKM(2斗=30kg用）

ﾒｰｶｰ希望小売価格129,384円(税込)

・能率：玄米30㎏/10分
・高890×幅370×奥行750(mm)

●SP-15SKM(1斗=15kg用）

ﾒｰｶｰ希望小売価格89,748円(税込)

・能率：玄米15㎏/5分
・高790×幅370×奥行570(mm)

●SP-30S(2斗=30kg用）

ﾒｰｶｰ希望小売価格98,712円(税込)
・能率：玄米30㎏/10分
・高890×幅370×奥行570(mm)

●MSP-15(1斗=15kg用）

ﾒｰｶｰ希望小売価格69,876円(税込)

・能率：玄米15㎏/15分
・高530×幅300×奥行340(mm)

●SP-15S(1斗=15kg用） ●SQ-30(2斗=30kg用）

ﾒｰｶｰ希望小売価格223,344円(税込)

・能率：玄米540㎏/60分
・高910×幅535×奥行600(mm)

●SQ-60(4斗=60kg用）

ﾒｰｶｰ希望小売価格253,044円(税込)

・能率：玄米540㎏/60分
・高1050×幅535×奥行600(mm)

三相 200V

三相 200V

●NSK-10（単相300W）

ﾒｰｶｰ希望小売価格79,704円(税込)

・能率：玄米10㎏/30分

●NSF300（単相300W)

ﾒｰｶｰ希望小売価格92,340円(税込)
・能率：玄米15㎏/40分

●NSF400D（単相400W）

ﾒｰｶｰ希望小売価格102,600円(税込)

●NSF400TBM（三相400W)

三相 200V

ﾒｰｶｰ希望小売価格135,000円(税込)
・能率：玄米30㎏/45分

ﾒｰｶｰ希望小売価格151,200円(税込)

●NSG400（単相400W）
（）

ﾒｰｶｰ希望小売価格170,640円(税込)
・能率：玄米30㎏/25分

三相 200V

●NSG550M（単相550W）

寸法：高844
　　　幅640
　　　奥行480(mm)

寸法：高800
　　　幅470
　　　奥行550(mm)

寸法：高934
　　　幅740
　　　奥行560(mm)

●NSG750（三相750W）

消費電力を抑えたエコタイプと、時間短縮の強力型の 2種類をご用意。

強力型

強力型強力型強力型

エコタイプエコタイプ エコタイプ

タイマー、メーター、キャスター付。
両端軸受け構造により芯ブレがなく、砕米が少ない。鋳物製搗精部でお米を優しく美味しく仕上げます。

三相 200V

三相 200V

◎高能率な業務用石抜精米機

ﾒｰｶｰ希望小売価格504,360円(税込)
・能率：玄米30㎏/15分
・据付面積：高1890×幅1140×奥行1210
　　　　

●SFX-2ESP（精米機：三相1.5KW）

ﾒｰｶｰ希望小売価格650,160円(税込)

・能率：玄米30㎏/12分
・据付面積：高1890×幅1140×奥行1210

●SFX-3ESQ（精米機：三相2.2KW）

三相 200V

三相 200V

（サイクロンは寸法に含まれません）

ﾒｰｶｰ希望小売価格484,920円(税込)
・能率：玄米30㎏/15分
・寸法：高980×幅780×奥行510
　　　　

●PROMAX-1500（三相1.5KW）

ﾒｰｶｰ希望小売価格518,400円(税込)
・能率：玄米30㎏/12分
・寸法：高980×幅780×奥行510

●PROMAX-2200（三相2.2KW）

一体型でコンパクト！

設置場所に困りません

　◆特徴
・石抜・低温精米
・ラクラクメンテナンス構造
・残米排出レバー付き
・逆転防止機能付

◎本格派！！精米ミニプラント

　◆特徴
・石抜・低温精米
・ラクラクメンテナンス構造
・残米排出レバー付き
・逆転防止機能付

・能率：玄米15㎏/25分 ・能率：玄米30㎏/25分

ﾒｰｶｰ希望小売価格240,840円(税込)
・能率：玄米30㎏/15分
・寸法：高1320×幅860×奥行640
・ホッパー容量：30kg(玄米)

　　　　

●SFX-2（三相1.5KW）

ﾒｰｶｰ希望小売価格272,862円(税込)

・能率：玄米30㎏/12分
・寸法：高1320×幅860×奥行640
・ホッパー容量：30kg(玄米)

●SFX-3（三相2.2KW）

三相 200V

三相 200V

　◆SFXシリーズ特徴
・光センサー内蔵型
・便利なオープンドアタイプ
・ラクラクメンテナンス構造
・圧送・吸引Wファン機構採用
・残米排出レバー付き
・米袋受け対応 ﾒｰｶｰ希望小売価格334,800円(税込)

・能率：玄米30㎏/15分
・寸法：高1320×幅860×奥行640
・ホッパー容量：30kg(玄米)
　　　　

●SFX-2E（精米機：三相1.5KW）

ﾒｰｶｰ希望小売価格368,280円(税込)
・能率：玄米30㎏/12分
・寸法：高1320×幅860×奥行640
・ホッパー容量：30kg(玄米)

●SFX-3E（精米機：三相2.2KW）

三相 200V

三相 200V

◎高速精米機 ◎昇降機付き高速精米機

　　　　（サイクロンは寸法に含まれません）　　　　（サイクロンは寸法に含まれません）

◆精麦機
業務用精麦機

フスマの皮むき

麦みそ用精麦

製粉の前処理

その他

■型式　SB-2200

電源 三相200V
モーター 2.2kw 4P 200V 50/60Hz 全閉外扇型

精麦ローター 砥石
精麦対象 小麦・大麦

小麦：約20～30（研削率30％の場合）
大麦：約10～15（研削率30％の場合）
精麦部
タンク
昇降機
集塵部（通常はサイクロン仕様となります）
その他（ブロアー・フスマタンク等）

※精麦能力は、弊社実験データーに基づく参考値です。
※機械寸法は、仕様により異なります。
※基本仕様は精麦本体1連タイプです。
※タンク容量は、基本仕様は102ℓ×1個。
　　用途に応じて、102ℓ×2個仕様も可能です。

標準機器構成

能率（kg/h)

◎基本仕様

◎主な用途

◎基本仕様
構成ユニット 精麦本体・集塵ユニット（貯蔵タンク・集塵機）

電源 三相200V
主要モーター 0.75ｋｗ4Ｐ　200Ｖ　全閉外扇型

ホッパー容量(kg) 10(大麦） 
能率 10kg/1.5h～

本体寸法(mm) (高)850×(幅)920×(奥行)500
集塵ユニット寸法(mm) (高)870×(幅)870×(奥行)480

（1）貯蔵タンク　 容量:75㍑、　連結ホース長さ:2m
（2）集塵機　モーター 単相100V

備考 24時間タイマー付、負荷メーター付
※電源は、三相200V、単相100V　2箇所必要です。
※精麦時間と仕上がりは、品種や乾燥度合いによって異なります。
※ご注文時、大麦仕様・小麦仕様いづれかをご指定下さい。

※単相200V仕様は25,000円(税別)追加になります。

ﾒｰｶｰ希望小売価格388,800円(税込)
●3RSB-10

●3RSB-10FS
（貯蔵タンク用サイクロン付）

ﾒｰｶｰ希望小売価格442,800円(税込)

家庭用健康志向精麦機

●TS-01
（貯蔵タンク用サイクロン）

ﾒｰｶｰ希望小売価格54,000円(税込)
こちらをつけることによって

集塵機のフィルター清掃の回数を減らすことが

できます。

☆当社テスト結果（フィルター付着ふすま量）

装着前 300ｇ→装着後 30ｇ

◎石抜精米機

　◆特徴
・光センサー内蔵型
・他社にない便利なオープンドアタイプ
・ラクラクメンテナンス構造
・圧送・吸引Wファン機構採用
・残米排出レバー付き

ﾒｰｶｰ希望小売価格244,080円(税込)
・能率：玄米15㎏/20～30分
・寸法：高950×幅650×奥行500
　　　　

●BS-15-550TK（単相550W）
（）

ﾒｰｶｰ希望小売価格254,880円(税込)
・能率：玄米30㎏/45～55分
・寸法：高980×幅650×奥行500
　　　　

●BS-30-550TK（単相550W）

◎ホッパー容量 30kg/ 玄米

　◆一回通精米機

●MR-10T（単相180W）

ﾒｰｶｰ希望小売価格71,820円(税込)

・能率：玄米4.5㎏/30分
・定格時間：50分
・30分タイマー付
・寸法：高560×幅285×奥行390
・ホッパー容量：10kg(玄米）

●TK-15-400（単相400W)

ﾒｰｶｰ希望小売価格99,360円(税込)
・能率：玄米15㎏/40分
・寸法：高784×幅380×奥行520
・ホッパー容量：15kg(玄米)

ﾒｰｶｰ希望小売価格162,000円(税込)
・能率：玄米15㎏/25分
・寸法：高795×幅585×奥行550
・ホッパー容量：15kg(玄米)
　　　　

●NPF-15-550S（単相550W）

◎米びつ精米機 ◎操作・メンテナンスが簡単！！ ◎もみづきもできる！！低温精米機！！

ﾒｰｶｰ希望小売価格171,720円(税込)
・能率：玄米30㎏/30～45分
・寸法：高870×幅585×奥行550
・ホッパー容量：30kg(玄米)
　　　　

●NPF-30-550S（単相550W）

（※もみづきの場合、玄米の1.2～1.3倍
    の時間がかかります。）

●NPF-30-750S（単相750W）

●NPF-30-750S2（単相750W）単相 200V

●NPF-30-750T（三相750W）三相 200V

・能率：玄米30㎏/30分
・寸法：高870×幅585×奥行550
・ホッパー容量：30kg(玄米)

　◆特徴
・光センサー内蔵型
・他社にないオープンドアタイプ
・ラクラクメンテナンス構造
・圧送・吸引Wファン機構採用
・残米排出レバー付き

　　　　（サイクロンは寸法に含まれません）

ﾒｰｶｰ希望小売価格183,600円(税込)

◆特徴
・光センサー内蔵型
・他社にないオープン
　ドアタイプ
・メンテナンスもラクラク

※仕様・型式・デザインなどは、改良により予告なく変更することがあります。 ※能率は、弊社実験データに基づく参考値です。

※本カタログ表示価格は、すべて税込価格（消費税8％時のみ有効）です。

業務用ならではの高速精米！！使い勝手にもこだわった、一回通精米機！！

お米を傷めないバケット式

※寸法は、弊社測定による概算値です。

※当社の循環式精米機は、もみづき精米に対

応しています。もみづき精米をされる場合は、

以下の事を注意して下さい。

精米開始後 10 ～ 15 分で、一度、籾・糠をお

捨て下さい。（連続して使用しますと、糠箱が

あふれてしまいます。）

玄米 10kg

籾 8kg

張り込み量

玄米 15kg

籾 12kg

張り込み量

玄米 30kg

籾 24kg
張り込み量

精米対象

玄米

精米対象

玄米

精米対象
籾

玄米

精米対象

玄米

精米対象

玄米

精米対象

玄米

精米対象

玄米

精米対象

玄米

選別対象

玄米

白米
白米

15kg用

選別対象

玄米

白米
白米

15kg用
30kg用

選別対象

玄米

白米
白米

白米
小米

白米
 そば

15kg用
30kg用

(小米取ｱﾐ付)

選別対象

玄米

白米
白米

高能率タイプ

30kg用
60kg用

必要な分だけ素早く精米！

扱いやすさが自慢の一回通精米機です！！

一台で二役！！石抜付精米機！コンパクト設計により、設置場所に困りません！！

精麦対象

大麦

白米
小麦

10kg用

揺動式比重選別　
小さな砂・石でも確実

に抜きます
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