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品 番 YTF-250R YTF-250L YTF-500R YTF-500L YTF-700R YTF-700L

レイアウト・処理能力で選べる６タイプ。 
品  番 YTF-250R YTF-250L YTF-500R YTF-500L YTF-700R YTF-700L

コンベア回転方向 右回り 左回り 右回り 左回り 右回り 左回り

レイアウト・処理能力で選べる６タイプ。 
品  番 YTF-250R YTF-250L YTF-500R YTF-500L YTF-700R YTF-700L

コンベア回転方向 右回り 左回り 右回り 左回り 右回り 左回り

品  番 YTF-250R YTF-250L YTF-500R YTF-500L YTF-700R YTF-700L

コンベア回転方向 右回り 左回り 右回り 左回り 右回り 左回り

150/時(冬物)～ 400/時(冬物)～250/時(冬物)～

品  番 YTF 250R YTF 250L YTF 500R YTF 500L YTF 700R YTF 700L

コンベア回転方向 右回り 左回り 右回り 左回り 右回り 左回り

150/時(冬物)～ 400/時(冬物)～

700/時(夏物)500/時(夏物)
処理能力

300/時(夏物)

250/時(冬物)～

コンベア回転方向 右回り 左回り 右回り 左回り 右回り 左回り

150/時(冬物)～ 400/時(冬物)～

700/時(夏物)500/時(夏物)
処理能力

300/時(夏物)

250/時(冬物)～

コンベア回転方向 右回り 左回り 右回り 左回り 右回り 左回り

最大吊り下げ寸法

150/時(冬物)～

フックより1 500mm

400/時(冬物)～

フックより1 500mm

700/時(夏物)500/時(夏物)
処理能力

300/時(夏物)

250/時(冬物)～

フックより1 500mm最大吊り下げ寸法

ム供給圧力

150/時(冬物)～

フックより1,500mm

0 5 0 6MP

400/時(冬物)～

フックより1,500mm

0 5 0 6MP

700/時(夏物)500/時(夏物)
処理能力

300/時(夏物)

250/時(冬物)～

フックより1,500mm

0 5 0 6MP

最大吊り下げ寸法

ム供給圧力

フックより1,500mm

0 5 0 6MP

フックより1,500mm

0 5 0 6MP

700/時(夏物)500/時(夏物)300/時(夏物)

フックより1,500mm

0 5 0 6MP

最大吊り下げ寸法

スチーム供給圧力

フックより1,500mm

0.5～0.6MPa

/時

フックより1,500mm

0.5～0.6MPa

/時

700/時(夏物)500/時(夏物)300/時(夏物)

フックより1,500mm

0.5～0.6MPa

/時

最大吊り下げ寸法

スチーム供給圧力

スチーム消費量

フックより1,500mm

0.5～0.6MPa

100～150kg/時

フックより1,500mm

0.5～0.6MPa

150～200kg/時

フックより1,500mm

0.5～0.6MPa

200～250kg/時

スチーム供給圧力

スチーム消費量

0.5～0.6MPa

100～150kg/時

0.5～0.6MPa

150～200kg/時

0.5～0.6MPa

200～250kg/時

スチーム供給圧力

スチーム消費量

電  源

0.5～0.6MPa

100～150kg/時

3相200V  50/60Hz

0.5～0.6MPa

150～200kg/時

3相200V  50/60Hz 3相200V  50/60Hz

0.5～0.6MPa

200～250kg/時スチーム消費量

電  源

100～150kg/時

3相200V  50/60Hz

1.0kW(50Hz)

150～200kg/時

3相200V  50/60Hz 3相200V  50/60Hz

1.8kW(50Hz)
消費電力

200～250kg/時

3.3kW(50Hz)

電  源 3相200V  50/60Hz

1.0kW(50Hz)

3相200V  50/60Hz 3相200V  50/60Hz

1.8kW(50Hz)
消費電力

3.3kW(50Hz)

電  源 3相200V  50/60Hz

1.0kW(50Hz)

3相200V  50/60Hz 3相200V  50/60Hz

1.8kW(50Hz)
消費電力

1.2kW(60Hz) 2.0kW(60Hz) 3.5kW(60Hz)

3.3kW(50Hz)1.0kW(50Hz)

ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ：0.75kW

1.8kW(50Hz)

ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ：1.5kW

消費電力
1.2kW(60Hz) 2.0kW(60Hz) 3.5kW(60Hz)

3.3kW(50Hz)

ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ：1.5kWx2ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ：0.75kW ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ：1.5kW

消費電力
1.2kW(60Hz) 2.0kW(60Hz) 3.5kW(60Hz)

ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ：1.5kWx2

モーター出力

ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ：0.75kW

ﾁｪｰﾝ駆動ﾓｰﾀｰ：90W

ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ：1.5kW

ﾁｪｰﾝ駆動ﾓｰﾀｰ：90W

消費電力
1.2kW(60Hz) 2.0kW(60Hz) 3.5kW(60Hz)

ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ：1.5kWx2

ﾁｪｰﾝ駆動ﾓｰﾀｰ：100Wモーター出力

ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ：0.75kW

ﾁｪｰﾝ駆動ﾓｰﾀｰ：90W

排気ﾌﾞﾛｱ：300W

ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ：1.5kW

ﾁｪｰﾝ駆動ﾓｰﾀｰ：90W

排気ﾌﾞﾛｱ：200W排気ﾌﾞﾛｱ：200W

ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ：1.5kWx2

ﾁｪｰﾝ駆動ﾓｰﾀｰ：100Wモーター出力

ﾌｧﾝﾓ ﾀ ：0.75kW

ﾁｪｰﾝ駆動ﾓｰﾀｰ：90W

排気ﾌﾞﾛｱ：300W

ﾌｧﾝﾓ ﾀ ：1.5kW

ﾁｪｰﾝ駆動ﾓｰﾀｰ：90W

排気ﾌﾞﾛｱ：200W排気ﾌﾞﾛｱ：200W

ﾌｧﾝﾓ ﾀ ：1.5kWx2

ﾁｪｰﾝ駆動ﾓｰﾀｰ：100W

入口20A(3/4B)

モーター出力

ﾌｧﾝﾓ ﾀ ：0.75kW

ﾁｪｰﾝ駆動ﾓｰﾀｰ：90W

排気ﾌﾞﾛｱ：300W

入口25A(1B)

ﾌｧﾝﾓ ﾀ ：1.5kW

ﾁｪｰﾝ駆動ﾓｰﾀｰ：90W

排気ﾌﾞﾛｱ：200W

入口20A(3/4B)

排気ﾌﾞﾛｱ：200W

ﾌｧﾝﾓ ﾀ ：1.5kWx2

ﾁｪｰﾝ駆動ﾓｰﾀｰ：100W

入口20A(3/4B)

出口15A(1/2B)

モ タ 出力

スチーム接続口

ﾁｪ ﾝ駆動ﾓ ﾀ ：90W

排気ﾌﾞﾛｱ：300W

入口25A(1B)

出口15A(1/2B)

ﾁｪ ﾝ駆動ﾓ ﾀ ：90W

排気ﾌﾞﾛｱ：200W

入口20A(3/4B)

出口15A(1/2B)

排気ﾌﾞﾛｱ：200W

ﾁｪ ﾝ駆動ﾓ ﾀ ：100W

入口20A(3/4B)

出口15A(1/2B)
スチーム接続口

排気ﾌ ﾛｱ：300W

入口25A(1B)

出口15A(1/2B)

排気ﾌ ﾛｱ：200W

入口20A(3/4B)

出口15A(1/2B)

排気ﾌ ﾛｱ：200W

排気ダクト

入口20A(3/4B)

出口15A(1/2B)

φ125

スチーム接続口

排気ﾌ ﾛｱ：300W

入口25A(1B)

出口15A(1/2B)

φ125

排気ﾌ ﾛｱ：200W

入口20A(3/4B)

出口15A(1/2B)

排気ﾌ ﾛｱ：200W

φ125排気ダクト

入口20A(3/4B)

出口15A(1/2B)

φ125

幅2 660 奥行1 004 高さ2 046

スチーム接続口
入口25A(1B)

出口15A(1/2B)

φ125

入口20A(3/4B)

出口15A(1/2B)

φ125

幅3 255 奥行1 004 高さ2 040 幅4 231 奥行1 004 高さ2 075

排気ダクト

出口15A(1/2B)

φ125

幅2 660 奥行1 004 高さ2 046

出口15A(1/2B)

φ125

出口15A(1/2B)

φ125

幅3 255 奥行1 004 高さ2 040 幅4 231 奥行1 004 高さ2 075

排気ダクト

外形寸法

出口15A(1/2B)

φ125

幅2,660x奥行1,004x高さ2,046

出口15A(1/2B)

φ125

出口15A(1/2B)

φ125

幅3,255x奥行1,004x高さ2,040 幅4,231x奥行1,004x高さ2,075

排気ダクト

外形寸法

製品質量

φ125

幅2,660x奥行1,004x高さ2,046

550kg 900kg

φ125

700kg

φ125

幅3,255x奥行1,004x高さ2,040 幅4,231x奥行1,004x高さ2,075外形寸法

製品質量

幅2,660x奥行1,004x高さ2,046

550kg 900kg700kg

幅3,255x奥行1,004x高さ2,040 幅4,231x奥行1,004x高さ2,075外形寸法

製品質量

幅2,660x奥行1,004x高さ2,046

550kg 900kg700kg

幅3,255x奥行1,004x高さ2,040 幅4,231x奥行1,004x高さ2,075
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レイアウト・処理能力で選べる６タイプ。 
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製品質量 550kg 900kg700kg

■各部の名称と外形寸法 ■各部の名称と外形寸法 ■各部の名称と外形寸法 ■各部の名称と外形寸法 

〒196-0021 東京都昭島市武蔵野3-10-6〒196-0021 東京都昭島市武蔵野3-10-6

TEL 042-546-1164 FAX 042-546-8776TEL 042-546-1164 FAX 042-546-8776TEL 042 546 1164 FAX 042 546 8776
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レイアウト・処理能力で選べる６タイプ。 

■各部の名称と外形寸法 

レイアウト・処理能力で選べる６タイプ。 

■各部の名称と外形寸法 
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