
STR Single-tank rack conveyor dishwashers

Optimum power – minimum space



• Perfectly fitting warewashing solutions

Cleanliness and hygiene
Rack for rack 
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ホテルやフードサービス、ケータリングなど様々な環境に応じて、食器洗浄機
はレイアウトされ、必要な処理能力が計算されます。これはキッチンスタッフ
にとって、厨房設備を準備するときの手順と同様といえます。ウィンターハル
ターは皆様のご要望にお応えするため、シングルタンクラックコンベアタイプ
食器洗浄機STRをご準備いたしました。機器の全体的な見直しにより、洗浄 
する食器の量や様々な設置スペースにも柔軟に対応できるように設計されてい
ます。

そしてすべてのモデルで美しい洗浄結果はもちろん、信頼に足る衛生的で省エ
ネ性に優れた洗浄をお約束いたします。
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Optimal solutions for every need

• Flexibility

様々なオプションの組み合わせにより、STRは柔軟に皆様のご要望にお応えします。

Customised planning
STRは非常にコンパクトなため、ストレートな設置
でもコーナー部への設置でも柔軟に対応することが
でき、特に設置スペースが限られているお客様に最
適です。

10ページをご参照ください

Highest flexibility
汚れの度合いや食器の数量に柔軟に対応できるよう
に、STRでは2つの洗浄スピードを選択することが 
できるようになっています。またオプションの「プ
レウォッシュゾーン」を組み合わせることにより、
さらに洗浄処理能力をアップさせることができ、多
くの食器を衛生的に洗い上げることができます。
できるだけ早く食器を乾かしたいお客様にはオプシ
ョンの「乾燥ゾーン」を組み合わせることをお勧め
いたします。
コーナータイプの設置もプランニング可能です。例
えば90度のコーナーコンベアを使用することによ
り、限られたスペースの中で、よりシンプルかつ効
率的なレイアウトを行うこともできます。
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Maximum flexibility:

•  様々なオプションの組み合わせにより、最小限のスペースでも
レイアウトが可能

• 汚れの度合いや洗浄する食器点数にも柔軟に対応
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High performance warewashing system 
パワフルな洗浄ポンプ、5本の上部洗浄ノズル、3本
の下部洗浄ノズル、最適な水流のバランス、そして
食器をフルカバーする洗浄ノズルの配置など、最適
なバランスにより美しい仕上がりをご提供致しま
す。またスタンダードプログラムでは、DIN10510 

の衛生に関する要求値を満たしています。

Wash water filtration 
大きなゴミなどは、簡単に取り外すことができる洗
浄タンクのストレーナーやポンプインレットフィル
ターによってトラップされていきます。また、遠心
力の力を利用した「メディアマットサイクロ」が、
例えばコーヒーかすのような細かなごみを洗浄中に
少しずつ洗浄水より取り除きます。

Pre-wash zone – extra cleaning power 
オプションの「プレウォッシュゾーン」では、食器
に残されているごみは取り除かれ、簡単に取り外し
て清掃のできるカセット型のフィルターへ集められ
ます。「プレウォッシュゾーン」があることによ
り、メインとなる洗浄ゾーンへのごみの持ち込み量
が削減される為、メインの洗浄ゾーンではより高い
洗浄効果を発揮することができます。

Gentle glass washing 
オプションの温度切り替え機能を使用すること
で、85°Cのすすぎ温度を65°Cに変更して使用する 
ことができます。これによりグラスへの負担を最小
限にし、やさしくグラスを洗浄することができま
す。

High performance and sparkling results

• Cleaning results

STRは完成された洗浄テクノロジーによって、最適な洗浄結果をご提供いたします。

Sparkling results:

• 計算された洗浄システム

• 効果的な洗浄水のフィルターシステム

• 頑固な汚れに対応する「プレウォッシュゾーン」

• グラス洗浄にも対応する温度切り替え機能
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Controlled hygiene 
衛生に関する情報は、すすぎボイラー温度と洗浄タ
ンク温度を表示するディスプレイを通じて確認する
ことができます。また液体洗剤をご使用頂く場合に
は、専用のサクションチューブを使用することによ
り、洗剤やリンス剤が不足した場合にインジケータ
ーが残量不足を知らせてくれます。これらの機能に
より、衛生的で安全な洗浄が行われているかを常に
管理することができるようになります。

Self-cleaning programme and automatic 
shutdown 
一日の最後には、洗浄機内部を自動的にすすいで自
動的に排水を行います。これにより洗浄機内部の清
掃作業の負担を軽減することができます。

Smooth surfaces 
滑らかで清掃のしやすいドアの裏面、コーナー部に
丸みを持たせ仕上げた深絞りタンク、衛生的な内部
パネル、タンクの内部ではなく外へ配管された洗浄
水用パイプなど、洗浄機内部にはごみが残りづらい
構造となっており、洗浄機を衛生的に、美しく維持
することが可能です。

Fully accessible 
STRは180° 開く衛生的なドアを搭載し、上へスラ  
イドアップするドアと比較した場合に大きなアドヴ 
ァンテージを持っています。洗浄機の内部を洗浄す 
る際には、簡単にドアを開くことができるため、内
部へのアクセスを簡単にし、またドアの裏側まです
っきりと清掃することができます。

Hygiene •

Hygienic design ensures safety

Hygienic safety:

• 衛生的な構造

• 洗浄機への内部へも簡単にアクセス可能

• 衛生に関する情報も簡単に確認可能

STRは汚れの残りづらい衛生的な構造になっており、日々のメンテナンスを快適に行うことができます。 
また操作パネルでは衛生管理に必要な情報をモニタリングすることができます。
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Energy exhaust air heat recovery
洗浄作業中、高温多湿な湯気がコンベアタイプ洗浄
機の前後から排出され、これは同時にエネルギーが
空気中へ捨てられてしまうことを意味します。STR

のEnergy仕様では、この暖かい湯気を給水を温め
るエネルギーとして再利用します。湯気はファンで
吸い上げられ、排気ヒートリカバリーシステムを通
過してから排出されます。トータルの電気容量を抑
え、また削減される電気容量は1時間当たり約6kWh

になるため、これにより10年間で約1,400,000円の
コストダウンにつながります。
排気される温度と湿度も低下し、室内環境も大きく
改善することができます。

STRは経済的に洗浄を行って頂くために設計されています。秀逸に計算された技術の集約により、資源の 
利用を最小限にとどめ、ランニングコストの削減に貢献します。

• Economy

Savings through efficiency

Efficient consumption 
「オートスタート機能」により、洗浄機は必要な時
だけ、必要なゾーンだけを稼働させるように設計さ
れています。例えばラックを洗浄機に投入すれば自
動的に洗浄が開始し、すすぎのゾーンへ進むとすす
ぎが開始されます。もちろんラックが洗浄機を通過
し終えるとすぐに洗浄、すすぎは停止するため、無
駄なエネルギーを使用しません。さらにSTRでは非
常に少ない水の量ですすぎを行います。これにより
水光熱費はもちろん、洗剤やリンス剤コストも抑
え、経済的な洗浄を行うことが可能になります。

STR208Energy
によるコスト削減効果

Energy仕様オ
プション
概算投資額

Energy
仕様差額回
収ポイント

2,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8

¥

コスト削減額
\1,471,680円

Years
9 10

1,000,000

500,000

320,000

1,500,000

*  STR208Energyにて試算: 
6kWh × 14円/kWh × 1日6時間洗浄 × 熱効率80% ×  
365日稼働 × 10年 = 1,471,680円
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Lower operating costs:

• 資源の最少利用

• ヒートリカバリーシステムによる電気容量の削減
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STR 208 

A perfect fit in any room

STRはどのようなキッチンにもぴったりとマッチさせることができます。長年の経験をもとに、ウィンタ 
ーハルターは皆様のプランニングをサポート致します。

• Example

150食から300食程度のホテル、レストラン、ケータリングなど
処理能力: 最大 260ラック/h
トータルの幅および奥行: 3.150 mm / 3.000 mm
投入エリア:  仕分け台とラック2つ分ののソイルドシン

クに プレシャワーユニットと90° コーナ
ーエ ントリーを搭載

取り出しエリア:  90° カーブコンベアとラック2つ分のアウ 
トレットローラーテーブル

STR 208 Energy 乾燥ゾーン付 STR 260 Energy プレウォッシュゾーン付

STR 208 Energy 乾燥ゾーン付

100食から250食程度のホテル、レストラン、ケータリングなど
処理能力: 最大 208 ラック/h
トータルの幅および奥行: 4.000 mm / 1.550 mm
投入エリア:  ラック2つ分のソイルドシンクにプレシャ 

ワーユニットを搭載
取り出しエリア:  180° のアウトレットカーブコンベア、 

ラック2つ分のスイング式アウトレット 
ローラーテーブル

100食から250食程度のホテル、レストラン、ケータリングなど
処理能力: 最大 208 ラック/h
トータルの幅および奥行: 3.700 mm / 815 mm
投入エリア:  ラック2つ分のソイルドシンクにプレシャ

ワーユニットを搭載
取り出しエリア: ラック2つ分のローラーテーブル

100食から250食程度のホテル、レストラン、ケータリングなど
処理能力: 最大 208 ラック/h
トータルの幅および奥行: 3.680 mm / 2.100 mm
投入エリア:  ラック2つ分のソイルドシンクにプレシャワー

ユニットを搭載、90° インレットコンベア
取り出しエリア:  90° のアウトレットカーブコンベア、ラッ 

ク2つ分のアウトレットローラーテーブル
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Technical data •

STR 208 STR 260
処理能力 [ラック/h] 130 / 208 170 / 260

幅 [mm] 1.300 1.600

奥行  [mm] 800 800

奥行 (ドアオープン時）  [mm] 1.472 1.472

高さ (排気筒無し) [mm] 1.370 1.370

高さ (排気筒付) [mm] 
高さ (Energy仕様） [mm]

1.550  
1.840

1.550  
1.840

作業高  [mm] 850 850

開口高  [mm] 460 460

ラックサイズ [mm] 500 500

洗浄ポンプ [mm] 1.7 2.0

タンク温度 [ºC] 55 – 65 55 – 65

すすぎ温度設定 [ºC] 85 85

すすぎ湯消費量（最小値）* [l/h] 260 260

その他の特徴  
•  排気ヒートリカバリーシステム 
•  左右どちらへの進行方向にも対応 
•  作業高 900 mm 仕様 
•  ベース仕様
•  すすぎ用ブースターポンプ（標準搭載）
•  グラス洗浄のための温度切り替え機能（65 ° / 85 °）
•  乾燥ゾーン（W700）およびコーナー乾燥ゾーン（W795 mm） 
•  排気筒付投入トンネル（乾燥ゾーン付のみ） 
•  アウト側排気筒（乾燥ゾーンとの組み合わせ不可） 
•  緊急停止スイッチ 
•  必要蒸気圧 (0.2 - 0.4MPa) *蒸気式の場合

* 水の消費量は仕上がり状況などに応じ調整が必要になる場合があります。

コーナー乾燥ゾーン付タイプの寸法図：
ご要望頂いたレイアウトに応じ別途ご準備をさせて頂
きます。
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株式会社ウィンターハルター·ジャパン
〒179-0084 東京都練馬区氷川台3-7-6
TEL: 03-6906-6061（代表）
TEL: 03-6906-6071 (サービスセンター）
FAX: 03-6906-6880

大阪オフィス
〒565-0853  大阪府吹田市春日4-20-8

ギャレビアンコ2号室 
TEL: 06-6310-6652  FAX: 06-6310-6653

http://www.winterhalter.co.jp
お問い合わせは 0120-204-421※このカタログに掲載している商品については、品質向上の為予告なしに外観、仕様を一部変更することがあります。


