
はココがスゴい!

2 ドレンレス
排熱の風を効率よく利用して蒸発させる
新しい衛生的なシステムです。

3 マイコン
制御防露ヒーター

業界初のマイコン制御で、
結露発生条件を感知した時だけ通電するシステム。
無駄な電気を使いません。

PAT.申請中

5 環境にやさしい設計
冷媒ガスはオゾン層を破壊しない
代替フロン（HFC-134a）を使用しています。

6 フィルターレス
排熱システムの採用により、
わずらわしいフィルター掃除の必要がありません。

8

9

操作が簡単で
見やすい制御板

一目でわかるマイコン
制御のデジタル温度表示。 ※MRF-Mシリーズ

キャスター・脚
キャスターと脚の併用で、簡単らくらく移動。

1 この製品は日本製です

PAT.申請中

PAT.申請中

4 マグネットパッキン
密閉度の非常に高い、マグネット入りパッキンを採用。
軽く静かにピタッと閉まります。

7 DCファン
省エネファン採用（DC（直流）電源化）

そ
の
他
に
も

便
利
な
機
能
を

多
数
搭
載
！

スーパー玄米保冷庫から、お手軽な玄米専用タイプ登場！

スーパー玄米保冷庫 お米玄米専用シリーズ

とれたての美味しさをしっかり保存！

スーパー玄米保冷庫 野菜お米

温度設定範囲

2～15℃
温度設定範囲

2～15℃

光触媒抗菌

※イラスト、写真は
　10.5俵のイメージ。

光触媒抗菌

※イラスト、写真は
　7俵のイメージ。

省エネ
対応

省エネ

静音
箱からユニット部まで、
全てが同一工場内での一貫生産だから
できる静音設計。

省エネファン・マイコン防露ヒーターなどの
採用で、電気料金の節約に大きく貢献。

省エネモード 冬眠モード
さらに省エネを追求 冬の間はより経済的に

スイッチオンで省エネ設定！
運転率大幅ダウンで、
電気代お得！

冬の間は自動で停止！
無駄な電気は使いません。

安心価格のスタンダードタイプ ! 愛情込めて作った
お米を素早く冷やします！

●野菜の長期保冷には向いていませんので、ご遠慮ください。●加湿機能が付いていませんので、外気温度と設定温度は比例
しません。●オプションプラス50,000円　全サイズ（腐食塗装）●海水飛沫及び潮風に直接さらされると本仕様であっても
腐食・発錆が発生する場合があります。その他のサイズはご相談ください。●このカタログには、取り付け費用が含まれてお
ります。※取り付け環境によっては別途費用がかかることがあります。その場合は取り付け場所確認後別途お見積りいたしま
す。●保冷庫には電源が必要になります。電源が近くにない場合はお近くの電気工事店で工事して、近くに電源線をもってき
てください。●このカタログに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからない所でご使用、保管ください。●梅雨どきなど湿度の
高い時は、外面の表面に露が付き床がぬれることがありますので、床がぬれても差し支えない場所に据え付けてください。●
周囲温度は5℃～35℃の範囲でお使いください。●このカタログの価格には、輸送費が含まれております。(但し、沖縄・北海道
他離島は別途追加料金が必要になります。）●仕様及び外観は製品改良のため、予告なく変更することがあります。●メーカー
希望小売価格は予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。●製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場
合があります。

超抗菌

食品添加物にも認定されて
いる二酸化チタンを触媒と
し、脱臭・防汚を始め、さま
ざまな環境汚染対策や病院
の院内感染対策に使用され
ております。
時代の最先端システムです。

保冷庫内に浮遊している、カビ菌や雑菌・におい
の元が、保冷庫の冷気ファンの風にのって壁に
衝突します。衝突した瞬間に、菌類は死滅し、シ
ルバーチタンの反応により時間をかけて分解さ
れてゆきます。
保冷庫内の菌は徐々に
少なくなっていきます。

光触媒とは？ 光触媒のしくみ（保冷庫内）

玄米保冷庫では初の光触媒採用。
抗菌・防カビ・脱臭などの効果を発揮します。

光触媒　二酸化チタン
（銀メタル担持型）
※最先端材料ですので
光がなくても大丈夫

光触媒抗菌

これが銀配合光触媒

メーカー
希望
小売価格 315,000円 (税別)

346,500円 (税込)MRF21E-2
メーカーコードNo.389666

温度設定範囲

9～15℃
温度設定範囲

9～15℃
10.5俵
30kg 玄米 21 袋

メーカー
希望
小売価格 239,000円 (税別)

262,900円 (税込)MRF14E-2
メーカーコードNo.389665

7俵
30kg 玄米 14 袋

温度設定範囲

2～15℃
温度設定範囲

2～15℃

メーカー
希望
小売価格 300,000円 (税別)

330,000円 (税込)MRF014M-3
メーカーコードNo.389668

7俵
30kg 玄米 14 袋

メーカー
希望
小売価格 276,000円 (税別)

303,600円 (税込)MRF007M-3
メーカーコードNo.389667

3.5俵
30kg 玄米 7 袋

メーカー
希望
小売価格 371,000円 (税別)

408,100円 (税込)MRF021M-2
メーカーコードNo.389669

メーカー
希望
小売価格 444,000円 (税別)

488,400円 (税込)MRF028M-1
メーカーコードNo.389671    

14俵
30kg 玄米 28 袋

メーカー
希望
小売価格 464,000円 (税別)

510,400円 (税込)MRF028M-1（200V）
メーカーコードNo.389672  

14俵
30kg 玄米 28 袋

10.5俵
30kg 玄米 21 袋

メーカー
希望
小売価格 390,000円 (税別)

429,000円 (税込)MRF021M-2（200V）
メーカーコードNo.389670

10.5俵
30kg 玄米 21 袋

型 名 3.5俵
（7袋）用

60
¥9,900
420802 403144 403145 403146

¥9,900 ¥26,400 ¥29,700
75

7俵
（14袋）用

10.5俵
（21袋）用

14俵
（28袋）用

耐荷重（ k g）
メーカー希望小売価格（税込）
専用棚コード No.

アフターサービスは、
安心の専用ダイヤル受付
製品についてのお問い合わせ、故障修理の受付は、
専門スタッフへ直通で（本体ステッカーに表示）

専用棚 別売



スペースを有効活用できる設計ができます!

用途に応じてオーダーメイドできます!

オーダーメイド型保冷庫 特徴（自由設計タイプ）

オーダーメイド型保冷庫

● 0.5 坪から対応できる、現地施行タイプです。

● 保存する作物にあわせて、最適な温度帯をキープします。

● 幅・奥行き・高さ・扉形状など、希望にあわせた
　 サイズを設計できます。

● 冷却ユニットは、入庫物や設置環境によって、
　 多彩なシリーズから選択して、設計します。
　 天井置きタイプ・セパレートタイプなどいろいろあります。
　 設計時にご提案いたします。

● 扉の種類もたくさんありますので、用途に応じてお選びいただけます。
　 ・観音扉（サイズ豊富です）
　 ・スライド扉（片引き、両引き）
　 ・電動扉などご要望をお聞きし、設計時にご提案いたします。

使いやすくてエコロジー。
たっぷりの収納力で安心の配慮と工夫がいっぱい !
ますます便利になりました。

お米の保存・野菜の保存や予冷に。

プレハブ玄米・強冷保冷庫 野菜お米

変形
対応

特別
寸法

メーカー
希望

小売価格 963,000円 (税別)

1,059,300円 (税込)MRFP120MG-2（200V）
メーカーコードNo.389682

メーカー
希望

小売価格 989,000円 (税別)

1,087,900円 (税込)MRFP120MGY-2（200V）
メーカーコードNo.389683

1.5 坪

玄米120袋
60俵

メーカー
希望

小売価格 1,265,000円 (税別)

1,391,500円 (税込)MRFP180MG-2（200V）
メーカーコードNo.389686

メーカー
希望

小売価格 1,344,000円 (税別)

1,478,400円 (税込)MRFP180MGY-2（200V）
メーカーコードNo.389687

2.25 坪

玄米180袋
90俵メーカー

希望
小売価格 1,095,000円 (税別)

1,204,500円 (税込)MRFP160MG-2（200V）
メーカーコードNo.389684

メーカー
希望

小売価格 1,196,000円 (税別)

1,315,600円 (税込)MRFP160MGY-2（200V）
メーカーコードNo.389685

2.0 坪

玄米160袋
80俵

メーカー
希望

小売価格 718,000円 (税別)

789,800円 (税込)MRFP036MG-2

メーカーコードNo.389673

メーカー
希望

小売価格 732,000円 (税別)

805,200円 (税込)MRFP036MG-2（200V）

メーカーコードNo.389674

0.5 坪

玄米36袋
18俵

※リモコンは付いておりません。

※リモコンは付いておりません。

メーカー
希望

小売価格 804,000円 (税別)

884,400円 (税込)MRFP036MGY-2（200V）
メーカーコードNo.389675

1.0 坪

玄米80袋
40俵

※リモコンは付いておりません。

メーカー
希望

小売価格 833,000円 (税別)

916,300円 (税込)MRFP080MG-2（200V）

メーカーコードNo.389680
※リモコンは付いておりません。

メーカー
希望

小売価格 857,000円 (税別)

942,700円 (税込)MRFP080MGY-2（200V）
メーカーコードNo.389681

メーカー
希望

小売価格 878,000円 (税別)

965,800円 (税込)MRFP080MG-2
メーカーコードNo.389679

メーカー
希望

小売価格 764,000円 (税別)

840,400円 (税込)MRFP054MG-2

メーカーコードNo.389676

メーカー
希望

小売価格 776,000円 (税別)

853,600円 (税込)MRFP054MG-2（200V）

メーカーコードNo.389677

0.75 坪

玄米54袋
27俵

※リモコンは付いておりません。

※リモコンは付いておりません。

メーカー
希望

小売価格 828,000円 (税別)

910,800円 (税込)MRFP054MGY-2（200V）
メーカーコードNo.389678

3.0 坪

玄米240袋
120俵

メーカー
希望

小売価格 1,428,000円 (税別)

1,570,800円 (税込)MRFP240MG-2（200V）
メーカーコードNo.389688

メーカー
希望

小売価格 1,707,000円 (税別)

1,877,700円 (税込)MRFP240MGY-2（200V）

メーカーコードNo.389689
※ユニットは2台になります。
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