PT

The new passthrough dishwashers of the PT Series

WORKHORSE

最高の仕上がりと衛生を提供する洗浄
機。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。
ニー
ズに合わせたプランニング。経験と知識
に基づく適切なアドバイスとトレーニン
グ。
そしてもっとも重要な安心して任せ
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へ。

最高の洗浄結果

絶対的な信頼性

非常に頑固な汚れでも、PTシリーズなら認
証された清潔さと衛生を保証します。強力
な洗浄システムと効果的な4段階フィルター
により、
あらゆる状況に適切に対応します。

PTシリーズは、革新的なテクノロジー、高い
品質、
ミスの発生を抑える簡単な操作性な
ど、過酷な毎日の洗浄に必要な全ての機能
を備えており、
あなたの頼れるパートナーと
なります。

4 製品の特長

HARD WORK.
洗浄コーナーのラッシュアワー。
その真ん中にはウィンターハルターのPTシリー
ズが働いています。
ソイルドテーブルには次々と汚れた食器がセットされたラッ
クが載せられます。洗浄サイクルが開始されます。反対側のテーブルからはきれ
いになった食器が取り出されていきます。
すべてが機能しており完成された作
業です。
そこに妥協はありません。PTシリーズならそれを可能にします。
このPTシ
リーズは様々な要求に合わせて調整できるように設計されており、
クラス最高レ
ベルの経済性を実現します。
どんなアイテムにも対応できるオールラウンダーで
す。簡単で高い効率とスピードを誇ります。
そして常に絶対的な信頼性をお約束
します。3つのサイズバリエーションをご用意。本当に頼りになる仲間です。

「PTシリーズは、
ウィンターハルターのオールラウン
ダーです。本当に頼りになる仲間です。
あらゆる洗浄
物に柔軟に対応し、効率よく完璧でクリーンに洗い
上げてくれます。完全に信頼がおける舞台裏のパー
トナーです！」
Leonie Hengeler, PRODUCT MANAGER INTERNATIONAL
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高い経済性

簡単な操作性

PTシリーズは非常に高効率の洗浄を行いま
す。少ない水とエネルギー、最小限の洗剤で
最高の洗浄結果を実現します。
サービスもデ
ジタル化されており原状回復までの時間も
短時間となる工夫がされています。
つまり、
お
客様はPTシリーズをお使いになることでラン
ニングコストを最小限に抑えられるというこ
とに他なりません。

PTシリーズは、直感的でシンプルな操作性、
人間工学に基づいた設計、実用的で便利
な機能で、洗浄作業をシンプルにします。
そ
れにより、新しいPTシリーズで作業を行うス
タッフの方々は喜んでお使いいただけるこ
とでしょう。

HARD WORK MADE EASY.
ひどい汚れがところどころに残る様々な洗浄物。大量の洗浄物が出るピークタイム。長時間
に及ぶ連続運転。
ウィンターハルターは、
キッチンで働くことがどれほど大変かを十分に理
解しています。
スタッフにとっても、洗浄機にとっても。
そのため、私たちはお客様に最新の革新的な洗浄技術を提供するだけでは不十分だと考
えています。非常に困難な条件下でも、可能な限り簡単に洗浄ができ、
あらゆる状況に適
切に対応できる洗浄機をお届けします。
あらゆるケースに合わせて最適なセッティングが可
能です。
洗浄機は完璧に作動します。
そのことにより洗浄プロセス全体が簡略化され、
どのよ
うな状況でも信頼に100%で応えます。何が起ころうとも、
これから何年も。

6 ミッション

7 ミッション

スマートタッチディスプレイ

PTシリーズのコックピットで機能しているのは、
スマート
タッチディスプレイです。
ワンタッチ操作、言語に依存し
ないインターフェイス、一目瞭然のピクトグラム。手袋を
はめていても確実に操作することができるタッチディス
プレイは非常に頑丈な耐衝撃ガラス製です。
すべての機
能は、操作する人に合わせて簡単に呼び出すことので
きる3つのレベル、
ユーザーレベル、
管理者レベル、
サー
ビス技術者レベルに割り振られています。

フィルターシステム

洗浄は汚れと戦う重労働です。PTシリーズは、
まさにそ
のために4段階のフィルターシステムを搭載しています。
ステージ1、大きな汚れはフラットフィルターの上を通り、
フィルターシリンダーに集められます。
ステージ2、
フィル
ターシリンダーによってろ過され、汚れは水から分離さ
れます。
ステージ3、
タンク底のフィルターで爪楊枝など
の固形ゴミは取り除かれたうえで、集められた汚れは排
出されます。
さらにステージ4、
メディアマットがコーヒー
殻などの細かい粒子を洗浄水から遠心分離して排出し
ます。追加で装備されたポンプ保護ストレーナーは、
ポン
プを損傷から保護します。
その結果、洗浄タンクは常に
清潔に保たれます。
洗浄タンク内が清潔であればあるほ
ど、
さらに良い洗浄結果を得ることができます。

洗浄システム

PTシリーズのより詳しい情報は弊社ウェブ
サイトにてご覧いただけます。
>> www.winterhalter.co.jp/pt
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PTシリーズの心臓部：洗浄機内では特徴的な2つのS
字型ウォッシュフィールドが稼働しています。
これは長き
にわたる研究開発の賜物です。特殊なノズル形状によ
り、水の流れが最適化され、
ムラなくすみずみにまで水
が行き渡ります。
これにより、1回の洗浄サイクルにつき、
わずか2,2Lのすすぎ水で最高の洗浄結果を得ること
ができます。品質は細部に至るまで注意が払われまし
た。
ステンレス製の頑丈な軸が最高の回転特性を保証
し、PTシリーズの高い信頼性に貢献します。

排気熱回収システム

PTシリーズでは、
排気熱回収システムEnergyPlusが、
オ
プションでご利用いただけます。EnergyPlusは標準装
備のEnergyLightに加えてさらに高効率の排気熱交
換器が加わります。
このEnergyPlusは、庫内にある高
温の蒸気のエネルギーをも再利用して、排水熱で予熱
された水をさらに加熱します。
この排気熱回収機能によ
り1回の洗浄サイクルあたり最大15%のエネルギーコス
トが節約できます。
また、
これにより庫内の蒸気が削減
されるため、洗浄機を開けてもムワッとする湯気はほと
んど漏れることはありません。

オートフード

衛生コンセプト

PTシリーズは、最高の洗浄能力と容易な清掃性をコン
セプトに設計されています。洗浄機の内壁は滑らかで
継ぎ目はありません。
タンクは深絞り加工されており、
ス
テンレス製のカバーに覆われた衛生的なヒーターが付
いています。標準搭載されているセルフクリーニングプロ
グラムと併せ、
クリーニングの手間は最小限に抑えられ
ています。洗剤センサー、
ハイジーンログブック、
サーモス
トップ機能、CONNECTED WASHが、安全性をさらに
高めます。PTシリーズは非常に高い衛生水準を提供し
ており、
その性能はDIN SPEC 10534に基づく衛生に
関する認証により証明されています。

洗浄圧力調整機能

PTシリーズには洗浄圧力調整機能VarioPowerが標
準装備されています。VarioPowerは、洗浄物と汚れの
度合に応じて洗浄圧力を調整します。
デリケートなグラ
スや壊れやすい小鉢などは低い水圧で、壊れにくい食
器は高い水圧でしっかり洗浄します。
これにより頑固な
汚れも確実に落とすことができる一方で、軽量でデリケ
ートな洗浄物はやさしく取り扱うことができます。

排水熱回収システム

PTシリーズには排水熱回収システムEnergyLightが標
準装備されています。
このシステムは排水熱交換器が
排水のエネルギーを低温の給水の加熱に利用します。
この機能により洗浄プロセスとプロセスの間に素早く加
熱でき、最大10%のエネルギーコストを削減します。

快適で実用的：PTシリーズのM/Lサイズはオプションで
自動開閉機能をお選びいただけます。
これにより洗浄
機の操作が楽になり、洗浄スタッフの負担が大幅に軽
減されます。
フードは、
ディスプレイまたは、使いやすい位
置にあるボタンにタッチするだけで自動的に閉まり、洗
浄は自動的に開始されます。洗浄プログラムが終わると
フードが自動的に上がり、洗浄サイクルが終了したこと
をお知らせします。

ドリブンシステム

節約の可能性を最大限に引き出します：PTシリーズは、
オプションで駆動式ウォッシュフィールド機能のドリブン
システムをお選びいただけます。
これはウィンターハルタ
ーの特許取得済みのイノベーションです。小型の電気モ
ーターを搭載することで回転に水を使用する必要がな
くなり、水を100％洗浄に利用できることで、標準仕様
と比較して、1回の洗浄サイクルにつき0,4Lもの消費水
量を削減することができます。
この機能により、
ランニン
グコストをさらに大幅に削減することができます。

CONNECTED WASH *

デジタル化の流れは、業務用食器洗浄機の分野でも新
たな可能性を生み出し、
より高い安全性と効率を実現
します。CONNECTED WASHにより、PTシリーズの洗
浄機はネットワークに組み込まれ、
すべての重要なオペ
レーションデータを評価することが可能です。
ここから
洗浄プロセスをさらに最適化するための具体的な推奨
アクションが導き出されます。無料のアプリを使用する
ことで、世界中どこにいても洗浄機の状態をモニタリン
グすることができます。
また、重大なエラーが発生した場
合は、CONNECTED WASHから登録された受信者全
員に自動的に通知を送信します。

* CONNECTED WASH を利用可能な国と地域、
その機能と可能性に関する詳細情報は、www.connected-wash.com をご覧ください。
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構成とオプション：

オーダーメイドなパススルータイプ洗浄機
最高レベルの清潔さと衛生性を実現するためには、可能な限り現場ごとにあわせてカスタマイズされた洗浄スキームを用意す
ることが不可欠です。洗浄機のサイズと洗浄機能は、洗浄物の大きさと種類、
また汚れ度合いにぴったり合わせなければなりま
せん。
そのため、PTシリーズはお客様のご要望に合わせて完璧に設計できるように異なる3つのサイズと様々な洗浄オプション
をご用意しています。
これにより、
お客様それぞれの用途とスペースなどの条件に最適なサイズの洗浄機を選んでいただけます。

PT-M

PTシリーズの最もコンパクトなサイズで、食
器やグラス、
カトラリーやマグカップなどの洗
浄に最適です。
オプションラックを使用する
ことで、
ボトルや樹脂製タンブラー洗浄機と
してもご利用いただけます。

PT-L

幅広タイプのPT-Lには、大きなお皿やトレ
ーなど600mmの洗浄物を洗うためのスペ
ースが確保されています。
ラックは一般的な
500×500mmに加えて500×600mmがご
利用になれます。

PT-XL

Lサイズからさらに高さを拡張したPT-XLな
ら、食器類に加えて、
ヨーロッパ規格のボッ
クスやGN-2/1サイズのトレーまでも洗浄す
ることが可能となります。

洗浄用途
ピカピカなグラス、光り輝く食器やカトラリー、衛生的なタンブラー。
または、
これらすべ
てを一緒に。PTシリーズの洗浄プログラムは、洗浄物や汚れの度合に合わせて、
タッ
チパネルの操作で最適に調節することができます。3つの洗浄機サイズのすべてにお
いて、
グラス用、食器用、
カトラリー用、
ビストロ用、
タンブラー用と用途をお選びいただ
けます。
また、用途それぞれに3つの標準プログラムとがあり、
さらにそれぞれに付与す
る4つのスペシャルプログラムをご用意、
あわせて最大12の洗浄プログラムをご使用
いただけます。
もし、途中で用途が変わっても大丈夫です。
すべての洗浄プログラムは
必要に応じていつでも変更することができます。
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皿

カップ

トレー

カトラリー

グラス

タンブラー

コーナー設置
食器洗浄機が本当の洗浄ソリューションとなる方法：PTシリーズは、現場の利
用可能なスペースにフレキシブルに対応するため、様々な設置バリエーションを
提供します。洗浄機およびテーブルは、標準でストレートなラインに、
またオプシ
ョンで場所をとらずにコーナーに設置することも可能です。
さらに、進行方向を
左から右、
または、右から左に変えることも可能です。

洗浄機の組み合わせ
ダブルパワー：PTシリーズでは、2台の洗浄機を相互に組み合わせることも可能で
す。TwinSetにはいくつもの利点があります。
ピーク時には洗浄量が2倍となり、洗い
物が多くなっても処理可能となります。
さらに、洗浄結果を高めるため、例えば、食器
を一方の洗浄機に、
グラスは他方に、
というように洗浄物を分けて洗浄することもで
きます。洗浄物の量が減れば、一方の洗浄機のみを使用しコストを節約できます。
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美しく衛生的な洗浄。製品のひとつひとつが高次元
で協調し合うことで最高の洗浄結果が得られます。
ウィンターハルターのトータルシステムを皆様へ。

洗浄ラック
グラスや食器、
または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。
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 100 N

洗剤やリンス剤などのケミカル製品は通常ひっそりと洗浄機の陰に隠れていま
す。
その能力そのものにはあまり関心を持っていただけないこともしばしば、
し
かしながら洗浄結果に決定的な影響を与えるもの、
それがケミカル製品です。
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。
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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。
また、水の中の硬度分は洗剤やリンス剤の効
果を低下させ、
ウォータースポットの原因となります。
さらには長期的に洗浄
機へダメージを与える原因ともなります。問題となるのは水質です。
プロフェ
ッショナルな水処理装置が、
それに対するソリューションとなります。
高い要求に応えるために、
ウィンターハルターでは軟水装置DUOMATIK3
をご用意しています。軟水装置DUOMATIK3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、
プレミアムソリ
ューション逆浸透膜式純水装置AT Excellence-Mもご用意しています。
こ
の純水装置は、PTシリーズの大量の洗浄物に対応するために特別に設計
されており、水中の溶存物質を98%以上除去します。
その結果、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。

コンサルティング、
プランニングおよびアフターサービス
ウィンターハルターは業務用洗浄システムのスペシャリストです。全世界の様々な厨房環境を見てきました。
そして洗
浄の現場では何が重要で、何に注意すべきかを学んできました。
これらの知識とこれまでの経験を活かし、
お客様
にご提案できることは私たちの喜びでもあります。
ウィンターハルターは洗浄プロセス最適化企業です。
PTシリーズの大きな特徴であるその柔軟性で、
お客様の現場スペースの条件に合わせてワークフロー最適化するこ
とができます。
お客様の作業状況を分析し、
ニーズを導き出し、
そして最適な設備を選択いたします。洗浄オペレー
ションの流れを組み立て、洗浄プロセスを最適化し、
そして従業員の皆様にトレーニングをおこないます。洗浄を考
えるときには常にウィンターハルターが皆様のそばにいます。
そして、
ウィンターハルターは洗浄プロセスの効率化に
可能な限りお役に立ちたいと考えています。
ウィンターハルターはアフターサービスを重視しています。
洗浄機が万が一故障したときには、
迅速で正確な修理が必要です。
また普段のご使用の際に適切にご使用いただ
くためのアドバイスも重要です。
ウィンターハルターは洗浄機だけではなく、洗浄に関するあらゆる専門知識を持っ
た、
アフターサービス専属のスタッフを各地に配置しています。一言であらわすとすると
「洗浄に関することは全てお
任せください」
ということです。
お客様のプロジェクトの開始から洗浄プロセス全体を一貫してサポートさせていただ
きます。
お手伝いできることはありますか? お気軽にご相談ください TEL: 048-797-9036 WEB:
www.winterhalter.co.jp/
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「私たちは
ファミリーカンパニーです」

Karl Winterhalter

その土地に根ざす企業、将来を見据えた経営、家族的企業文化。
「家族」
の文化と価値観が企業としてのウィンターハルターを特徴付
け、
その価値観は3世代にわたって受け継がれています。従業員とお客
様、
そしてパートナーの皆様の身近にいて、新しい時代への長期的視
野を持ち、次の世代への責任を負う。
これらは全てウィンターハルター
の文化です。私たちはファミリー企業であることに誇りを持ち、
日々の成
長に喜びを感じながら課題に取り組んでいます。

Ralph Winterhalter

ウィンターハルターの創業
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します。戦
後間もない当時、散らばった鉄くずを材料に鍋
やオーブンなどの家庭製品を製造していました。
程なくカールは事業を洗浄機に専業化、1957
年に最初の業務用食器洗浄機GS60を発表しま
す。
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という枠組みの中
で実現することを追求し始めます。
この総合的な
視点をもって、
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。

食器洗浄機メーカーから、
洗浄ソリューションカンパニーへ
昔は、台車で新しい食器洗浄機をお客様の厨房に搬入するだ
けで十分でした。
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ニーズやご希望を
集約することが必要になってきました。
ウィンターハルターでは
それぞれの現場に応じた効率的な洗浄プロセスをご提案する
ため、最新のCADソフトを導入して洗浄ゾーンをプランニングし
ています。
お客様にぴったり合った効率の高い洗浄プロセスの
ために。
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Jürgen Winterhalter

OVER

「製品、
アドバイス、
サービス ウィンターハルターではこの
大きな三つの要素にシーム
レスな事業を展開しています。
洗浄プロセスに関するどんな
疑問にも適切に対応できる
パートナーとして、
お客様へ
安心感をご提供します。」

2.000

世界中で活躍するウィンターハルターの従業員
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の支社を持ち、70カ国にセールスパートナーを
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。
また、
その達成に貢献してくれた、
２，
０００人以上の従
業員を誇りに思っています。
この場をお借りして伝えたいと思い
ます。
「本当にありがとう！」

洗浄を科学する
ウィンターハルターアカデミー

より良いケミカル製品開発のための自社ラボラトリー
私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。
これが自社ラボラトリー誕生の
瞬間です。私たちはこのラボから、洗剤とリンス剤のみならず、衛生製品に至るまで、
より
良いオリジナルのケミカル製品をお客様にお届けするため、
日々研究開発に取り組んで
います。

世界各国で年間開催される延べ250日間
のトレーニングに約1,000名が参加。
そこで
は
「洗浄」
という研究分野において、私たち
の持つ知識と経験を共有しています。従業
員や専門のサービスパートナーが対象のト
レーニングです。
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
識により助言をし、
プロフェッショナルとして
のケアを行わなければなりません。最初の
提案から食器洗浄機の設置の際、
そしてア
フターサービスを行う際にもそれは変わらな
いのです。

ご存知ですか？
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。
そのためにはサービスが重要な役割りを
担います。私たちの全世界のネットワークによる
迅速でプロフェッショナルな現地のサポートが保
証されています。
私たちそしてサービスパートナー各社は、
お客様
が必要とする時に備えて常に控えております。
ウ
ィンターハルターにいつでも安心してお任せく
ださい!!

≫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。十数年に一度だけ、
古い機器の入替を考えなければなりません。
そして同
様に私たちも入替時のことを気にかけなくてはなりませ
ん。
ウィンターハルターの洗浄機はモジュールシステムと
してデザインされているので、
簡単に入れ替えを行うこ
とができます。
また厳選し、標準化された材料を使用し、
また簡単にリサイクルできるようにプラスチックパーツに
はマークをつけています。
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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最新技術を投入することでどのような可能性を切り拓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。
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。私たちは常にお客様と私たちにどのような
変化が生まれてくるのかを考え、研究開発に取り組んでいます。
そこから生まれ
たウィンターハルターの開発した次なる領域のソリューションをご覧ください。
"CONNECTED WASH" と "PAY PER WASH" です。
これらこそ、
まさにウィンターハルターの "Next Level Solutions" です。
>> www.connected-wash.com

>> 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
の品質と絶対的な信頼性に対し評価を得ています。
エンジニア
の技術と発明家の精神、
そして精密さ。
ウィンターハルターの製
品はその証明といえます。
メッケンボイレンとエンディンゲン、
そ
れに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。

PTシリーズ テクニカルデータ
PT-M / PT-M EnergyPlus

PT-M ClimatePlus

PT-L / PT-L EnergyPlus

PT-L ClimatePlus

PT-XL / PT-XL EnergyPlus

（色付き部分：EnergyPlus仕様の場合）
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PT-M

PT-L

PT-XL

タンク容量

PT Series
l

35

35

35

ラック寸法

mm

500 x 500

500 x 500 / 500 x 600

500 x 500 / 500 x 600

有効開口高さ

mm

440

440

560

作業台高さ *

mm

850

850

850

洗浄ポンプ

kW

0.95

1.5

1.5

騒音値

dB(A)

最大62

最大62

最大62

騒音値ClimatePlus

dB(A)

最大70

最大70

最大70

IPX5

IPX5

IPX5

kg

137 / 151

142 / 158

148 / 167

– EnergyPlus仕様

kg

156 / 172

163 / 187

172 / 202

– ClimatePlus仕様

kg

213 / 287

220 / 296

–

1

防水保護等級
重量（本体 / 梱包込み）

最大給水温度

°
C

60 (EnergyPlus, ClimatePlus, Cool: 20)

必要入水圧

bar / kPa

1.0 – 6.0 / 100 – 600

– EnergyPlus / ClimatePlus

bar / kPa

1.5 / 150

タンクヒーター *2

kW

2.5
Cool：2 x 2.5

2.5
Cool：2 x 2.5

2.5
Cool：2 x 2.5

洗浄プログラム別データ

食器

グラス

ビストロ

カトラリー

標準処理能力 P1 / P2 / P3 *3

ラック / h

45 / 32 / 22
HighTemp:
26 / 20 / 15

22 / 32 / 49
Cool：22 / 33 / 51

40 / 32 / 29

11

ショートプログラム処理能力 *3

ラック / h

72

77

66

21

1回の洗浄サイクルのすすぎ水使用量PT-M *4

l

2.2
HighTemp: 3.8

2.2
Cool：3.6

2.2

3.6

1回の洗浄サイクルのすすぎ水使用量 PT-L、-XL *4

l

2.4
HighTemp: 3.8

2.4
Cool：3.8

2.4

3.8

タンク温度

°
C

62
HighTemp: 66

62
Cool：55

62

69

すすぎ温度

°
C

85

65
Cool: *5

65

86

*1 作業台高さはオプションで850mmから900mmに変更も可能です。
*2 ClimatePlus仕様には搭載されません。
により減少する場合があります。
*3 設置状況（給水温度/電気）
*4 すすぎ水使用量は、水質、洗浄物の汚れ具合など、現場の状況に応じて設定で変更が可能です。
*5 給水温度に依存します。
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電気容量
電圧

ヒューズ

標準仕様
ボイラーヒーター6.4 kW *

HighTemp仕様
ボイラーヒーター10.8 kW *

380 V / 3N~ / 50 Hz
380 V / 3N~ / 60 Hz

16 A

7.1 kW

8.3 kW

16 A
25 A
32 A

7.9 kW (Cool: 8.1 kW)
10.2 kW
Cool：11.5 kW

9.1 kW
13.2 kW
14.7 kW

16 A / 20 A
25 A
32 A

8.4 kW
10.9 kW
–

9.7 kW
11.5 kW
15.7 kW

200 V / 3~ / 50 Hz
200 V / 3~ / 60 Hz

25 A
32 A

6.6 kW
8.0 kW

7.1 kW
9.0 kW

230 V / 3~ / 50 Hz
230 V / 3~ / 60 Hz

25 A
32 A

7.8 kW
10.1 kW

–
–

230 V / 1N~ / 50 Hz
230 V / 1N~ / 60 Hz

32 A

6.9 kW

–

240 V / 1N~ / 50 Hz
240 V / 1N~ / 60 Hz

25 A
32 A
40 A
50 A

5.1 kW
7.0 kW
9.0 kW
10.9 kW

–
–
–
–

400 V / 3N~ / 50 Hz
400 V / 3N~ / 60 Hz
415V / 3N~ / 50 Hz
415V / 3N~ / 60 Hz

電気容量 ClimatePlus (PT-M / PT-L)
電圧

ヒューズ

標準仕様
ボイラーヒーター6.4 kW *

380 V / 3N~ / 50 Hz
380 V / 3N~ / 60 Hz

16 A

7.1 kW

400 V / 3N~ / 50 Hz
400 V / 3N~ / 60 Hz

16 A
25 A / 32 A

7.9 kW
10.2 kW

415 V / 3N~ / 50Hz
415 V / 3N~ / 60Hz

15 A / 16 A / 20 A
25 A

8.4 kW
10.9 kW

230 V / 3~ / 50 Hz
230 V / 3~ / 60 Hz

25 A
32 A

7.8 kW
10.1 kW

* 設置状況により実際の出力とは異なる場合があります。
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「このカタログでは皆様にPTシリーズの特徴や機能、
そして製品コンセプトをご紹介いたしましたが、最も
重要な情報はございません。
それはPTシリーズにご満
足いただいたお客様の声です。
もしどこかでこの製品
を見かけることがありましたら、
ぜひ使用されている
方の感想を聞いてみてください。実際に利用された方
の体験談以上に極上のプレゼンテーションはありませ
んから。

05/21 製品改良の為、各仕様は予告なく変更される場合があります。

Jürgen and Ralph Winterhalter

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.co.jp | www.winterhalter.co.jp

