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MT

AND EVERYTHING IN
FALLS INTO ONE PLACE.

万能で、強力。
お客様の用途に応じてカスタマイズできるフライト/ラックコン
ベア食器洗浄機。大量の食器洗浄に、経済的かつ信頼性の高い製品を。

これ一台で最高の仕上がりと衛生をお
約束。
洗浄に最適なアクセサリー。
仕上が
りを追及して開発されたケミカル製品。
適切なアドバイスやトレーニング。
ニーズ
に合わせたプランニングやオペレーション
トレーニング。
そしていつでも安心して任
せられるサービス。
そのすべてをウィンタ
ーハルターから皆様にお届けします。

フレキシブルシステム

カスタムソリューション

経済的かつ効率的

フライトまたはラックコンベアタイプの MT
シリーズはモジュラー設計となっており、
モ
ジュールとセットアップオプションを多彩に
組み合わせることができます。MTシリーズ
は非常にフレキシブル。極めて精巧に設計
されており、
これまでの実績がそれを証明し
ています。

業務用の厨房では現場の作業スペース、洗
浄する食器類、対応できる時間や洗浄方
法、
さらに個別のご要望など、一つとして同
じ条件はありません。
だからこそウィンター
ハルターではお客様のニーズに合わせた最
適なタイプの食器洗浄機をご提案します。

経済性がさらに向上。
すすぎゾーンの能力
向上と最適化により、MTシリーズは水の消
費量を必要最低限に抑えます。
これにより、
水、
エネルギー、洗剤やリンス剤の消費量と
ランニングコストコストをさらに抑えること
に成功しました。

4 製品の特長

驚くことはありません。
ピークタイムの大勢のお客様と大量の食器の洗浄。厨房は業種それぞれのやり方で洗浄を
行います。
この大量の食器洗浄を効率的に行うことこそが、
まさに高性能な食器洗浄機MT
シリーズの役割になります。
どのような環境にも対応可能で、誰でも簡単に使用でき、
とても
経済的。
モジュラー設計となっているのでニーズに合わせて組み合わせることができます。
とてもフレキシブルで、信頼性と安全性の保証された頼れる食器洗浄機です。

MTF
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フライトコンベア洗浄機

MTR

ラックコンベア洗浄機

同じような形状の食器を集中して洗浄する
カフェテリア、病院、大型の食堂や介護施設
等に最適な洗浄機。

様々な形状の食器を一日中洗浄するホテ
ル、
レストラン、
サービスエリア、小規模の食
堂や介護施設に最適な洗浄機。

優れた使いやすさ

最高の清潔さと衛生性をお約束

180度開くドアは指一本で簡単に開閉で
きます。
またピクトグラムを使用したタッチ
スクリーンを採用し、直感的に操作できま
す。MTシリーズは細かいところまで配慮さ
れた設計により、
どなたでも簡単に、
安全
に、
そして便利に使用できます。

最高品質の衛生規格に対応した設計で、
DIN規格に適合しています。
またオプション
のHighTemp機能を利用して、高い温度帯
での洗浄も可能です。
あらゆる洗浄環境に
対応できます。

MTシリーズのより詳しい情報は弊社Web
サイトをご覧ください。
>> www.winterhalter.co.jp/mtr
>> www.winterhalter.co.jp/mtf
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衛生コンセプト

内側も外側も簡単にお掃除できるドア。角の無い深絞
り洗浄タンク。
グリスフィルター付き集中排気システム、
熱交換器クリーニングシステム、
そして天井クリーニング
システムを搭載したセルフクリーニングプログラム。MTシ
リーズは一貫して最高の衛生品質のため、細かな部分
にまでこだわって設計されています。
お客様のために最
高の安全性を提供します。

排気熱回収装置

エネルギーを賢く使用するため、MTシリーズは排気熱
回収装置（Energy）
の利用も可能です。排気熱からの
エネルギーを再利用して供給される冷水を温めておく
ことができます。
これにより、電力の消費量を抑え、
ラン
ニングコストを抑えることができます。
オプションのヒー
トポンプシステムClimatePlus *ではさらに省エネ性が
向上します。
ヒートポンプシステムを使用すれば、洗浄機
から排出される熱と水蒸気をさらに多く除去できるた
め、室内環境を一段と改善することができます。熱交換
器用のインテリジェントデュアルクリーニングシステムに
より、排気熱回収装置の効率性を保ち、洗浄機の手が
届きにくいエリアの衛生性も維持します。

ダブルウォール設計

MTシリーズは高品質かつ精巧な設計がなされ、洗浄
機は二重構造でしっかりと断熱されています。密閉され
たベースとの組み合わせにより、
さらに断熱効果が高ま
っています。断熱によるコスト低減の効果は大きく、加え
て洗浄機の騒音も大幅に抑えることができます。

食器・ラック感知によるゾーン別稼働

MTシリーズが誇るもう1つの革新的特長は、前洗浄、
本洗浄、
すすぎの各ゾーンが食器の存在を検知し、
実際
に必要な場合にのみ稼働する機能。
これにより余計な
資源を節約し、
ランニングコストを削減します。水、電力、
洗剤、
リンス剤を効率的かつ経済的に使用できます。

効果が実証されたフィルターシステム

ウィンターハルターのフィルターシステムは食器洗浄機
すべてに搭載されており、洗剤水を清潔に保ちます。
前洗浄と本洗浄のタンクにはフィルターカバーを、
すす
ぎゾーンにはポンプインレットフィルターと3つのメディア
マットを搭載しています。
メディアマットは遠心力を利用
し、細かな汚れを少しずつ取り除きます。
とてもシンプル
ですが、
とても効果的な機能です。

* 装置に密閉封入されたフッ素系温室効果ガス
（F-GHG）/ 冷媒R134a:2,19 kg / 3.1 t分の二酸化炭素量に相当 / 温室効果ガス係数:1430。
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8 事例

「わたしたちの厨房は、現状の作業性に合わせて
きっちりレイアウトされています。
そのため環境を
変化させずに、現状の環境とわたしたちのニーズ
にマッチする洗浄機を求めていました。MTシリー
ズだとそれが叶います。」
Birgit Kaiser, ケータリングオペレーションマネージャー、
EBZ COMPANY CANTEEN | RAVENSBURG
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美しく衛生的な洗浄。製品の一つ一つがそれぞれの役割を担い、
そしてそれ
ぞれが力を合わせることで最高の洗浄システムを生み出すことができます。
ウィンターハルターのトータルシステムを皆様にお届けします。

コンベアベルトおよびラック
グラスや食器、
カトラリー用に特別なラックをご準備しています。
その機能的なデ
ザインはそれぞれの洗浄物にぴったり。洗浄アイテムを保護し、破損も低減しま
す。
また洗浄水やすすぎ水が理想的にコンタクトするよう設計され、
さらに乾燥
も促進します。取り扱いも簡単で、洗浄物の移動も楽に行えます。
コンベアベルトや洗浄ラックは洗浄結果とオペレーションコストに影響を及ぼ
します。
どのタイプのコンベアベルトやラックがお客様にとって最適なのかお悩
みでしたら、遠慮なくウィンターハルターへご相談ください。
お客様に最適なソリ
ューションをご提案いたします。

ケミカル製品

F 8400

B 200 S

優秀な食器洗浄機であっても、洗剤とリンス剤が邪魔をしてしまっては最高の
洗浄結果は期待できません。
これは言い換えると、洗浄品質はケミカル製品の
品質に大きく左右されるということです。
ケミカル製品は最高の仕上がりを提供
する洗浄システムにおいての重要な構成要素なのです。
そのためメッケンボイレンの本社には専用の研究ラボラトリーを備えた研究部
門があり、
効果の高いケミカル製品と衛生関連製品の研究開発を行っていま
す。洗浄物の材質や汚れのタイプに合わせたケミカル製品を使用することで、
余分なコストの発生を抑制し、最高の洗浄結果や乾燥効果をご提供すること
ができるようになります。

10 システム

水処理装置
汚れの残りやウォータースポットなどは、
どのレストランオーナーにとってもやっ
かいな存在です。
なぜならこれらが洗浄結果が良くないことを証明してしまうこ
とになるからです。水の中の硬度分は洗剤やリンス剤の効果を低下させ、長期
的には洗浄機へダメージを与えてしまいます。水質に問題がある場合には水処
理装置の併用をお勧めします。
MTシリーズのような大容量洗浄機のために、
ウィンターハルターでは軟水装置
DuoMatik 3をご準備しています。軟水装置DuoMatik 3は電源を必要とせ
ず、機械的な仕組みのみで継続して良質の水を提供します。2つのイオン交換
樹脂カートリッジが交互に機能するため、再生のための一時停止時間もありま
せん。
お客様がさらに不純物の少ない水質をご要望であれば、
コンパクトな逆
浸透膜純水装置 RoMatik 420 をお使いいただければ、水の消費量が多くて
も不純物の除去が可能です。磨き上げ作業は大幅に軽減され、最高の洗浄結
果をご提供します。

サポートおよびプランニング
ウィンターハルターは業務用食器洗浄システムのスペシャリストです。
わたしたちは世界中の様々な厨房環境を見て
きました。
そして洗浄の際に何が重要で、何に注意すべきかを学んできました。
これらの知識と経験を活かし、
お客
様にご提案できることは、
わたしたちの喜びでもあります。
業務用厨房での挑戦。
まさにMTシリーズの活躍の場です。
そうなるとフライトコンベアタイプを選ぶかラックコンベア
タイプを選ぶかが難しい問題になってきます。
どちらが最適な選択と言えるでしょうか。
アイランド設置か、壁側への
設置なのか。
または国の補助金などを活用できるのか。
こうした一つ一つの質問にお答えし、
この設備投資に対し、
的確な選択ができるようにお手伝いします。
お客様のパートナー ウィンターハルター。
アドバイザーとプランナーから成るチームは現場のご要望やレイアウト、作
業工程などを分析し、
お客様のニーズに最適なプランニングとご提案を行います。
お客様の洗浄作業を整理し、洗
浄工程を最適化し、
そして作業される方々へ使用方法のトレーニングなども実施します。食器洗浄機はウィンターハ
ルターにお任せください。計画段階から洗浄機の導入後まで、効率的で快適な洗浄作業プロセスの構築をお手伝
いします。
お問い合わせがありましたら、下記までご連絡ください。
電話番号：048-797-9036 / ウェブサイト問い合わせフォーム www.winterhalter.co.jp/contact
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わたしたちは
ファミリーカンパニーです！」

カール・ウィンターハルター

地元に根ざす企業。先を見通す経営。
ファミリカンパニー的企業文化。
ファミリーカンパニーとしての文化と価値観が、
３世代にわたり受け継
がれウィンターハルターを作り上げてきました。従業員、
お客様、
そして
パートナー企業にもより身近な存在でいること。新しい時代に常に視
点を向け、長期的に考えること。責任感を持つこと。
これらがわたした
ちの文化なのです。
わたしたちはファミリーカンパニーであることに誇り
を持ち、
日々の少しずつの成長を喜びとしています。

ウィンターハルターのはじまり
1947年、創業者のカール・ウィンターハルター
がフリードリヒスハーフェンに会社を設立。彼は
まず、戦時の廃材を集め、
それらを使った鍋、
オーブンなどの家庭用品を開発しました。
その
後、1957年にはビジネスを専門化し、初のウィン
ターハルター製業務用食器洗浄機 GS 60を発表
しました。
この時からウィンターハルターは完璧
な洗浄結果を効率的な洗浄プロセスの中で実現
することを追求し始めます。
この総合的な視点を
持って、
ウィンターハルターは洗浄機の製造工場
から洗浄システムを提供する企業へと進化して
きたのです。

食器洗浄機から洗浄ソリューションへ
以前は台車で新品の洗浄機をキッチンに設置すれば十分でし
た。
しかし現在では個別の洗浄ソリューションを提供するため
に、現場の状況とお客様ごとの二ーズやご希望を集約すること
が必要になってきました。
このようなソリューションは正確な分
析とプランニングをベースにしています。
そのために弊社ではそれ
ぞれの現場に応じたオーダーメイドの効率的な洗浄プロセスを
ご提案するため、
最新の2Dと3DのCADソフトを利用して洗浄ゾ
ーンのプランニングを視覚化しています。

12 ブランドワールド

人以上

ユルゲン・ウィンターハルタ－

ラルフ・ウィンターハルター

「ウィンターハルターでは、製品、
コンサルティング、
サービスという
大きな3要素がスムーズに連携し
ています。
そして、
お客様にとって
洗浄プロセスに関するどんなご相
談にも応えられる、信頼できるパ
ートナーであり続けられるように
努めています。」

2.000

名の世界各国で勤務する従業員

高い品質を追求し、勤勉で、好奇心と野心にあふれている。
これ
が、
ウィンターハルターで働く典型的な従業員の特徴です。彼ら
とともに、
ウィンターハルターはドイツ・シュヴァーベン地方の小
さなファミリー企業からグローバルプレイヤーに成長し、現在で
は世界各国に40の支社と70カ国に販売パートナーを抱えてい
ます。私たちは自分たちが成し遂げたことを誇りに思っています。
そして、
その達成に貢献してくれた一人ひとりの従業員を誇りに
思っています。
この場をお借りして公式に伝えたいと思います。
「
本当にありがとう！」

独自の
洗浄化学アカデミー

より良いケミカルのための自社ラボラトリー
わたしたちは洗浄のスペシャリストとして、他社メーカーのケミカル製品に頼るべきなの
だろうか。
この問いに対して即座に出てきた答えは
「No!」
でした。
まさに自社ラボラトリ
ーが誕生した瞬間でした。
そして長年にわたり、洗剤、
リンス剤から衛生製品に至るま
で、
より良いケミカル製品を生み出すために日々研究開発に取り組んでいます。

世界各国で開催される年間のべ250日間の
トレーニングに1,000名近くが参加してい
ます。
自社の従業員、専門の営業パーソン、
サービスパートナーを対象に、
トレーニングプ
ログラムを通じて、
「洗浄」
という専門分野に
おけるわたしたちの持つ知識と経験を共有
しています。
ウィンターハルターはどのお客
様にも、
それぞれの状況の中で専門知識に
より助言し、
プロとしてのケアを行わなけれ
ばなりません。初期の提案から、洗浄機の設
置、
アフターサービスまで、
どの段階において
もそれは変わることはありません。

知っていただきたいこと
洗浄のスペシャリストとしてウィンターハルターで
は常に高いハードルを設定しています。
お客様に
は現状にご満足いただくだけではなく、寄り添い
ながら長期的に成功していただきたいと考えて
います。
そのためにはアフターサービスが重要な
役割を担います。
わたしたちの全世界的なネット
ワークが、迅速でプロフェッショナルな現地での
サポートを保証します。
お客様が必要とされる際は、
自社サービスおよび
サービスパートナーが迅速に対応いたします。
い
つでもウィンターハルターにお任せください！

新技術を使うことでどのような可能性を切り開くことができるのか。
どのように社
会情勢や労働環境が変化していくのか。
どのようなトレンドや開発が将来の洗
浄環境を形作っていくのか。
このようなすべての疑問に私たちは大きな刺激を
受けています。
ウィンターハルターではお客様とわたしたちにどのような変化が
生まれてくるのかを考え、開発に取り組んでいます。
ウィンターハルターの開発
した NEXT LEVEL SOLUTIONS（次なる領域へのソリューション）
をご紹介しま
す。CONNECTED WASHとPAY PER WASH。まさにウィンターハルターの次
世代ソリューションです。
>> www.connected-wash.com

「See you again soon !」
ウィンターハルターの食器洗浄機はおおむね15年から
20年にわたって使用されています。
お客様は古い機械
を入れ替えるまで何の心配もいりませんが、私たちは常
に入れ替えられる時のことを考え続けています。
モジュ
ールシステム化により簡単に入替ができるようなデザイ
ン、厳選し標準化された材料の使用、
リサイクルの可否
の判断を容易にするマークの刻印など。
このような取り
組みにより、
ウィンターハルターの食器洗浄機は非常に
高いリサイクル率を実現しています。
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>> www.pay-per-wash.com

MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND
これは単なる製造国を意味するだけでなく、高い品質の証明で
もあります。
ドイツとスイスで製造された製品は、全世界で最高
の品質と信頼性に対して絶対的な評価を得ています。
エンジニ
アの技術と開発者の精神、
そして精密さ。
ウィンターハルターの
製品はまさにその証明といえます。
メッケンボイレン、
エンディン
ゲン、
リュッティの各工場で、
ファーストクラスの清潔さと衛生の
ためのソリューションを開発し、製造をおこなっています。
そして
出荷されるすべての製品がその品質に達していることをお約束
いたします。

MTシリーズテクニカルデータ

790

MTF

440

610

プレウォッシュゾーン

メインウォッシュゾーン

リンスゾーン

M

L

M

L

M

700

1050

700

1050

700

150

2190 (ClimatePlus)
2010 (Energy)
1910

ローディングゾーン /
インレットテーブル

96,5

642
800

900 | 1100 | 1300 | 1500

96,5

500

642
800

150

2190 (ClimatePlus)
2010 (Energy)
1910

MTR

460

790

1200 | 1700 | 2200

175

MTF 標準
モデル

MTF 3-3400 MMM

MTF 3-3900 LMM

MTF 3-3900 MLM

– インテンシブプログラム

1500

1700

1700

– ノーマルプログラム

2200

2600

2600

– ショートプログラム

3400

3900

3900

処理能力 (65 mm コンベアベルト)

枚/h

全長（ﾌﾞﾛｰｲﾝｸﾞｱｳﾄｿﾞｰﾝ、ﾄﾞﾗｲｿﾞｰﾝ、ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ、ｱﾝﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞを除く）

mm

2100

2450

2450

タンク容量

l

240

240

240

ダブルリンス すすぎ水量（オプション）*処理能力が変更となります

l/h

170

170

170

トリプルリンス すすぎ水量（標準）

l/h

240

240

240

MTR 2-210 MM

MTR 2-240 SMM

MTR 2-240 LM

– インテンシブプログラム

85

110

110

– ノーマルプログラム

130

165

165

– ショートプログラム

210

240

240

MTR 標準
モデル
処理能力

ラック / h

全長（ｽﾌﾟﾗｯｼｭﾎﾞｯｸｽ、ﾌﾞﾛｰｲﾝｸﾞｱｳﾄｿﾞｰﾝ、
ﾄﾞﾗｲｿﾞｰﾝ、各種ﾃｰﾌﾞﾙを除く）

mm

1400

1750

1750

タンク容量

l

155

155

155

ダブルリンス すすぎ水量（オプション）*処理能力が変更となります

l/h

160

160

160

トリプルリンス すすぎ水量（標準）

l/h

220

220

220

14 データ

ドライゾーン

ブローイングアウトゾーン

M

L

M

アンローディングゾーン/
アウトレットローラーテーブル

L

コーナータイプドライゾーン
（MTRのみ）

XL

900 | 1200 | 1500 | 1800

700

1050

700

1050

M

XL

795

1495

1400

1200 | 1700 | 2200

MTF 3-4600 LLM

MTF 4-5200 MLMM

MTF 4-5800 LLMM

MTF 4-6400 LLLM

MTF 5-8000 LLLLM

2000

2200

2500

2700

3600

3000

3400

3800

4100

5400

4600

5200

5800

6400

8000

2800

3150

3500

3850

4900

240

325

325

325

410

180

180

180

200

220

260

270

270

280

310

MTR 3-250 MMM

MTR 3-270 LMM

MTR 3-270 MLM

MTR 3-340 LLM

MTR 4-340 MMMM

100

115

115

135

135

150

175

175

205

205

250

270

270

340

340

2100

2450

2450

2800

2800

240

240

240

240

325

160

160

160

160

160

220

220

220

240

240

15 データ

印刷版もお選びいただけます。

「このカタログでは皆様にMTシリーズをご紹介いた
しました。製品の特徴や機能、
そして製品コンセプト
などをお伝えしましたが、
このカタログの中だけでは
とてもMTシリーズのすべては語りつくせません。もし
どこかでこの製品を見かけることがあれば、是非使
用されている方の感想をお尋ねください。
きっとお客
様から有益な体験談を聞くことができ、
この製品の
素晴らしさついて、
よりご理解を頂けるものと信じて
おります。」

02/20 予告なく技術的な仕様の変更が行われる場合があります。

ユルゲン・ウィンターハルター
ラルフ・ウィンターハルター

Winterhalter 株式会社ウィンターハルター・ジャパン | 〒344-0063 埼玉県春日部市緑町 6-4-3 | Tel. 048-797-9036
（代表）
Tel. 048-797-9037 (サービスセンター）| Fax 048-876-9658 | info_winterhalter@winterhalter.co.jp | www.winterhalter.co.jp

