


Newアイテム ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

詳しくは  　　  https://www.ebematsu.co.jpまでアクセスしてください。

毎日使う道具を、もっと軽いものにできたら・・・
道具の軽量化は、労務軽減に大きな効果をもたらす対策のひとつです。
女性にも高齢者にも負担なく活躍できる環境づくりは
人材の確保にもつながっていきます。

女性にやさしく、毎日にやさしく
軽量アイテムが疲労を解消

木芯入り構造で従来のプラスチック
単体まな板に比べ約30%以上も軽く
扱いやすいまな板に、さらに抗菌効
果を加えました。抗菌効果は熱湯消
毒や熱風保管庫で使用しても抗菌性
能は低下しません。

ポリエチレン 抗菌かるがる 
▶関連商品：P258

学校に、職場に、病院に。
従来より30%も軽いまな板
さらに抗菌で衛生的切れ味最高。ハンドルのフィット感は絶妙かつ衛生的です。

ハンドルのマークは9色のカラーを用意。
HACCPに対応した使い分けも可能です。

　　　E-pro PLUS 牛刀   
▶関連商品：P179

オールステンレス
だからとっても軽い ！
モナカ（空洞）ハンドルで手になじむフィット感

重く、つらい充填作業を助ける便利なスタンド。
18kg缶からの小分け作業が手軽にムダなく
できます。

一斗缶スタンド らくする  
▶関連商品：P2218

便利なスタンドで
移動作業がラクに

片手でできるから
とってもラクラク

熱 風

90℃

煮 沸

5分迄

熱 湯

OK

漂白剤
酸素系
塩素系
OK

紫外線

OK

食洗機

90℃

HACCP対応9カラー
シルバー
ホワイト
レッド
イエロー

ブルー
ブラック
ブラウン
ピンク

グリーン

標準タイプ 肉厚タイプ

ホワイト／イエロー／ピンク
グリーン／ブルー／レッド／ブラウン／ブラック

※標準タイプSD（片面5㎜
厚）と肉厚タイプHD（片面
10㎜厚）があります。

下処理用／果物／肉類／野菜類／
魚介類／加工用／調理済／その他／
除去食用／代替食用／アレルギー用

赤・茶・黒の3色は、
受注生産にて承ります。
別途お問い合わせください。

食材用途名等
印刷できます 

EBM
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EBM

地味でつらい作業は
できれば楽に済ませてやりたい。
重労働を軽減するアイテムで
日々のストレスから解放させましょう ！

やらなければ
ならないことほど、 
楽したい・・・

水切りカゴを付けても厨房台の下に収まる
高さです。キャスター付きだから生ゴミな
どで重くなっても楽に移動できます。

水切り厨房ペール 
キャスター付 グレー  
▶関連商品：P2129

バスケット底部の細かなパンチングメッシュ
で残飯を下に落としません。残飯の投入後、
約5分で水切りが完了します。

リサイクルトラッシュ  
バルブ式セット ECO-50  
▶関連商品：P2129

重労働を軽減する縁の下の力持ち。食品加工工場・セントラルキッチン・厨房や
台車の入れない狭い場所などで大活躍。女性や高齢者にも働きやすい環境をつ
くります。耐蝕性に優れたステンレススチール性。

もう重いペールやタンクを持ち運ぶ必要はありません。
食品加工工場・セントラルキッチン・厨房などで大活躍

水切りにより食品廃棄物を減容。毎日の重い作業から解放します

　　　SUS442 丸型キャリー
　　　SUS442 角型キャリー
▶関連商品：P2125

EBM
EBM

排水バルブ

水切り穴付バスケット

排水の楽な
バルブ式本体容器

ストッパー付キャスター
本体が傾斜し、汚水を
残しにくい設計

残飯

汚水

専用の水切り容器を付け
ることで容易に水が切れ
ます。余分な水分を切れ
ば悪臭も防げます。

生ゴミ水切容器 
GK-60中容器付 
▶関連商品：P2129

セキスイ 角型  
水切りペール ＃45
（内カゴ付） 
▶関連商品：P2129
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●このカタログに掲載されている価格は、2019年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

保冷するには 保温するには

Catering
需要が高まっているケータリングサービス。
美味しい食事を提供することはもちろんですが、
最も大切なことは、お客様に安心して食べていただくことです。
衛生面を配慮した温度管理と、スムーズな配送を考慮したケータリング用品が、
行き届いたサービスをサポートします。

求
め
ら
れ
る
、

ケ
ー
タ
リ
ン
グ
に
大
切
な
こ
と

料理にあわせて温度を持続 オプショナルアクセサリー

カムゴーボックスフロントローダー
キャンブロ 断熱キャリアコンテナー 軽量で

持ち運び
やすい

関連商品はP591からをご参照願います。

用途・配送を
瞬時に識別

混入・誤送の
防止

スムーズな
物流

作業効率の
向上

コンテナー・テンパンドーリー

カートイン冷蔵庫にもらくらく搬送
全メーカーのスチコンに対応した
ガストロノームパンシリーズ

ガストロノーム（国際基準）規格（GN規格）
を採用したフードパンも充実。

ガストロノームパン　▶関連商品アクセス：P162

ガストロノームカート ステンレス
▶関連商品アクセス：P173

キャンブロ
フードパン
▶関連商品
　アクセス：
　P523

食品をホコリから守るダ
ストガードや専用保温カ
バーなど、安全面を配慮
したオプションも豊富に
取り揃えております。

食の安心・安全のために…
行き先ごとの色分けで配送の管理をサポート。EBM カラー番重シリーズ

大切な温度管理の必需品 流通の合理化の決定版！

今も昔も食の世界では安心・安全がキーワードとなっています。クロスコンタミネーション（交差汚染）
を防ぐための色分けも一般的になってきています。カラー番重が、食材ごとの
使い分け、セクションごとの使い分けを可能にします。

▶関連商品アクセス：P579 ▶関連商品アクセス：P583

固定タイプ・フリー（可動式）タイプで
ほとんどのコンテナー・テンパンに対応します。

ケータリングサービスを安心・安全、そしてスムーズに。

衛生面において適切
な温度管理はとても
大切です。
信頼できる温度計で
食の安全管理の徹底
をサポートします。 ▶関連商品アクセス：P632

▶関連商品アクセス：
　P604

②�カムゴーボックス��
EPP400�� ■ﾀ1
8929100￥48,500  
外寸：645×440×Ｈ630
内寸：535×330×Ｈ525
容積：86ℓ　重量：3.9㎏

③�カムゴーボックス用��
カムチラー�CP3253�■ﾀ1
8929200￥13,400  
外寸：530×325×Ｈ30
重量：3.9㎏
※ 冷蔵庫で8時間冷やしてカムゴー

ボックスにセットすれば、冷たさを持続
します。

④�カムゴーボックス用��
カムウォーマー�HP3253�■ﾀ1
8929300￥19,600  
外寸：530×325×Ｈ30
重量：3.25㎏
※ コンベクションオーブン95℃で40分、 

湯せんで35分加熱して使います。

①�カムゴーボックス��
EPP160�� ■ﾀ1
8928700 ￥8,500  
外寸：600×400×Ｈ257
内寸：538×338×Ｈ193
容積：35.5ℓ　重量：1.07㎏

3



●このカタログに掲載されている価格は、2019年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
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③�サンクレット��
オリコン75B�� ■ｱ1
8147340 ￥12,440
外寸：650×440×H329（77）
内寸：600×405×H317
容量：76ℓ　材質：ポリプロピレン

②�テストー�防水ミニ温度計�
データロガー本体��
testo�174T�1560�� ■ﾊ1
2869310 ￥7,700
38×60×19
測定精度：±0.5℃（－30～70℃）
分解能：0.1℃  メモリ：16,000計測分
計測間隔：1分-24時間（選択可能）
使用温度：－30～70℃  
保管温度：－40～70℃

①�EBM�PP�半透明カラー番重��
特大�（サンコー製）� ■カ1
ブルー レッド 価格

A型 1084310 1084330 ￥6,510
容量：36.2ℓ　外寸：684×423×H160　
内寸：644×383×H147

豚 肉

ハラール食

1F レストラン

江部松商店
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Newアイテム ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

詳しくは  　　  https://www.ebematsu.co.jpまでアクセスしてください。

7.5㎖～30㎖切替

7.5㎖ 15㎖

10㎖ 30㎖

16 oz

24 oz

飲食店における生産性の向上、それはお店によっても様々です。
日頃あたりまえと思っている作業の繰り返しを、ちょっとした工夫で変えていくことで

大きな効果をもたらすことがあります。
労働環境の見直しが求められている今、少ない時間と労力で、安定した品質を提供できるには…。

あなたのお店に合った“ちょっとした工夫”を探してみませんか。

飲食店の
生産性向上

アイデアひとつで
変わる

労務軽減

時間短縮

品質安定

初めてのスタッフでも心配なし！

品質安定、さらにスピーディ、
定量充填アイテム
小さな作業でも積み重なれば大きな時間に。
毎日使うものだから、早く作業ができるモノがいい。
誰もが使いやすく、しかもムダの少ない、
安定した品質を提供できる定量充填アイテムで
毎日のストレスを解消しましょう ！

誰が使っても同量出せるので、味のバラつ
きを減らし、出過ぎる事がなくコスト削減
にも効果的です。

フィフォボトル ポーションパル 
▶関連商品：P411

誰が使っても定量で出せる！
大量サービスやチェーン店で
味のバラつき防止・コスト削減に

カラーリングを変えるだけで、ポーションを約30、15、10、
7.5㎖と定量出すことができます。

動画で
チェック ！
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●このカタログに掲載されている価格は、2019年４月１日現在のもので、税抜価格です。　●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
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きを減らし、出過ぎる事がなくコスト削減
にも効果的です。

フィフォボトル ポーションパル 
▶関連商品：P411

誰が使っても定量で出せる！
大量サービスやチェーン店で
味のバラつき防止・コスト削減に

カラーリングを変えるだけで、ポーションを約30、15、10、
7.5㎖と定量出すことができます。

動画で
チェック ！

出したい分量の部分を押すと、約10㏄または、15㏄が
出せますので、調理する時に手間が省けます。計量筒は、
取り外して洗えますのでとても衛生的です。

さじかげん ME-400S 
▶関連商品：P410

ワンプッシュで
大さじ1＆小さじ２が簡単に出せる

付属のカラーポーショントリガーを変えるだけ
で、お好みの量を均一に振りかけることがで
きます。振りかけのタイプはスプレッド（拡散
タイプ）とドロップ（直下タイプ）の２タイプ。
※小麦粉等の粉物は使用できません。

サッ ！ とひと振り定量を振りかけ。
フライドポテトなどの味付けに最適

上限下限値を設定することで計量値設定範囲内か
どうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」が
付いた業務用スケール。袋づめ作業にも最適です。

タニタ デジタルスケール TL-280（片面表示）
▶関連商品：P615

定量をブザーでお知らせ。
素早く計れるデジタルスケール

誰でも簡単・正確に定量30㎖注げます。
経験の浅いスタッフでも大丈夫！

ポンプディスペンサー  一押くん （10320）
▶関連商品：P1396

素早く次々に定量30㎖抽出。
大量注文でもお客様をお待たせしません

30㎖、40㎖、45㎖の定量を調整できる球形の
定量ポーラー。どんな酒類も定量を注げます。

球形定量ポーラー 07040 
▶関連商品：P1395

簡単にボトルに取り付け
可能。ボトルを傾ける
だけで定量出せます

色分け、表示で
使い分けもしやすい！

忙
し
い
と
き
こ
そ

　
　お
待
た
せ
さ
せ
た
く
な
い

ここのラインに合わせて
ポンプを押すと、15㎖
抽出の目安に。

「45㎖測りたい」とき、
1プッシュ30㎖＋1/2
プッシュ（ラインまで）15㎖
で45㎖抽出できます。

現
場
で

　役
立
つ
裏
技
！！傾ける

だけで
定量

押す
だけで
定量

ピッ
　 ピッ
　　 ピッ

仕
上
げ
の
ひ
と
振
り
。

味
を
決
め
る

こ
の
加
減
が
難
し
い
ね
…

ドロップ
（直下タイプ）

スプレッド
（拡散タイプ）

ここの 
ポーショントリガーの交換で

量の調整ができます

2タイプ揃えれば
料理にあわせた
使い分けが可能

スプレッドタイプは
中央に小さい穴が
あります。

動画で
チェック ！

①�シーズニングディスペンサー��
スプレッド（拡散タイプ）�87100 ■ﾀ9
1568840￥10,000
容量：290㎖  外寸：φ80×H165
重量：160g
材質：ポリサルフォン（耐熱温度：160℃）
ポーショントリガー：ブラック（1.2㎖） ●

：グリーン（2.5㎖） ●
：ブルー（1.6㎖） ●

②シーズニングディスペンサー�
　�ドロップ（直下タイプ）�87090 ■ﾀ9
1568830￥10,000
容量：290㎖  外寸：φ80×H165
重量：180g
材質：ポリサルフォン（耐熱温度：160℃）
ポーショントリガー：ブラック（1.2㎖） ●

：マルーン（0.6㎖） ●
：タン（0.3㎖） ●
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Newアイテム ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

詳しくは  　　  https://www.ebematsu.co.jpまでアクセスしてください。

アイスクリーム用のディッシャーですが
水分の多い食材や味噌ダレなどの
計量にも最適です。

アイスクリームディッシャー 
▶関連商品：P1198

ラーメン店で大活躍！！
味噌ダレをサクッ！と計量お手持ちのレードルにセットするだけで容量を

確認しなくてもすぐに必要な1本が分かります。
色で使用メニューを分けることでオペレーション
の簡略化、時短ができます。

欲しいレードルが
一目でわかる ！

片手でスライドさせて、計る量を変え
られます。コンパクトだから使いやす
く、収納もラクラクです。

ニュースクープ
容量 ： ラージ／30～140㏄　ミニ／5～30㏄  
▶関連商品：P369

粉状も、粒状も、液状も、
コレひとつで計れます ！

カラーバリエーションで
使い分けもできる

味付けや盛り付け、材料の計りにバラつきがあっては
サービスの品質低下や、コストの増大に繋がりかねません。
誰もが早く、そして正確にすくうことができる道具が
安定したサービスの提供をサポートします。

すくう。 早く、そして正確に

計量も、
素早く、正しく。

簡単操作でラクラク、スピーディ。 定量充填機

液状のソース・ドレッシング等の使用に最適、
すべり止め用ゴム足付。

エコノミーポンプ ディスペンサー  
▶関連商品：P412

ワンプッシュで定量出せます量はデジタルタイマーで簡単設定。顆粒や
ゴマ粒もラクラク対応します。スピードコン
トローラー付。

定量充填機 粘体小分太  TP-700型  
▶関連商品：P412

やっかいな焼肉のタレ、ドレッシングも
簡単に小分け

　　　シリコン レードルマーカー （5個入）  
▶関連商品：P430
EBM

ラージ（メタル）
ラージ（パステル）ミニ（パステル） ラージ（クリスタル）ミニ（クリスタル）

レッド
イエロー

グリーン

ブルー

ブラック

ラ
ー
メ
ン
店
で

　ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

　
　デ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
!?
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詳しくは  　　  https://www.ebematsu.co.jp までアクセスしてください。
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液状のソース・ドレッシング等の使用に最適、
すべり止め用ゴム足付。

エコノミーポンプ ディスペンサー  
▶関連商品：P412

ワンプッシュで定量出せます量はデジタルタイマーで簡単設定。顆粒や
ゴマ粒もラクラク対応します。スピードコン
トローラー付。
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簡単に小分け
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ラージ（メタル）
ラージ（パステル）ミニ（パステル） ラージ（クリスタル）ミニ（クリスタル）

レッド
イエロー

グリーン

ブルー
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ラ
ー
メ
ン
店
で

　ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

　
　デ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
!?

スタッフのモチベーションが店を盛り上げる ！

時短、軽量、手間いらず、
労務軽減で成果を上げる
ストレスのない気持ちのいい職場は、スタッフのやる気を高め、
サービスの質が上がることにより、お店に大きな成果をもたらします。
働きやすい環境を作ることは、従業員の定着も向上させ、人手不足の解消につながります。
スタッフにやさしい工夫を。そんなアイテムのご紹介です。

油圧方式により床にフィットするように自動的に伸縮。数秒
で“ガタつき”を安定させます。テラコッタや木質材などの
質感床材にも対応し調整できます。

テーブル用アジャスター
ティ・バランス Nセット
▶関連商品：P1817 

テーブルの“ガタつき”を
手を触れずに自動的に解消。
開店前の面倒な作業がなくなります

取付は簡単！テーブルに装着さ
れている既存のアジャスター
を外し、ティ・バランスに交換す
るだけ。
ネジ径変換アダプターで4種
類のネジに対応します。

専用のアダプターで
様々なネジ径に対応 ！

ガタ
　ガタ

ピタッ！！
数秒で床の段差に
合わせて自動調整！！

こ
の
数
は
、
さ
す
が
に
大
変
だ
…

動画で
チェック ！

サ　イ　ズ：φ33×H27（本体部分）
重　　量：23g　耐荷重：9～30㎏
段差対応：±5㎜（ストローク10㎜程度）
セット内容：油圧可動アジャスター×2
　　　　　固定アジャスター×2
　　　　　ネジ径変換アダプター3連×4
対応ネジ：6㎜、8㎜、3/8インチ、5/16インチ
　　　　　※6㎜ネジは本体に装着済み
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Newアイテム ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

詳しくは  　　  https://www.ebematsu.co.jpまでアクセスしてください。

生産ラインの安定稼働、省力化を実現 ！

コードレスチャイム
“新”活用法

飲食業では広く使われているコードレスチャイム。
そのシステムを工場の生産ラインで有効活用してはいかがでしょう。
トラブルの発生をタイムリーに把握。素早く対応・フォローすることで
ラインストップによるロスの削減が可能になります。

作業中に発生した材料の不足。持ち場を離れ部材を取りに行くのも、
配送係を探すのも大きな時間のロスになってしまいます。

携帯受信表示機を所持した配送係が情報を
キャッチしトラブルに迅速に対応。
部材供給などがよりスムーズになります。

管理者が工場内のトラブ
ルの発生をタイムリーに
把握。すみやかに作業者
へ指示を出すことができ
ます。部材が足りない ！  早く作業しないと

ラインが止まってしまう・・・

素早く、配送係へ
ダイレクトに呼び出し情報を送信。

たとえば
こんなとき

これで
解決 ！

携帯受信表示機の活用で問題を解決 ！

騒々しい工場内ではトラブルの発生を知らせたくても伝わりにくいことも。
危険な状況では、ライン全体が的確に把握、対応しなければなりません。

市販のパトライトや外部スピーカーと接続する
ことで、トラブル発生を「目」と「耳」で明確に、
広い範囲で確認できるようになります。

製品に異常を発見 ！ ライン全体に知らせなければ大変なことに・・・

“ライト”や“サウンド”で
工場全体にトラブル発生を確実にお知らせ。

たとえば
こんなとき

これで
解決 ！

パトライト、スピーカーとの連携で問題を解決 ！

送信 受信

作業者 配送係

パソコンでデータを管理。
トラブル発生回数や時間を
把握。事故防止対策に

役立ちます。

送信

作業者
受信

管理者

お店での使い方にあわせた
システムを取り揃えて

おります

卓上型

メニュー
スタンド付

携帯型

カード型

小電力型

エコタイプ

広いフロアや騒々しい店内でも「呼び出し」に効果的なコードレスチャイム。
少人数のスタッフでも効率よく対応するために便利なシステムです。
様々なタイプがありますので、お店の席数やエリアにあわせてお選びください。

フロアの業務効率化をしっかりサポート

システムの
主な機器

受信機 送信機

中継機 消去機

お客様が
お店のスタッフを
お呼びするシステム

お店の方が
お客様をお呼びする
システム

関連商品
P1861～P1869

関連商品
P1870～P1872
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