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ＪＩＡ認証
ハイカロリーバーナー

※ご注文の際にはガス種を指定してください。

JIA認証シリーズ・キャップ（火皿）タイプ
キャップの取り外しが自由なため、
お掃除が楽に行えます。

ホースエンドが３6０度自由に回転し
ますので、据付場所を選びません。

ハイカロリーコンロは、取り外し自由
キャップですので、お掃除も簡単で
す。

・種火付〉
ＭＴＳ-501Ｐ 〈一重小(並・常用型）

◦ＬＰガス 2.6kw 0.19kg/h 2,280kcal/h
◦都市ガス12・
１３Ａ 3.30kw 2,840kcal/h
◦サイズセット 全長370ｍｍ 巾230ｍｍφ 高さ95ｍｍ
◦バーナー 全長335ｍｍ 巾160ｍｍφ 高さ80ｍｍ
◦重量 セット3.5ｋｇ バーナー2.0ｋｇ 下枠1.5ｋｇ

ＭＴＳ-501

〈一重小・種火なし〉

◦ホースエンド
ＬＰガス・都市ガス共
9.5ｍｍ
◦使用できる最大
鍋径 20ｃｍ

◦ＬＰガス 3.30kw 0.24kg/h 2,880kcal/h
◦都市ガス12・13Ａ 3.60kw 3,100kcal/h
◦サイズセット 全長415ｍｍ 巾270ｍｍφ 高さ110ｍｍ
◦バーナー 全長365ｍｍ 巾190ｍｍφ 高さ100ｍｍ
◦重量 5.2ｋｇ バーナー3.0ｋｇ 下枠2.2ｋｇ

ＭＴＳ-502

MTS-505P

〈二重羽なし・種火付〉

◦ＬＰガス 8.84kw 0.63ｋｇ/h 7,600kcal/h
◦都市ガス12・13A 8.84kw 7,600kcal/h
◦サイズセット 全長525ｍｍ 巾330ｍｍφ 高さ130ｍｍ
◦バーナー 全長453ｍｍ 巾220ｍｍφ 高さ103ｍｍ
◦重量 セット8.3ｋｇ バーナー5.3ｋｇ 下枠3.0ｋｇ

◦ホースエンド
LPガス 9.5ｍｍ
都市ガス 13ｍｍ
◦使用できる最大
鍋径 33ｃｍ

〈二重羽付・種火付〉

◦ＬＰガス 9.07kw 0.65kg/h 7,800kcal/h
◦都市ガス12・13A 9.07kw 7,800kcal/h
◦サイズセット 全長525ｍｍ 巾330ｍｍφ 高さ130ｍｍ
◦バーナー 全長485ｍｍ 巾220ｍｍφ 高さ105ｍｍ
◦重量 セット9.9ｋｇ バーナー6.7ｋｇ 下枠3.2ｋｇ

ＭＴＳ-505

〈一重大・種火なし〉

MTS-503P

MTS-503

◦ホースエンド
ＬＰガス・都市ガス共
9.5ｍｍ
◦使用できる最大
鍋径 28ｃｍ

◦ホースエンド
LPガス 9.5ｍｍ
都市ガス 13ｍｍ
◦使用できる最大
鍋径 36ｃｍ

ハイカロリーバーナー〈JIA認証シリーズ・キャップ
（火皿）
タイプ〉

ＭＴＳ-502Ｐ 〈一重大(中型）種火付〉

〈二重羽付・種火なし〉

ＭＴＳ-508P

〈三重・種火付〉

◦ＬＰガス 16.0kw 1.14kg/h 13,760kcal/h
◦都市ガス 12・13A 16.3kw 14,018kcal/h
◦サイズセット 全長685ｍｍ 巾445ｍｍφ 高さ180ｍｍ
◦バーナー 全長620ｍｍ 巾330ｍｍφ 高さ145ｍｍ
◦重量 セット23.4ｋｇ バーナー15.0ｋｇ 下枠8.4ｋｇ

◦ホースエンド
LPガス 9.5ｍｍ
都市ガス 13ｍｍ
◦使用できる最大
鍋径 42ｃｍ

〈二重羽なし・種火なし〉

〒３３４-００７５ 埼玉県川口市江戸袋２-５-２７
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ハイカロリーバーナー

※ご注文の際にはガス種を指定してください。

PS安全機能基準適合機種

キャップ（火皿）タイプシリーズ
あらゆるニーズに対応し、熱効率もグン
とアップした、人気のハイカロリーシ
リーズです。

k i t c h e n

MTS-501P

〈一重小(並・常用型)・種火付〉

◦ＬＰガス 2.60kw 0.19kg/h 2,280kcal/h
◦都市ガス12・
１３Ａ 3.30kw 2,840kcal/h
◦サイズセット 全長370ｍｍ 巾230ｍｍφ 高さ95ｍｍ
◦バーナー 全長335ｍｍ 巾160ｍｍφ 高さ80ｍｍ
◦重量 セット3.5ｋｇ バーナー2.0ｋｇ 下枠1.5ｋｇ

ホースエンドが３6０度自由に回転し
ますので、据付場所を選びません。
＊ご希望により旧コックも取り付けいたし
ます。

MTS-501

〈一重小・種火なし〉

p a r t s

二次空気不足で赤火になる時は、五徳をご使用ください。

MTS-501PS

〈一重小・種火付 五徳セット〉

ハイカロリーコンロは、取り外し自由
キャップですので、お掃除も簡単で
す。

MTS-501S

〈一重小・種火なし 五徳セット〉

五徳サイズ 直径230mm 高さ45mm

風防が必要な時は、上置きをご使用ください。

MTS-501PAU

〈一重小・種火付 浅型上置きセット〉

◦羽根付・羽根なしの比較

c a t a l o g
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◦ホースエンド
ＬＰガス・都市ガス共
9.5ｍｍ
◦使用できる最大
鍋径 20ｃｍ

208P羽根付

MTS-501AU

〈一重小・種火なし 浅型上置きセット〉
羽根
上置サイズ

上内径270mm

下内径230mm

高さ65mm

MTS-501PU

〈一重小・種火付 上置きセット〉

MTS-501U

205P羽根なし

〈一重小・種火なし 上置きセット〉

上置サイズ

上内径270mm

下内径230mm

高さ95mm

マーク付の商品）

MTS-205P

〈二重羽根なし･種火付〉

◦ＬＰガス 9.6kw 0.69kg/h 8,300kcal/h
◦都市ガス11・12・13A 10.3kw 8,850kcal/h
◦サイズセット 全長525ｍｍ 巾330ｍｍφ 高さ130ｍｍ
◦バーナー 全長453ｍｍ 巾220ｍｍφ 高さ103ｍｍ
◦重量 セット8.3ｋｇ バーナー5.3ｋｇ 下枠3.0ｋｇ

MTS-502P

◦ホースエンド
LPガス 9.5mm
都市ガス 13mm
◦使用できる最大
鍋径 33ｃｍ

〈一重大(中型)種火付〉

◦ＬＰガス 3.30kw 0.24kg/h 2,880kcal/h
◦都市ガス12・
１３Ａ 3.30kw 2,840kcal/h
◦サイズセット 全長415ｍｍ 巾270ｍｍφ 高さ110ｍｍ
◦バーナー 全長365ｍｍ 巾190ｍｍφ 高さ100ｍｍ
◦重量 セット5.2ｋｇ バーナー3.0ｋｇ 下枠2.2ｋｇ

◦ホースエンド
ＬＰガス・都市ガス共
9.5ｍｍ
◦使用できる最大
鍋径 28ｃｍ

MTS-205

ハイカロリーバーナー〈キャップ
（火皿）
タイプ〉〉

（

〈二重羽根なし･種火なし〉

MTS-205PS

〈二重羽根なし･種火付 五徳セット〉

MTS-502

〈一重大･種火なし〉

MTS-205S

〈二重羽根なし･種火なし 五徳セット〉

MTS-502PS

五徳サイズ

直径320mm

高さ45mm

〈一重大･種火付 五徳セット〉

MTS-205PAU

MTS-502S

〈二重羽根なし･種火付 浅型上置セット〉

〈一重大･種火なし 五徳セット〉

五徳サイズ

直径268mm

MTS-205AU

〈二重羽根なし･種火なし 浅型上置セット〉

高さ45mm

MTS-502PU

上置サイズ

上内径340mm

下内径310mm

高さ80mm

〈一重大･種火付 上置セット〉

MTS-205PU

〈二重羽根なし･種火付 上置セット〉

MTS-502U

〈一重大･種火なし 上置セット〉

MTS-205U

上置サイズ

上内径310mm

下内径270mm

〈二重羽根なし･種火なし 上置セット〉

高さ100mm

上置サイズ

〒３３４-００７５ 埼玉県川口市江戸袋２-５-２７

上内径345mm

下内径310mm

高さ135mm
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208型のコンパクトタイプ

混合管内臓ショートバーナーだから
狭い場所でもOK

MTS-208P

〈二重羽根付･種火付〉

◦ＬＰガス 11kw 0.79kg/h 9,460kcal/h
◦都市ガス11・12・13A 11kw 9,600kcal/h
◦サイズセット 全長525ｍｍ 巾330ｍｍφ 高さ130ｍｍ
◦バーナー 全長485ｍｍ 巾250ｍｍφ 高さ105ｍｍ
◦重量 セット9.9ｋｇ バーナー6.7ｋｇ 下枠3.2ｋｇ

k i t c h e n

MTS-208

◦ホースエンド
LPガス 9.5mm
都市ガス 13mm
◦使用できる最大
鍋径 36ｃｍ

〈二重羽根付･種火なし〉

MTS-218P(卓上用)〈

二重羽根付･種火付〉

◦ＬＰガス 11kw 0.79kg/h 9,460kcal/h
◦都市ガス11・12・13A 11kw 9,600kcal/h
◦サイズセット 全長415ｍｍ 巾330ｍｍφ 高さ140ｍｍ
◦バーナー 全長375ｍｍ 巾250ｍｍφ 高さ115ｍｍ
◦重量 セット12.7ｋｇ バーナー7.2ｋｇ 下枠5.5ｋｇ

MTS-218(卓上用)

〈二重羽根付･種火なし〉

p a r t s

MTS-208PS

MTS-218PS(卓上用)
〈二重羽根付･種火付 五徳セット〉

MTS-208S

MTS-218S(卓上用)
〈二重羽根付･種火なし 五徳セット〉

〈二重羽根付･種火付 五徳セット〉

〈二重羽根付･種火なし 五徳セット〉

五徳サイズ

直径320mm

高さ45mm

五徳サイズ

直径320mm

高さ45mm

MTS-208PAU

MTS-218PAU(卓上用)
〈二重羽根付･種火付 浅型上置セット〉

MTS-208AU

MTS-218AU(卓上用)
〈二重羽根付･種火なし 浅型上置セット〉

〈二重羽根付･種火付 浅型上置セット〉

〈二重羽根付･種火なし 浅型上置セット〉

c a t a l o g
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上置サイズ

上内径340mm

下内径310mm

高さ80mm

上置サイズ

上内径340mm

下内径310mm

MTS-218PU(卓上用)
〈二重羽根付･種火付 上置セット〉

MTS-208U

MTS-218U(卓上用)
〈二重羽根付･種火なし 上置セット〉

〈二重羽根付･種火なし 上置セット〉

上内径345mm

下内径310mm

高さ80mm

MTS-208PU

〈二重羽根付･種火付 上置セット〉

上置サイズ

◦ホースエンド
LPガス 9.5mm
都市ガス 13mm
◦使用できる最大
鍋径 36ｃｍ

高さ135mm

上置サイズ

上内径345mm

下内径310mm

高さ135mm

MTS-308P

〈三重･種火付〉

◦ＬＰガス 19kw 1.36kg/h 16,350kcal/h
◦都市ガス11・12・13A 19kw 16,500kcal/h
◦サイズセット 全長685ｍｍ 巾445ｍｍφ 高さ180ｍｍ
◦バーナー 全長620ｍｍ 巾330ｍｍφ 高さ145ｍｍ
◦重量 セット23.4kg バーナー15.0kg 下枠8.4kg

MTS-308

◦ホースエンド
LPガス 9.5mm
都市ガス 13mm
◦使用できる最大
鍋径 42ｃｍ

MTS-318P(卓上用)

MTS-318(卓上用)

〈三重･種火なし〉

〈三重･種火付〉

◦ＬＰガス 19kw 1.36kg/h 16,350kcal/h
◦都市ガス11・12・13A 19kw 16,500kcal/h
◦サイズセット 全長500ｍｍ 巾445ｍｍφ 高さ195ｍｍ
◦バーナー 全長445ｍｍ 巾330ｍｍφ 高さ160ｍｍ
◦重量 セット26.0kg バーナー16.0kg 下枠10.0kg

〈三重･種火なし〉

MTS-308PS

MTS-318PS(卓上用)
〈三重･種火付 五徳セット〉

〈三重･種火付 五徳セット〉
※山付五徳もあります。

※山付五徳もあります。

MTS-308S

MTS-318S(卓上用)
〈三重･種火なし 五徳セット〉

〈三重･種火なし 五徳セット〉
※山付五徳もあります。

五徳サイズ

直径425mm

高さ45mm

※山付五徳もあります。

五徳サイズ

直径425mm

高さ45mm

MTS-308PU

MTS-318PU(卓上用)
〈三重･種火付 上置セット〉

〈三重･種火付 上置セット〉
※山付五徳もあります。

※山付五徳もあります。

MTS-318U(卓上用)
〈三重･種火なし 上置セット〉

MTS-308U

〈三重･種火なし 上置セット〉

※山付五徳もあります。

※山付五徳もあります。

上置サイズ

上内径465mm

下内径420mm

高さ155mm

〒３３４-００７５ 埼玉県川口市江戸袋２-５-２７

◦ホースエンド
LPガス 9.5mm
都市ガス 13mm
◦使用できる最大
鍋径 42ｃｍ

ハイカロリーバーナー〈キャップ
（火皿）
タイプ〉〉

208型のコンパクトタイプ

混合管内臓ショートバーナーだから
狭い場所でもOK

上置サイズ

上内径465mm

下内径420mm

高さ155mm
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