
店頭用はもちろん、
精米プラントにも幅広く使用できます

MPCA-50
（5馬力石抜付精米機）

タンク容量 ： 30kg
三相200V/4.04kW
精米能率 ： 300kg/１時間
白度調節範囲 ：
18段階（１ぶ～上白米）
残留米ゼロ、自己完結型
右・左 流れ組換え可能

■オプション ： 集糠サイクロン
　￥55,000（税込）
　集糠器ヌカラックＡ 
　￥127,600（税込）
※電源プラグは付属いたしません。

カンリウ工業株式
会社
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お求め・ご相談は、信用とサービスの行き届いた・・・・・・

CAC-50BH（ハウス付） CAC-100BH（ハウス付） CAC-50B（ハウスなし） CAC-100B（ハウスなし）型式

張込ホッパー

商品サイズ

重量

精米能力

処理能力

白度選択

表示

動力合計

入電契約

オプション

幅2106(換気フード含まず)×
奥行4160×高さ2787mm

1360kg

普通精米380kg/時、無洗米300kg/時

普通精米6分30秒/30kg、
無洗米7分35秒/30kg

7段階
（1ぶ・3ぶ・5ぶ・7ぶ・標準・上白・無洗米）

液晶タッチパネル方式

三相200V　5.025kW

6kW　（単相100V　169.4W）

30kg/1回

幅2106(換気フード含まず)×
奥行4160×高さ2787mm

1460kg

普通精米600kg/時，無洗米500kg/時

普通精米4分30秒/30kg、
無洗米4分55秒/30kg

7段階
（1ぶ・3ぶ・5ぶ・7ぶ・標準・上白・無洗米）

液晶タッチパネル方式

三相200V　7.725kW

9kW　（単相100V　174.4W）

幅1610×奥行1476×高さ2438mm

500kg

普通精米380kg/時，無洗米300kg/時

普通精米6分30秒/30kg、
無洗米7分35秒/30kg

7段階
（1ぶ・3ぶ・5ぶ・7ぶ・標準・上白・無洗米）

液晶タッチパネル方式

三相200V　5.025kW

6kW　（単相100V　169.4W）

幅1610×奥行1605×高さ2438mm

600kg

普通精米600kg/時，無洗米500kg/時

普通精米4分30秒/30kg、
無洗米4分55秒/30kg

7段階
（1ぶ・3ぶ・5ぶ・7ぶ・標準・上白・無洗米）

液晶タッチパネル方式

三相200V　7.725kW

9kW　（単相100V　174.4W）

おいしさ重視の「低温精米」、
明るい外観と使いやすさで集客力アップ！

型　式

内蔵モータ

能　力

白度調整範囲

幅（mm）

奥行（mm）

高さ（mm）

重量（kg）

オプション

220～240kg/時

-

555

810

1030

150

米乗せ台
B388Y1000

￥18,150（税込）

SRT2303ME

三相200V/
計3.84kW

約270kg/時

-

1203

891

1556

210

ABS専用集糠器
￥89,540（税込）

ABS専用集糠器
￥89,540（税込）

ABS専用集糠器
￥89,540（税込）

KBS-500

精米3.7kW
石抜100W
揚穀150W/
三相200V

最大320kg/時

-

920

730

1620

177

SR3770RD

米乗せ台
B390Y2000

￥19,800（税込）

米乗せ台
B361Y1000

￥18,150（税込）

精米2.2kW
石抜100W
揚穀90W/
三相200V

精米2.2kW
石抜100W
三相200V

220～240kg/時

-

930

690

1700

137

SR2233ES

約200kg/時

-

1203

891

1556

195

ABS-300

三相200V/
計2.34kW

ABS-500CD
三相200V/
計3.84kW

ABS-300CD
三相200V/
計2.34kW

約270kg/時(ABS-500CD)
約200kg/時(ABS-300CD)

210(ABS-500CD)
195(ABS-300CD)

-

1203

891

1556

ABS-500CD
ABS-300CD

300kg/時

18段階
（1ぶ～上白米）

420

820

1204

160

CA-50

三相200V/
3.9kW

集糠サイクロン
￥55,000（税込）
集糠器ヌカラックA

￥127,600（税込）

普通精米500～600kg/時
無洗米450～500kg/時

26段階
（1ぶ～無洗米）

500

1165

1399

340

CA-100

三相200V/
7.93kW

集糠サイクロン
￥117,700（税込）
集糠器ヌカラックB
￥554,400（税込）

18段階
（1ぶ～上白米）

1030

870

1819

287

MPCA-50

三相200V/
4.04kW

集糠サイクロン
￥55,000（税込）
集糠器ヌカラックA

￥127,600（税込）

300kg/時

26段階
（1ぶ～無洗米）

1431

1331

2518

550

MPCA-100

三相200V/
8.505kW

集糠サイクロン
￥117,700（税込）
集糠器ヌカラックB
￥554,400（税込）

普通精米500～600kg/時
無洗米450～500kg/時

無残米で白度設定は18段階

穀温上昇14℃以下の低温精米＆静音精米

タンク容量 ： 13kg
三相200V/3.9kW
能率 ： 300kg/1時間
白度調節範囲 ： 
18段階（1ぶ～上白米）
自己完結型

メーカー希望
小売価格 ￥1,270,500

（税別 ￥1,155,000）

■オプション ： 集糠サイクロン
　￥55,000（税込）
　集糠器ヌカラックＡ 
　￥127,600（税込）
※電源プラグは付属いたしません。

健康志向の「１ぶづき」から、炊飯がラクな「無洗米」まで

※標準タイプ CAC-50BH ※写真は標準タイプ

選べる7段階の精米白度。CA-100
（10馬力精米機）

三相200V/7.93kW
精米能率 ： 普通精米500～
600kg/1時間
無洗米450～500kg/1時間
白度調整範囲 ： 26段階

（１ぶ～無洗米）

■オプション ： 
　集糠サイクロン 
　￥117,700（税込）
　集糠器ヌカラックB 
　￥554,400（税込）
※電源コード、排出ホース
　（耐油ホース）は別売

｢1ぶづき｣から｢無洗米｣まで幅広い精米に対応できる
10馬力無残米精米機

初めから終わりまで均一な精米品質

無残米で石抜付の店頭精米機
｢１ぶづき｣から｢上白｣まで18白度調節

初期精米～終了精米までお好みの
搗き具合で排出され、残米はゼロ！

MPCA-100
（10馬力石抜付精米機）
タンク容量 ： 30kg
三相200V/8.505kW
精米能率 ： 普通精米500～
600kg/1時間
無洗米450～500kg/1時間
白度調整範囲 ： 26段階

（１ぶ～無洗米）

■オプション ： 集糠サイクロン 
　￥117,700（税込）
　集糠器ヌカラックB 
　￥554,400（税込）
※電源コード、排出ホース
　（耐油ホース）は別売

10馬力無残米精米機CA-100型をベースに
石抜ユニットをプラス

リーズナブルな標準型
米ぼうやくんNEO
CAC-50BH（ハウス付）
メーカー希望
小売価格 ￥5,137,000（税込）

コイン精米機ハウスなし
米ぼうやくんNEO
CAC-50B
メーカー希望
小売価格 ￥3,443,000（税込）

スピードアップした高速型
高速ぼうやくんNEO
CAC-100BH（ハウス付）
メーカー希望
小売価格 ￥5,753,000（税込）

高速ぼうやくんNEO
CAC-100B
メーカー希望
小売価格 ￥4,008,400（税込）

玄米

上白

3ぶづき

5ぶづき

7ぶづき

白米（標準）

らくらく無洗米

既存のハウスにも
簡単に組み込めま
す。お気に入りのハ
ウスを現地で製作、
さらに差別化が図
れます。（標準タイ
プ・高速タイプ）

本機のみも
同時発売

1ぶづき「ヌカ層と胚芽」部分の1割程度だけ取り除いた米

メーカー希望
小売価格 ￥2,159,300

（税別 ￥1,963,000）

メーカー希望
小売価格 ￥3,920,400

（税別 ￥3,564,000）

メーカー希望
小売価格 ￥2,376,000

（税別 ￥2,160,000）

CA-50
（5馬力精米機）

サイクロン糠室仕様／フレコン仕様／石抜機出口マグネット／500円仕様／小袋受台／掃除機取付部品／盗難防止強化部品（ガンロック）／白米リフレッシュ機能／光触媒コーティング

多彩なユニット構築で
省スペース・クリーンな精米生産
プロセスを実現

業務用精米機
関連機器カタログ

カンリウ工業株式
会社



SRT2303ME
（多目的精米機）

タンク容量 ： 30kg
三相200V/2.2ｋW精米モー
タ、石抜モータ100W
能率 ： 220～240kg/１時間
自動停止機能付・白米袋取り
機能付・小米取り機能付

メーカー希望
小売価格 ￥671,000

（税別 ￥610,000）

■オプション ：
　米乗せ台￥18,150（税込）

多彩な機能で現場のニーズに応える一台

精米➡石抜➡小米選別➡エアー搬送袋受け

SR2233ES
（３馬力石抜付精米機）

タンク容量 ： 30kg
三相200V/2.2kWモータ、石
抜モータ100W  揚穀モータ
90W  自動停止機能付 強力
吸引ファンと中空ロールで低
温精米

メーカー希望
小売価格 ￥660,000

（税別 ￥600,000）

■オプション ：
　米乗せ台￥18,150（税込）

240kg/ 時 3馬力のスタンダード

高精度な石抜、そして高能率低温精米
処理能力毎時2200kg（36俵）の大型石抜機

石抜機本体・石屑排出装置付から
選択できます

TS-2200・（S）
（業務用石抜機）

単相100V/300W
処理能力 ： 2200kg/１時間

（玄米）選別風の機内循環機
構でホコリの飛散は最小限
ホコリ吸引口を標準装備
選別板は工具なしで着脱可能

■オプション ：
　金属異物除去マグネット　
　￥36,300（税込）

SR3770RD
（5馬力石抜付精米機）

タンク容量 ： 30kg
三相200V/3.7kWモータ、石
抜モータ100W・揚穀モータ
150W　能率：最大320kg/1
時間、自動停止機能付、石抜
部金属除去装置付

メーカー希望
小売価格 ￥935,000

（税別 ￥850,000）

■オプション ：
　米乗せ台￥19,800（税込）

驚異の高能率と他を圧倒する低温精米力

プロの要求に応える最強5馬力!

KBS-500
（5馬力石抜付精米機）

タンク容量 ： 30kg
三相200V/計3.84ｋW
能率：270kg/1時間
自動停止機能付
集糠サイクロン、米乗せ台付

メーカー希望
小売価格 ￥1,113,200

（税別 ￥1,012,000）

※電源プラグは付属いたしま
　せん。

高性能・ハイグレードモデル

独自の20度傾斜型搗精部で
残米排出が簡単

ABS-300
（3馬力石抜付精米機）

タンク容量 ： 30kg
三相200V/計2.34ｋW
能率：200kg/1時間
自動停止機能付
集糠サイクロン、米乗せ台付

メーカー希望
小売価格 ￥1,080,200

（税別 ￥982,000）

※電源プラグは付属いたしません。

大型除糠ファン仕様で糠切れが抜群

セルフで使用可能な
コインタイマー付

ボディはやさしいメタリックピンクなので、
店舗内でひときわ映えます

KBS/ABS
専用集糠器
（※サイクロンは本機付属品使用）
幅32cm×長45cm×
高135cm、重量22kg
糠容量：13kg
電源不要

メーカー希望
小売価格 ￥89,540

（税別 ￥81,400）

ABS-500CD
ABS-300CD
（コインタイマー仕様）

タンク容量 ： 30kg
三相200V/計3.84kW、
能率 ： 270kg/1時間

（ABS-500CD）
三相200V/計2.34kW、
能率 ： 200kg/1時間

（ABS-300CD）
自動停止機能付
集糠サイクロン、米乗せ台付

メーカー希望
小売価格 ￥1,205,600

（税別 ￥1,096,000）

※電源プラグは付属いたしません。

ABS-500CD

メーカー希望
小売価格 ￥1,172,600

（税別 ￥1,066,000）

ABS-300CD

メーカー希望
小売価格 ￥418,000

（税別 ￥380,000）

TS-2200

メーカー希望
小売価格 ￥478,500

（税別 ￥435,000）

TS-2200（S）石屑排出装置付

昇降機の残留米も底部シャッターで簡単に排出可能

籾すり機と直結して使用可能
TS-2200E・（S）
（業務用石抜機）

単相100V/石抜300W昇降
機220W
処理能力 ： 2200kg/１時間

（玄米）選別風の機内循環機
構でホコリの飛散は最小限
ホコリ吸引口を標準装備
選別板は工具なしで着脱可能
水準器とレベルアジャスター付
で水平出しも容易

■オプション ：
　金属異物除去マグネット　
　￥36,300（税込）

メーカー希望
小売価格 ￥605,000

（税別 ￥550,000）

TS-2200E

メーカー希望
小売価格 ￥665,500

（税別 ￥605,000）

TS-2200E（S）石屑排出装置付

高性能な選別で品質UP!

処理能力最大700kg/１時間
10馬力連結使用で作業性向上

RS-2
（小米選別機）

三相200V/100W
処理能力 ： 600～700kg/１
時間、選別効率が良く、高い
除去率を確保
手ふるいに近い円運動と直
線運動の組合せで、小米を効
率良く選別
選別アミの傾斜角度は５°～
10°の間で変えられます
選別アミの交換はワンタッチ

メーカー希望
小売価格 ￥356,400

（税別 ￥324,000）

■オプション ：
　交換用網1.8ｍｍ、2.2ｍｍ 
　各 ¥38,500（税込）

処理能力1500kg/１時間で25馬力までに対応可能

2段アミの採用で糠玉・整粒・砕粒の
2種類に選別

RS-3
（小米選別機）

三相200V/200W
処理能力 ： 1500kg/１時間
選別アミはオールステンレス製
選別アミの交換はワンタッチで
簡単、直線運動と円運動の組
合せにより人間の手ふるいに
近い選別を再現

メーカー希望
小売価格 ￥723,800

（税別 ￥658,000）

■オプション ：
　交換用網1.74mm、
　1.94mm、2.17mm 
　各 ¥50,600（税込）

5馬力から10馬力精米機を中心に組合せ自在
多用なニーズに応える最新精米システム

エアー搬送装置　クリーンウインド
※お客様の仕様によりお見積いたしますので、お問合せください。

精米プラント
（構成例）

小米取りで白米をグレードアップ

理想の手篩い運動を再現し、
高精度な小米取り

※高さ調整用台（オプション）装置例

単相100V/100W
処理能力 ： 150～330kg/１
時間、選別効率が良く、高い
除去率を確保、手ふるいに近
い円運動と直線運動の組合
せで、小米を効率良く選別
選別アミの傾斜角度は５°～
10°の間で変えられます
選別アミの交換はワンタッチ

メーカー希望
小売価格 ￥217,800

（税別 ￥198,000）

■オプション ：
　高さ調整台 ￥37,400（税込）
　補助タンク SR1563E･
　SR2263E  ￥15,180（税込）
　補助タンク SR2233ES･
　SR3770RD  ￥15,180（税込）
　交換用網1.8ｍｍ・2.2ｍｍ
　各 ￥28,600（税込）

KS-1D
（小米選別機）

特殊研磨ブラシで肌ヌカを瞬間除去

三相200V/3.7kW
処理能力：150～400kg/１時
間、処理方法 ： 多段ブラシ研米
方式、回転する５個の研磨ブラシ
で肌ヌカを除去、小型でリーズナ
ブル。キャスター付で移動もラク
ラク。穀温上昇が低く（1.5～
2.5℃)、食味を落としません。精
米機と連結して連座運転も可
能。低位張込＆高位排出で、ホッ
パー、処理米排出口の位置は３
方向に変えられます。処理米の
濁度は(社)日本精米工業会が定
める無洗米品質基準をクリア。

メーカー希望
小売価格 ￥1,485,000

（税別 ￥1,350,000）

■オプション ：
　集塵機IS-15 ￥253,000（税込）
　（*米クリンには集塵機が必要です。また
　別途接続部品が必要となります。）
　増枠ホッパー ￥44,000（税込）

IS-15
（小型集塵機）

KMS-37
（無洗米処理機）

店頭精米からプラントまで、
さまざまなシーンで活躍

ロードセルハカリで正確な計量

白米の計量、袋詰め作業に

100V/100Wモータ付
ロードセルハカリで２～35kgの
計量が可能
大型デジタル表示パネルで
楽々作業

メーカー希望
小売価格 ￥539,000

（税別 ￥490,000）

HK40C
（白米計量機）

内蔵モータ
幅（mm）
奥行（mm）
高さ（mm）
重量（kg）

100V/100W
480
870

1880
67

米袋を楽々シール

計量済みの米を入れたビニール袋を
電熱で瞬時にシールする装置です

100V/1150W

メーカー希望
小売価格 ￥132,000

（税別 ￥120,000）

FR450-5
（シーラー）

内蔵ヒーター
幅（mm）
奥行（mm）
高さ（mm）
重量（kg）

100V/1150W
520
560

1040
20

TS-2200E(S) RS-2 RS-3
ヌカラック
NA-15R
NB-80A

ヌカラック
KBS/ABS用
ヌカラック

KBS/ABS用KMS-37KS-1D型　式

内蔵モーター

能　力

幅（mm）

奥行（mm）

高さ（mm）

重量（kg）

オプション

TS-2200(S)

100V/
石抜300W

昇降機220W

2200kg/時（玄米）

915

625

940

96

金属異物除去
マグネット

￥36,300（税込）

100V/
石抜300W

2200kg/時（玄米）

1400

625

1625

128

金属異物除去
マグネット

￥36,300（税込）

三相200V/
3.7kW

150～400kg/時

343

648

1120

170

集塵機IS-15
¥253,000（税込）

増枠ホッパー
￥44,000（税込）

三相200V/
100W

600～700kg/時

496

640

614

43

標準2.0ｍｍ
交換用網

1.8、2.2mm
各¥38,500（税込）

三相200V/
200W

1,500kg/時

677

1180

779

127

標準上4.38/
下2.04ｍｍ
1.74mm
1.94mm
2.17mm

¥50,600（税込）

電源不要

糖容量13kg 糖容量 NA-15R 12kg
糖容量 NB-80A 80kg

320

450

1350

22

-

NA-15R
電源不要
NB-80A

単相100V/100W

NA-15R 320
NB-80A 675

NA-15R 450
NB-80A 797

NA-15R 1350
NB-80A 2555

NA-15R 23
NB-80A 95

-

100V/100W

150～330kg/時

305

500

※435

23

・高さ調整台G049Y7000
 ￥37,400（税込）
・補助タンク1SR1563E・
  SR2263E・G049Y1000
  ￥15,180（税込）
・補助タンク2SR2233ES・
 SR3770RD・G049Y6000
 ￥15,180（税込）
・交換用網1.8mm 
 G049Y5100 ¥28,600（税込）
・交換用網2.2mm
 G049Y5200 ¥28,600（税込）

クリーンで清潔な店頭用ヌカラック

CA-50、MPCA-50対応
サイクロン付属、電源不要

メーカー希望
小売価格 ￥127,600（税込）
ヌカラックA　NA-15R

メーカー希望
小売価格 ￥554,400（税込）
ヌカラックB　NB-80A

NA-15R

集糠器
ヌカラックA

CA-100、MPCA-100対応
単相100V/100W
サイクロン付属

NB-80A
ヌカラックB

※写真はヌカラックA

※本体のみの高さ


