新技術、簡単操作で威力を発揮するミート・スライサー
New meat slicing system is powerful and efficient yet easy
to operate

SMS-350A
業界初。生肉・冷凍肉のスライスが
一台で可能。切替スイッチで簡単操作。
しかも、省スペース・コンパクト設計だから
設置場所、洗浄、清掃も気になりません。
The ﬁrst ever meat slicer for both fresh
and frozen meats. Change from fresh to
frozen with the ﬂick of a switch.
Compact design saves ﬂoor space and is easy to
keep clean
■寸法 Dimensions：L930×W700×H1,460 ㎜
■電源 Input power：3 相 3phase AC200V/1.5kW
■処理能力：40〜60 個 / 分（インバーター付）
Capacity: 40‒60 pieces per min (with inverter ﬁtted)
■スライス可能寸法 Maximum slicing dimensions：L460×W350×H220 ㎜
■スライス厚み Slice thickness：0〜25 ㎜
■回転刃直径 Rotating blade diameter：363 ㎜
■重量 Weight：220kg

SMS-250A
コンパクトな卓上型だけど驚きの能力。
レストラン・店舗向に最適です。
Compact yet surprisingly powerful benchtop
model. Perfect for shops and restaurants.
●対象：生肉・魚・野菜・その他
Use with fresh meat, ﬁsh and vegetables
■寸法 Dimensions：L750×W750×H660 ㎜
■電源 Input power：3 相 3phase AC200V/1kW
■処理能力：43 個 / 分（60 ㎐）Capacity: 43 pieces per min（60 ㎐）
■スライス可能寸法 Maximum slicing dimensions：L340×W150×H120 ㎜
■スライス厚み Slice thickness：0〜12 ㎜
■回転刃直径 Rotating blade diameter：250 ㎜
■重量 Weight：85kg

N.S. CORPORATION LLC.
合同会社エヌエスコーポレーション
http://www.nscorp.jp

小規模店用から大規模食品工場用まで、多様な市場ニーズに充実のラインナップで
応える N.S.CORPORATION のスラント・スライサー。
NS Corporation oﬀers a wide range of slant slicers for small retail operations
to major food processing facilities.

GB-130-D

小型店舗用の省スペースタイプ。
簡単操作で、手軽に寿司ネタ・刺身・焼き肉用
スライスができる。
Compact model designed for shops and retail spaces. Easy to operate, perfect for sushi
and sashimi pieces as well as sliced meats.
GB-130-D

GB-134-Ⅰ

寿司ネタ・刺身加工・サク物加工に実力発揮。
対象範囲が幅広い汎用型です。
General -purpose model suitable for a wide
range of foods Ideal for sushi and sashimi
pieces and plant slices.

●対象：魚・アワビ・イカ・マグロ・蛸足・味付け肉・生肉・生ハム・
漬物・他
Use with ﬁsh, abalone, squid, tuna, octopus tentacles,
seasoned meats, raw meat, ham, pickled items and more

GB-136-Ⅰ
GB-136-Ⅰ

●対象：サーモン・蛸足・味付けダック・タクワン
Use with salmon, octopus tentacles, seasoned duck and
takuan (pickled radish)

仕様 speciﬁcations
型式 type

項目 article

寸法 Dimensions

長さ × 奥行 × 高さ
lengh×width×height

電源 Input power
処理能力 Capacity
スライス可能寸法 Maximum slicing dimensions
スライス厚み Slice thickness
刃物サイズ Knife size
重量 Weight

GB-130-D
L620×W530×H540 ㎜
単相 single phaseAC100V/0.4kW

GB-134-Ⅰ
L720×W1,200×H1,350 ㎜

GB-136-Ⅰ
L1,730×W1,100×H1,350 ㎜

3 相 3 phase AC200V/0.4kW

3 相 3 phase AC200V/1.5kW

3〜5 個 / 分 3〜5pieces per min

3〜5 個 / 分 3〜5pieces per min

3〜5 個 / 分 3〜5pieces per min

L250×W80×H60 ㎜

L300×W100×H60 ㎜

L500×W180×H80 ㎜

4.0 ㎜〜

3.5 ㎜〜

4.0 ㎜〜

0.4t/14W/385L

0.4t/14W/490L

0.4t/14W/600L

65kg

150kg

250kg
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