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ＪＩＡ認証
レギュラーバーナー

※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・穴あきタイプ
強力火力で経済的。
使い勝手の良いシリーズです。

MTS-510

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。

〈一重小(並・常用型)・種火なし〉

◦ＬＰガス 2.1kw 0.15㎏/h 1,806kcal/h
◦都市ガス12・13A 2.1kw 1,806kcal/h
◦サイズセット 全長355ｍｍ 巾230ｍｍφ 高さ90ｍｍ
◦バーナー 全長315ｍｍ 巾155ｍｍφ 高さ70ｍｍ
◦重量 セット3.0ｋｇ バーナー1.5ｋｇ 下枠1.5ｋｇ

MTS-510P

〈一重小・種火付〉

◦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

〈一重大(中型)・種火なし〉

MTS-540P

MTS-514

◦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

〈一重大・種火付〉

〈二重羽なし・種火なし〉

◦ＬＰガス 9.5kw 0.67ｋｇ/h 8,170kcal/h
◦都市ガス 12・13A 9.5kw 8,170kcal/h
◦サイズセット 全長520ｍｍ 巾330ｍｍφ 高さ135ｍｍ
◦バーナー 全長454ｍｍ 巾220ｍｍφ 高さ91ｍｍ
◦重量 セット8.0ｋｇ バーナー5.0ｋｇ 下枠3.0ｋｇ

MTS-514P

◦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

MTS-515

〈二重羽付・種火なし〉

◦ＬＰガス 10kw 0.71kg/h 8,520kcal/h
◦都市ガス 12・13A 10kw 8,600kcal/h
◦サイズセット 全長520ｍｍ 巾330ｍｍφ 高さ135ｍｍ
◦バーナー 全長475ｍｍ 巾245ｍｍφ 高さ110ｍｍ
◦重量 セット8.6ｋｇ バーナー5.4ｋｇ 下枠3.2ｋｇ

MTS-515P

〈二重羽付・種火付〉

MTS-518P

〈三重・種火付〉

◦ＬＰガス 12.8kw 0.92kg/h 11,040kcal/h
◦都市ガス12・13A 12.8kw 11,000kcal/h
◦サイズセット 全長670ｍｍ 巾435ｍｍφ 高さ160ｍｍ
◦バーナー 全長580ｍｍ 巾280ｍｍφ 高さ130ｍｍ
◦重量 セット16.8ｋｇ バーナー10.0ｋｇ 下枠6.8ｋｇ

◦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

レギュラーバーナー〈JIA認証シリーズ・穴あきタイプ〉

MTS-540

◦ＬＰガス 4.10kw 0.29kg/h 3,526kcal/h
◦都市ガス12・13A 4.10kw 3,526kcal/h
◦サイズセット 全長410ｍｍ 巾270ｍｍφ 高さ105ｍｍ
◦バーナー 全長375ｍｍ 巾190ｍｍφ 高さ80ｍｍ
◦重量 セット4.0ｋｇ バーナー2.0ｋｇ 下枠2.0ｋｇ

◦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 40ｃｍ

〈二重羽なし・種火付〉

〒３３４-００７５ 埼玉県川口市江戸袋２-５-２７
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レギュラーバーナー

PS安全機能基準適合機種

※ご注文の際にはガス種を指定してください。

穴あきタイプシリーズ
人気の穴あきタイプシリーズ。
強力パワーで熱効率も向上。
経済的な種火なしと種火(パイロット)付
の二機種。目的、用途に合わせてご使用
下さい。

MTS-510

〈一重小(並･常用型)･種火なし〉

k i t c h e n

◦ＬＰガス 2.1kw 0.15kg/h 1,806kcal/h
◦都市ガス12・
１３Ａ 2.1kw 1,806kcal/h
◦サイズセット 全長355ｍｍ 巾230ｍｍφ 高さ90ｍｍ
◦バーナー 全長315ｍｍ 巾155ｍｍφ 高さ70ｍｍ
◦重量 セット3.0kg バーナー1.5kg 下枠1.5kg

MTS-510P

p a r t s

都市ガスとLPG共通バーナー（ユニバーサル
バーナー）
ですから、
ガス質変更の場合はコッ
クのみの交換で対応できます。

◦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

〈一重小･種火付〉

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-510S

〈一重小･種火なし 五徳セット〉

＊ご希望により新コックも取り付けいたします。
＊プロパン用は、黒塗装もあります。

MTS-510PS

〈一重小･種火付 五徳セット〉

五徳サイズ

直径230mm

高さ45mm

風防が必要な時は、上置をご使用ください。

MTS-510AU

〈一重小･種火なし 浅型上置セット〉

◦羽根付・羽根なしの比較

c a t a l o g
57

羽根付は､ななめ45度の角度で炎が出ます。

MTS-510PAU

210H
羽根付

〈一重小･種火付 浅型上置セット〉

羽根

上置サイズ

上内径270mm

下内径230mm

高さ65mm

MTS-510U

円孔(エンコウ)

〈一重小･種火なし 上置セット〉

210羽根
なし

MTS-510PU

羽根なしは､真上に炎が出ます。

〈一重小･種火付 上置セット〉

上置サイズ

上内径270mm

下内径230mm

高さ95mm

マーク付の商品）

MTS-210

MTS-540

〈一重大（中型）
・種火なし〉

◦ＬＰガス 4.10Kw 0.29ｋｇ/ｈ 3,526kcal/ｈ
◦都市ガス12・
１３Ａ 4.10Kw 3,526kcal/ｈ
◦サイズセット 全長410ｍｍ 巾270ｍｍφ 高さ105ｍｍ
◦バーナー 全長375ｍｍ 巾190ｍｍφ 高さ80ｍｍ
◦重量 セット4.0ｋｇ バーナー2.0ｋｇ 下枠2.0ｋｇ

◦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

〈二重羽根なし・種火なし〉

◦ＬＰガス 6.84Kw 0.49ｋｇ/ｈ 5,880kcal/ｈ
◦都市ガス11・12・13A 6.92Kw 5950kcal/ｈ
◦サイズセット 全長505ｍｍ 巾330ｍｍφ 高さ125ｍｍ
◦バーナー 全長435ｍｍ 巾230ｍｍφ 高さ105ｍｍ
◦重量 セット7.3ｋｇ バーナー4.3ｋｇ 下枠3.0ｋｇ

MTS-210P
MTS-540P

◦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

レギュラーバーナー〈穴あきタイプ〉

（

〈二重羽根なし・種火付〉

〈一重大・種火付〉

MTS-210S

〈二重羽根なし・種火なし 五徳セット〉

MTS-540S

〈一重大・種火なし 五徳セット〉

MTS-210PS

〈二重羽根なし・種火付 五徳セット〉

MTS-540PS

〈一重大・種火付 五徳セット〉
五徳ｻｲｽﾞ

五徳ｻｲｽﾞ

直径268ｍｍ

直径320ｍｍ

高さ45ｍｍ

高さ45ｍｍ

MTS-540U

MTS-210AU

〈一重大・種火なし 上置セット〉

〈二重羽根なし・種火なし 浅型上置セット〉

MTS-540PU

MTS-210PAU

〈一重大・種火付 上置セット〉

上置ｻｲｽﾞ

上内径310ｍｍ

下内径270ｍｍ

高さ100ｍｍ

〈二重羽根なし・種火付 浅型上置セット〉

上置ｻｲｽﾞ

上内径340ｍｍ

下内径310ｍｍ

高さ80ｍｍ

MTS-210U

〈二重羽根なし・種火なし 上置セット〉

MTS-210PU

〈二重羽根なし・種火付 上置セット〉

上置ｻｲｽﾞ

〒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

☎０４８・２８３・１４２１㈹ FAX ０４８・２８４・３１００ e-mail◦info@morichu.co.jp HP◦http://www.morichu.co.jp

58

M o r i c h u

ストロングバーナー
ニューモデル

MTS-210H

〈二重羽根付・種火なし〉

◦ＬＰガス 6.84kw 0.49ｋｇ/ｈ 5,880kcal/ｈ
◦都市ガス11・12・13A 6.92kw 5,950kcal/ｈ
◦サイズセット 全長495ｍｍ 巾330ｍｍφ 高さ120ｍｍ
◦バーナー 長455ｍｍ 巾245ｍｍφ 高さ95ｍｍ
◦重量 セット8.2ｋｇ バーナー5.0ｋｇ 下枠3.2ｋｇ

k i t c h e n

MTS-210HP

◦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

〈二重羽根付・種火付〉

MTS-220

〈二重羽根なし・種火なし〉

◦ＬＰガス 10.81kw 0.77ｋｇ/ｈ 9,300kcal/ｈ
◦都市ガス11・12・13A 11.16kw 9,600kcal/ｈ
◦サイズセット 全長505ｍｍ 巾330ｍｍφ 高さ135ｍｍ
◦バーナー 全長430ｍｍ 巾210ｍｍφ 高さ110ｍｍ
◦重量 セット8.0ｋｇ バーナー5.0ｋｇ 下枠3.0ｋｇ

MTS-220P

〈二重羽根なし・種火付〉

MTS-210HS

MTS-220S

〈二重羽根付・種火なし 五徳セット〉

〈二重羽根なし・種火なし 五徳セット〉

p a r t s

MTS-210HPS

MTS-220PS

〈二重羽根付・種火付 五徳セット〉

五徳ｻｲｽﾞ

直径320ｍｍ

高さ45ｍｍ

〈二重羽根なし・種火付

五徳ｻｲｽﾞ

直径320ｍｍ

MTS-210HAU

MTS-220AU

〈種火なし 浅型上置セット〉

MTS-210HPAU

MTS-220PAU

〈二重羽根付・種火付 浅型上置セット〉

c a t a l o g
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上内径340ｍｍ

下内径310ｍｍ

高さ80ｍｍ

〈種火付 浅型上置セット〉

上置ｻｲｽﾞ

上内径340ｍｍ

下内径310ｍｍ

高さ80ｍｍ

MTS-210HU

MTS-220U

〈二重羽根付・種火なし 上置セット〉

〈種火なし 上置セット〉

MTS-210HPU

MTS-220PU

〈二重羽根付・種火付 上置セット〉

上置ｻｲｽﾞ

上内径345ｍｍ

下内径310ｍｍ

高さ135ｍｍ

五徳セット〉

高さ45ｍｍ

〈二重羽根付・種火なし 浅型上置セット〉

上置ｻｲｽﾞ

◦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

〈種火付 上置セット〉

上置ｻｲｽﾞ

上内径345ｍｍ

下内径310ｍｍ

高さ135ｍｍ

ニューモデル

MTS-220H

〈二重羽根付・種火なし〉

◦ＬＰガス 10.81kw 0.77ｋｇ/ｈ 9,300kcal/ｈ
◦都市ガス11・12・
１３Ａ 11.16kw 9,600kcal/ｈ
◦サイズセット 全長520ｍｍ 巾330ｍｍφ 高さ135ｍｍ
◦バーナー 全長475ｍｍ 巾245ｍｍφ 高さ110ｍｍ
◦重量 セット8.6ｋｇ バーナー5.4ｋｇ 下枠3.2ｋｇ

MTS-220HP

◦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・種火付〉

ＭTS-330

〈三重・種火なし〉

◦ＬＰガス 13.26kw 0.95ｋｇ/ｈ 11,400kcal/ｈ
◦都市ガス11・12・
１３Ａ 16.55kw 14,230kcal/ｈ
◦サイズセット 全長670ｍｍ 巾435ｍｍφ 高さ160ｍｍ
◦バーナー 全長580ｍｍ 巾280ｍｍφ 高さ130ｍｍ
◦重量 セット16.8ｋｇ バーナー10.0ｋｇ 下枠6.8ｋｇ

ＭTS-330P

◦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 40ｃｍ

レギュラーバーナー〈穴あきタイプ〉

ストロングバーナー

〈三重・種火付〉

MTS-220HS

ＭTS-330S

〈二重羽根付・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。

MTS-220HPS

ＭTS-330PS

〈二重羽根付・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。

五徳ｻｲｽﾞ

直径320ｍｍ

五徳ｻｲｽﾞ

高さ45ｍｍ

直径425ｍｍ

高さ45ｍｍ

ＭTS-220HAU

ＭTS-330U

〈二重羽根付・種火なし 浅型上置セット〉

〈三重・種火なし 上置セット〉

ＭTS-220HPAU

ＭTS-330PU

〈二重羽根付・種火付 浅型上置セット〉

上置ｻｲｽﾞ

上内径340ｍｍ

下内径310ｍｍ

高さ80ｍｍ

〈三重・種火付 上置セット〉

上置ｻｲｽﾞ

上内径465ｍｍ

下内径420ｍｍ

高さ155ｍｍ

ＭTS-220HU

〈二重羽根付・種火なし 上置セット〉

ＭTS-220HPU

〈二重羽根付・種火付 上置セット〉

上置ｻｲｽﾞ

上内径345ｍｍ

下内径310ｍｍ

高さ135ｍｍ

〒３３４-００７５ 埼玉県川口市江戸袋２-５-２７
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M HS-200 〈二重〉

◦ＬＰガス 6.20kw 0.43kg/h 5,332kcal/h
◦都市ガス11・12・
１３Ａ 6.97kw 6,000kcal/h
◦サイズセット 全長497ｍｍ 巾320ｍｍφ 高さ127ｍｍ
◦バーナー 全長448ｍｍ 巾256ｍｍφ 高さ107ｍｍ
◦重量 セット8.6ｋｇ バーナー5.0ｋｇ 下枠3.6ｋｇ

k i t c h e n

M HS-300 〈三重〉

◦ＬＰガス 13.44kw 0.96kg/h 11,600kcal/h
◦都市ガス11・12・
１３Ａ 15.69kw 13,493kcal/h
◦サイズセット 全長674ｍｍ 巾490ｍｍφ 高さ189ｍｍ
◦バーナー 全長602ｍｍ 巾353ｍｍφ 高さ164ｍｍ
◦重量 セット23ｋｇ バーナー12ｋｇ 下枠11ｋｇ

〈四重・種火なし〉

ＭTS-440P

〈四重・種火付〉

◦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

c a t a l o g

◦ＬＰガス 18.14kw 1.30ｋｇ/ｈ 15,600kcal/h
◦都市ガス11・12・13A 22.21kw 19,100kcal/ｈ
◦サイズセット 全長740ｍｍ 巾540ｍｍφ 高さ170ｍｍ
◦バーナー 全長650ｍｍ 巾365ｍｍφ 高さ120ｍｍ
◦重量 セット27.0ｋｇ バーナー14.0ｋｇ 下枠13.0ｋｇ

61

p a r t s

ＭTS-440

※ご注文の際にはガス種を指定してください。

MTGスーパーシリーズ
最大20,000カロリーのスーパーパワー

５mm・都市ガス １３mm）
◦ホースエンド（LPガス ９．
MTG用ホースエンド分解図

ゴムホース用
ホースエンド
1/2

前管

強化ゴムホース用
フレキシブルゴムホース用

接続はどちらにも対応できます。

◦平ゴトクもあります。
用途・目的に合わせてご使用ください。

ＭTG-4ST

◦ＬＰガス 7.8kｗ 0.56kｇ/ｈ 6,720kｃａ
ｌ/ｈ
◦都市ガス11・12・13Ａ 7.8kｗ 6,720kｃａ
ｌ/ｈ
◦サイズ 全長430ｍｍ 巾245ｍｍφ 高さ160ｍｍ
◦重量 7.2ｋｇ

ＭTG-12T

◦ＬＰガス 15.50kｗ 1.1kｇ/ｈ 13,330kcal/ｈ
◦都市ガス11・12・13Ａ 17.44kｗ 13,500kｃａ
ｌ/ｈ
◦サイズ 全長525ｍｍ 巾395ｍｍφ 高さ185ｍｍ
◦重量 19.4ｋｇ

スーパータイプ

レギュラーバーナー〈MTGスーパーシリーズ〉

スーパータイプ

ＭＴＧ-9Ｔ

◦ＬＰガス 12.28kｗ 0.88kg/ｈ 10,560kｃａ
ｌ/ｈ
◦都市ガス11・12・13Ａ 11.63kｗ 10,000kｃａ
ｌ/ｈ
◦サイズ 全長480ｍｍ 巾330ｍｍφ 高さ180ｍｍ
◦重量 13.7ｋｇ

スーパータイプ

ＭTG-12ST

◦ＬＰガス 23.44kｗ 1.67kｇ/ｈ 20,160kcal/ｈ
◦都市ガス11・12・13Ａ 23.26kｗ 20,000kｃａ
ｌ/ｈ
◦サイズ 全長555ｍｍ 巾420ｍｍφ 高さ220ｍｍ
◦重量 23.0ｋｇ

ＭTG用・パーツ
コック 右用
コック 左用

ＭＴＧ-9ＳＴ

◦ＬＰガス 17.58kｗ 1.26kｇ/ｈ 15,100kcal/ｈ
◦都市ガス11・12・13Ａ 17.44kｗ 15,000kｃａ
ｌ/ｈ
◦サイズ 490ｍｍ 巾360ｍｍφ 高さ220ｍｍ
◦重量 16.8ｋｇ

ＭＴＧ-4ＳT用 前管一式

（コック・ユニオン・ニップル含む）

ＭTG-9T・ＭTG-9ST用 前管一式
（コック・ユニオン・ニップル含む）

ＭTG-12T・ＭTG-12ST用 前管一式
（コック・ユニオン・ニップル含む）

立上りバーナー＆ノズル
ＭTG-4ST・ＭTG-9ST・
ＭTG-12ST用
30mm X 80mm

ＭＴＧ用パイロット導管
ＭＴＧ-4ＳＴ用(130ｍｍ) ブタンバーナー台

ＭTG-9T・ＭTG-12T用

ＭＴＧ-9Ｔ・ＭTG-9ＳＴ用（200ｍｍ）ブタンバーナー台

ノズル

ＭＴＧ-12Ｔ・ＭTG-12ＳＴ用（250ｍｍ）ブタンバーナー台

22mm X 67mm

〒３３４-００７５ 埼玉県川口市江戸袋２-５-２７

☎０４８・２８３・１４２１㈹ FAX ０４８・２８４・３１００ e-mail◦info@morichu.co.jp HP◦http://www.morichu.co.jp
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