
ロッカー式乾燥機 ・据置式乾燥 ・乾燥ブース

　　　　　　オーダーメイド乾燥機ＯＲＩＧＩＮ

【　  機　  　種　  】

U   S   W   シリーズ

U   S   E     シリーズ

O   B   E    シリーズ

H   U   E    シリーズ

R H ・R D シリーズ

O           D シリーズ

靴  乾  燥  シリーズ

ホーユーオリジン株式会社
http://www.hoyuorigin.jp

乾燥空間を創造する

オリジン乾燥機

Speedy-Dry



USW型
◆ロッカー式乾燥機は衣類を傷めにくく、シワ・ムラを抑え、最適な乾燥機空間をご提供いたします
◆大容量の衣類をスピーディーかつ最適に乾燥できます。

対象乾燥物：カッパ・白衣・衣類・小物・部品など

 【ゴルフ場】　　　【空港関係】　　　      【食品関係】　　　     【寮 / 学校】　　　　  【病院】

ｶｯﾊ ・゚帽子　　　　　 ｶｯﾊ ・゚防寒着　                   白衣・前掛け　                   制服・衣類　                   白衣・器材

バリエーション
型式 USW-450ET USW-400ET USW-350ET USW-290E USW-250E USW-230E USW-200E
容量 120～140着 100～120着 90～100着 70～80着 60～70着 50～60着 40～50着
ﾋｰﾀｰ 12ＫＷ 12ＫＷ 9ＫＷ 9ＫＷ 6KW 6KW 6KW
消費電力 12,4ＫＷ 12,4ＫＷ 9,2ＫＷ(※1) 9,2ＫＷ 6,2KW 6,2KW 6,2KW
必要電源 三相200Ｖ50Ａ 三相200Ｖ50Ａ 三相200Ｖ40Ａ 三相200Ｖ40Ａ 三相200Ｖ30Ａ 三相200Ｖ30Ａ 三相200Ｖ30Ａ
電源接続方法 50A手元開閉器 50A手元開閉器 40A手元開閉器 40A手元開閉器 30Ａプラグ 30Ａプラグ 30Ａプラグ
間口 4,500 4,000 3,500 2,900 2,500 2,300 2,000
奥行き

奥行きｵﾌﾟｼｮﾝ
高さ
鋼板仕様
鋼板ｵﾌﾟｼｮﾝ
乾燥棚

ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ
小物棚
ﾊﾝｶﾞｰ(※3 120本 100本 90本 70本 60本 50本 40本
ｻｯｼの仕様 6枚引き戸 ４枚引き戸(※3) 4枚引き戸 4枚引き戸 2枚引き戸 2枚引き戸 2枚引き戸
ｻｯｼｵﾌﾟｼｮﾝ
攪拌扇 1台
換気扇
ｵｿﾞﾝ装置
操作ﾊﾟﾈﾙｶﾊﾞｰ オプションにて取付可能

ＳＵＳ304鋼板にオプション変更可能
２段付

上下二段式

オプションにて取付可能

2台4台 3台
付

2段付 奥行きオプションによる

ポリカ―ボネイト　カラー：クリア

900 700

2,013

≪　  機  種  別  比  較  表  　≫

カラー鋼板

奥行きを700～900㎜に拡げ、小物棚が２段付きます(※2)

７機種 (W4.500 ～ 2.000 ㎜ ) からお客様に最適な機種を選定頂けます。

2021/6/1　2/9Ｐ　V4

衣類やさしい
最適な温度帯で乾燥し、衣類を傷めずに仕上ります。
風ﾊﾟﾜｰで Speedy 乾燥
サーキュレーターにより乾燥効率を高め、乾燥時間の短縮に貢献致します
らくらく自動運転
運転スイッチを押すだけ、自動運転。
e c o
43 ㎜の断熱パネルを採用した　eco　設計。
温風を内部循環させ　eco　に貢献いたします。
オプション
【 オゾン殺菌脱臭装置 】
嫌な臭いなどを取り、他の乾燥物への臭い移りを抑え快適な乾燥空間に
貢献いたします。
【　鋼板オプション　】
用途に応じた、カラー鋼板 ( 標準 ) を SUS304 鋼板 (OP) へ変更が可能です
【　サッシオプション　】
ガラス扉 ( 標準 ) をポリカーボネイト (OP) へ変更が可能です。

※１．業種に応じて 12.4ＫＷ仕様をおすすめする場合が御座います。
※２．奥行きオプションにて仕様変更した場合は奥行きを 900 ㎜にして棚を付ける事ができます。
※３．仕様によって、サッシ 6枚引き戸になる場合が御座います。

様々なニーズをカタチにする  Speedy-Dry

ロッカー式乾燥機　大容量ハイスペック【 三相 200V 】
乾燥容量：35 ～ 140 着  電気容量：6～ 12ＫＷ

USW-350ET 型
房州カントリークラブ　（ACCORDIA　GOLF）様



様々なニーズをカタチにする  Speedy-Dry

（ゴルフ場様）
USW-450ET 型 USW-290ET 型

（東京都内ゴルフ場様）

USW-250ET 型USW-290ET 型USW-230ET 型 (SUS 特殊仕様 )

（富山県内大学病院様） （北海道内航空会社様） （福岡県内自動車教習所様）

USW型
2021/6/1　3/9Ｐ　V4

≪　製造元　≫

                    ホーユーオリジン株式会社
　〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸 1-15-10
ＴＥＬ　043-241-6266　ＦＡＸ　043-241-6268
                Ｗeb　http://www.hoyuorigin.jp　　　
　　　　　Ｅメール　info@hoyuorigin.jp

ＯＲＩＧＩＮ≪　販売元　≫

対象乾燥物：カッパ・白衣・衣類・小物・部品など

ロッカー式乾燥機　大容量ハイスペック【 三相 200V 】
乾燥容量：35 ～ 140 着  電気容量：6～ 12ＫＷ

USW-290ET 型　×　2台

沖縄県内航空会社様



　　　コンパクト・快適乾燥  Speedy-Dry
USE 型

対象乾燥物：カッパ・レインコート・衣類・小物・部品など

2021/6/1　4/9Ｐ　V4ロッカー式乾燥機　コンパクト【 三相 200V 】

◆間口 1,000 ～ 1,600 ㎜、省スペースで様々な場所に設置可能なＵＳＥシリーズ。
◆パワフルな乾燥なのに、イニシャルコストを抑え経済的です。

乾燥容量：12～ 30 着  電気容量：4～ 6ＫＷ

USE-160 型
（神奈川県内自動車教習所様）

USE-120 型 USE-100 型 ALLSUS 仕様
（広島県内水道工事業者様） （大阪府内ガスセンター様）

雨天時のバイク教習時に着用する雨具、ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰなどを乾燥します。
短時間で乾燥出来、大変ご好評いただいております。

作業員の方々の雨具、カッパなどを乾燥します。
退勤後OFFﾀｲﾏｰをｾｯﾄし、翌朝の出社時にはカラッと
乾燥出来ております。

海が近いため ALL SUS 鋼板仕様。
作業員のカッパを、お昼等の休憩中に乾燥します。

USE-160T 型 (SUS 棚付き仕様 )

（自衛隊ボクシング部様）

ボクシンググローブ、プロテクター等の乾燥用に設置。
オゾン殺菌脱臭器を装備し、嫌な臭いなどを抑え安心・快適な仕様に成って
います。又、乾燥効率を高める為、サーキュレーターを２台取付けた仕様。

型式 USE-160 USE-120 USE-100
容量 25～30着 15～20着 12～16着
ヒーター 6ＫＷ
消費電力 6,1ＫＷ
必要電源 三相200Ｖ30Ａ
電源接続方法 30Ａプラグ
間口 1,600 1,200 1,000
奥行き

奥行きｵﾌﾟｼｮﾝ

高さ
鋼板仕様
鋼板ｵﾌﾟｼｮﾝ
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ
ﾊﾝｶﾞｰ(※3 25本 15本 12本
ｻｯｼｵﾌﾟｼｮﾝ
攪拌扇ｵﾌﾟｼｮﾝ ２台(ｵﾌﾟｼｮﾝ)
換気扇
ｵｿﾞﾝ装置
操作ﾊﾟﾈﾙｶﾊﾞｰ

ｵﾌﾟｼｮﾝにて取付可能
ｵﾌﾟｼｮﾝにて取付可能
ｵﾌﾟｼｮﾝにて取付可能

１台(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

≪　　機　種　別　比　較　表　　≫

奥行きを650～900㎜に拡げ、小物棚が２段付きます(※2

ＳＵＳ304鋼板にｵﾌﾟｼｮﾝ変更可能

ｵﾌﾟｼｮﾝにてｶﾞﾗｽ扉からﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄに変更可能

4ＫＷ
4,1ＫＷ

三相200Ｖ20Ａ
20Ａプラグ

650

＋1,893
カラー鋼板

上部１本式

※3．樹脂製ハンガー。
◆製品改良の為、予告無しに仕様変更する場合が御座います

バリエーション
3機種 (W1,000 ～ 1,600 ㎜ ) から選定いただけます。

衣類やさしい
温風乾燥で衣類を傷めず、シワも少なく仕上ります。
コンパクト設計
間口 1.000 ㎜タイプから選る、省スペース設計。

らくらく自動運転
運転スイッチを押だけ、自動運転。

e c o
43 ㎜断熱パネルを採用した　eco　設計。
温風を内部循環させ低消費電力に貢献致します。
オプション
【　オゾン殺菌脱臭装置　】
嫌な臭いなどを取り、他の乾燥物への臭い移りを
抑え快適な乾燥空間に貢献いたします。
【　サーキュレーター　】
乾燥効率を高め、乾燥時間の短縮貢献いたします。
【　換気扇　】
排気をダクトにて強制排気する場合 , 必要になります
【　鋼板オプション　】
用途に応じて、カラー鋼板 ( 標準 ) を SUS304 鋼板
(OP) へ変更が可能です。
　　　 ≪　主な乾燥物の種類　≫
【標準仕様】
◆カッパ（レインコート）◆防寒着◆制服
◆前掛け◆白衣◆柔道着　など
【防火衣乾燥機仕様】
◆防火衣　など
【棚付き乾燥機仕様】
◆短靴◆長靴◆部品乾燥※乾燥物によってｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ出来ます

　　　　 ≪　お手入れ　≫
庫内に落ちたほこり、芝かすなどを掃除機、ウ
エス等で拭きとるだけ。※ﾌｨﾙﾀｰ装着仕様の場合は清掃が必要です

　　　　　　≪　点検　≫
操作パネル上のｱﾜｰﾒｰﾀが 3.000 時間になりまし
たら点検が必要になります。

　　　　　　　≪　設置性　≫
搬入経路上に障害物 ( 扉 / 柱 ) などがある場合、設置
場所がｴﾚﾍﾞｰﾀｰが無い２階などに設置する場合は、当
乾燥機を分解し、組み上げて納品が出来ます。
　　　　　　（詳しくは、弊社までお問い合わせ下さい）

≪　製造元　≫

                    ホーユーオリジン株式会社
　〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸 1-15-10
ＴＥＬ　043-241-6266　ＦＡＸ　043-241-6268
                Ｗeb　http://www.hoyuorigin.jp　　　
　　　　　Ｅメール　info@hoyuorigin.jp

ＯＲＩＧＩＮ
≪　販売元　≫



◆ OBEｼﾘｰｽﾞは部屋全体を乾燥室させる室内据置式乾燥のユニットタイプ。
◆ OBEｼﾘｰｽﾞを設置する事により、天候を問わず快適な乾燥空間を提供致します。
◆ 乾燥室のサイズに合わせて機種を選定。【OBE-90・120・180 型】

《 OBE-90 型 》

４ ７
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　  　《OBE-180/120》 　　　 《OBE-90》

OBE 型
据置式乾燥機【 三相 200Ｖ 】 2021/6/1　5/9Ｐ　V4

　　設置 /施工写真

電気容量：9~18KＷ

   部屋を乾燥室へ　空間を創造するOBEｼﾘｰｽﾞ

型　　式 OBE-180 OBE-120 OBE-90

ﾋｰﾀｰ容量 18KW 12KW 9KW

消費電力 18.75KW 12.4KW 9.2KW

必要電源 三相200V75A 三相200V50A 三相200V40A

電源接続方法 75A手元開閉器 50A手元開閉器 40A手元開閉器

開　　口 1,500㎜ 1,200㎜ 1,100㎜

奥 行 き 850㎜ 650㎜ 550㎜

高　　さ

鋼板仕様

色（鋼板）

小 物 棚

ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ

撹 拌 扇

換 気 扇

ｵｿﾞﾝ装置

部屋ｻｲｽﾞ 15㎡～ 9～15㎡ ～9㎡

オプション

１台付

別途工事（建築工事）

オプションにて取付可能

　　　　　　《   機 種（サイズ） 別 比 較 表   》

1，293㎜

カラー鋼板

アイボリー

オプション

OBE-120 型
　　　　（消防署）

 OBE-90 型
              （消防署）

1200~1500 1100

65
0~
85
0

※1

※1．　乾燥室の構造等により機種の変更が必要になる場合が御座います。

   OBE-120 型
　　　     （法人 寮）

   OBE-90 型
（学校 寮）

≪　製造元　≫

                    ホーユーオリジン株式会社
　〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸 1-15-10
ＴＥＬ　043-241-6266　ＦＡＸ　043-241-6268
                Ｗeb　http://www.hoyuorigin.jp　　　
　　　　　Ｅメール　info@hoyuorigin.jp

ＯＲＩＧＩＮ
≪　販売元　≫

※1 ※1

５
５
０

  OBE-120 型　
（ゴルフ場）

   OBE-90 型



   100V コンセントで使える  Speedy-Dry
HUE 型

対象乾燥物：カッパ・レインコート・衣類・部品など

2021/6/1　6/9Ｐ　V4ロッカー式乾燥機　コンパクト【 単相 100V 】
乾燥容量：12 ～ 30 着  電気容量：1.2KＷ

≪　販売元　≫

　　　 ≪　主な乾燥物の種類　≫
【標準仕様】
◆カッパ（レインコート）◆防寒着◆制服
◆前掛け◆白衣◆柔道着　など

【棚付き乾燥機仕様】
◆短靴◆長靴◆部品乾燥※乾燥物によってｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ出来ます

　　　　 ≪　お手入れ　≫
庫内に落ちたほこり、落ちたほこり棟は掃除機や
雑巾で取るだけ。※ﾌｨﾙﾀｰ装着仕様の場合は清掃が必要です

　　　　　　≪　点検　≫
操作パネル上のｱﾜｰﾒｰﾀが 3.000 時間になりまし
たら点検が必要になります。

　　　　　　　≪　設置性　≫
搬入経路上に障害物 ( 扉 / 柱 ) などがある場合、設置
場所がｴﾚﾍﾞｰﾀｰが無い２階などに設置する場合は、当
乾燥機を分解し、組み上げて納品が出来ます。
　　　　　　（詳しくは、弊社までお問い合わせ下さい）

◆設置場所を問わず 100Ｖコンセントがあれば電源工事は不要。
◆間口 1,000~1,600 ㎜で省スペース。様々な場所に設置可能なHUE シリーズ。

※3．樹脂製ハンガー。
※設置場所は基本、屋内にてご検討下さい。
◆製品改良の為、予告無しに仕様変更する場合が御座います

バリエーション
3機種 (W1,000 ～ 1,600 ㎜ ) から選定いただけます

衣類やさしい
温風乾燥で衣類を傷めず、シワも少なく仕上ります。
コンパクト設計
間口 1.000 ㎜タイプから選る、省スペース設計。

らくらく自動運転
運転スイッチを押すだけ、自動運転。

e c o
43 ㎜の断熱パネルを採用した　eco　設計。
庫内は温風を内部循環させ低消費電力をに貢献。

オプション

型式 HUE-160 HUE-120 HUE-100
容量 25～30着 15～20着 12～16着
ヒーター
消費電力
必要電源
電源接続方法

間口 1,600 1,200 1,000
奥行き

奥行きｵﾌﾟｼｮﾝ 設定無し

高さ
鋼板仕様
鋼板ｵﾌﾟｼｮﾝ
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ
ﾊﾝｶﾞｰ(※3 25本 15本 12本
ｻｯｼｵﾌﾟｼｮﾝ
攪拌扇ｵﾌﾟｼｮﾝ

ｵｿﾞﾝ装置
操作ﾊﾟﾈﾙｶﾊﾞｰ

ｵﾌﾟｼｮﾝにて取付可能
ｵﾌﾟｼｮﾝにて取付可能

1.2ＫＷ
1,240 / 1,240Ｗ

単相100Ｖ15Ａコンセント
単相100Ｖ15Ａコンセントプラグ

ｵﾌﾟｼｮﾝにて１台取付可能

奥行きを900㎜に拡げ、小物棚２段

カラー鋼板
ＳＵＳ304鋼板にｵﾌﾟｼｮﾝ変更可能

上部１本式

ｵﾌﾟｼｮﾝにてｶﾞﾗｽ扉からﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄへ変更可能

650

1,893

≪　　Ｈ Ｕ Ｅ 型  仕  様  表　　≫

HUE-160 型HUE-120 型HUE-100 型
（高速道路管理会社様用） （大阪府内航空会社様） （大阪府内航空会社様）

整備士様、グランドハンドリングスタッフ様のカッパ、防寒着等の乾燥用。
複数台設置する事により部署ごとの使用可能になります。

作業員様のカッパ等をスピーディーに乾燥します。

≪　製造元　≫

                    ホーユーオリジン株式会社
　〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸 1-15-10
ＴＥＬ　043-241-6266　ＦＡＸ　043-241-6268
                Ｗeb　http://www.hoyuorigin.jp　　　
　　　　　Ｅメール　info@hoyuorigin.jp

ＯＲＩＧＩＮ

ボクシンググローブ、プロテクター等の乾燥用に設置。
オゾン殺菌脱臭装置を装備し、嫌な臭いなどを抑え安心・衛生的な
仕様に成っています。

HUE-160 型 (SUS 棚付 )

（東京都内大学ボクシング部様）

【　オゾン殺菌脱臭装置　】
嫌な臭いなどを取り、他の乾燥物への臭い移りを
抑え快適な乾燥空間に貢献いたします。
【　サーキュレーター　】
乾燥効率を高め、乾燥時間の短縮貢献いたします。
【　換気扇　】
排気をダクトにて強制排気する場合 , 必要になります
【　鋼板オプション　】
用途に応じて、カラー鋼板 ( 標準 ) を SUS304 鋼板
(OP) へ変更が可能です。



RH 型・RD型
ロッカー式乾燥機　大容量ハイスペック【 灯油式 】 2021/6/1　7/9Ｐ　V4

　　対象乾燥物：カッパ・レインコート・衣類など

乾燥容量：35~120 着 　熱源：灯油式　

     灯油式　Speedy-Dry

◆ RHｼﾘｰｽﾞはロッカー式乾燥機で唯一、灯油式が可能な機種に成ります。
◆ 当機種 ( 灯油式 ) は、三相 200V 電源が不要な為、電源工事等のｲﾆｼｬﾙｺｽﾄを圧縮出来ます。
◆ バリエーションは各５ﾀｲﾌﾟ用意し、容量、設置ｽﾍﾟｰｽに応じて機種選定が可能です。

   RH-6 型
　　　      （ゴルフ場）

   RH-４型
　　　      

   RH-4 型
　　　      

バリエーション
各５機種 (W4,221 ～ 2,029 ㎜ ) からお客様に最適な機種を選定いただけます。
衣類やさしい
温風乾燥で衣類を傷めず、シワも少なく仕上ります。
風ﾊﾟﾜｰで Speedy 乾燥
内蔵されたｻｰｷｭﾚｰﾀｰで強力に水分を飛ばし乾燥効率をアップします。
らくらく自動運転
運転スイッチを押すだけ、自動運転。
e c o
43 ㎜の断熱パネルを採用した　eco　設計。
温風を内部循環させ低燃費 eco に貢献いたします。
オプション
鋼板をカラー鋼板 ( 標準 ) から SUS304 鋼板 (OP) へ変更した鋼板オプション、サッシ
ガラス部をポリカ―ボネイトに変更など、他にも様々な仕様変更が可能です。

　　　      

≪　販売元　≫

   RH-4 型
　　　      

   RH-3 型
　　　      

   RH 型
　　　      

≪　製造元　≫

                    ホーユーオリジン株式会社
　〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸 1-15-10
ＴＥＬ　043-241-6266　ＦＡＸ　043-241-6268
                Ｗeb　http://www.hoyuorigin.jp　　　
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ＯＲＩＧＩＮ



オーダーメイド乾燥室　乾燥ブース【 三相 200Vor 灯油式 】

OD 型
◆さまざまな乾燥物を同時に乾燥でき、作業効率に貢献。
◆独自システムにより乾燥ムラを抑え、最適な乾燥空間をご提供いたします。

熱源：12～ 18ＫＷ　灯油式

対象乾燥物：車いす・レンタル介護用品全般など

2021/6/1　8/9Ｐ　V4

バリエーション
容量や、スペース応じた乾燥ブースをご提案させて頂きます。
乾燥物にやさしい
操作パネル上で温度調節ができ、最適な乾燥温度帯をご提供いたします。
風ﾊﾟﾜｰで Speedy 乾燥
独自配置したｻｰｷｭﾚｰﾀｰにより、乾燥ムラを抑え作業効率に貢献。
らくらく自動運転
運転スイッチを押すだけ、自動運転。
e c o
43 ㎜の断熱パネル採用した　eco　設計。
内部循環させ低消費電力（低燃費）に貢献します。
オプション
断熱パネルを（標準）カラー鋼板から（ｵﾌﾟｼｮﾝ）SUS 鋼板に変更等の鋼板オプション、
出入り口を一カ所から二カ所に増やすなど様々なご要望に合わせた仕様変更が可能です。

   OD 型
　　　      （介護用品関連）

   OD 型
　　　      （介護用品関連）

《写真の仕様は、出入り口２カ所　正面 :ｶﾗｰ鋼板  右側面 :SUS 鋼板》

   OD 型
　　　      （介護用品関連）

   OD 型
　　　      （介護用品関連）

   三相 200V or 灯油式　Speedy-Dry

≪　製造元　≫
≪　販売元　≫

                    ホーユーオリジン株式会社
　〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸 1-15-10
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   OD 型
　　　      （介護用品関連）《出入り口 1ヵ所》

ＯＲＩＧＩＮ



オプション

e c o
らくらく自動運転

コンパクト設計

臭いスッキリ

　　　 靴乾燥  Speedy-Dry
HUE-S・USE-S 型靴乾燥機　

対象乾燥物：短靴・長靴など

2021/6/1　9/9Ｐ　V4ロッカー式乾燥機　靴乾燥【 単相 100V or 三相 200V 】

◆間口 1,000 ～ 1,600 ㎜、様々な場所に設置可能な靴乾燥機シリーズ。
◆様々な種類の靴に対応し、スピーディーに乾燥いたします。

乾燥物：短靴 /長靴等 電気容量：1.2 ～ 4ＫＷ

USE-160T 型 (SUS 棚付き仕様 )

3 機種 (W1,000 ～ 1,600 ㎜ ) から選定出来ます

オゾン殺菌脱臭装置を標準装備衛生的にご使用頂けます

間口 1.000 ㎜タイプから選る、省スペース設計

ﾀｲﾏｰの設定後、運転ｽｲｯﾁを押せば自動運転

43 ㎜の断熱パネルを採用した　eco　設計。
温風を内部循環させ　eco　に貢献いたします。

【 サーキュレーター】
サーキュレーターを取付ける事で、乾燥効率を
高め、乾燥時間に短縮に貢献いします。
【 換気扇 】
排気をダクトにて強制排気させる場合に必要です。
【 SUS 乾燥ラック 】
短靴など大量に乾燥させる場合に必要になります。

≪　製造元　≫≪　販売元　≫

 USE-120S 型
房州カントリークラブ（ACCORDIA GOLF）様

ＯＲＩＧＩＮ
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　　　 ≪　主な乾燥物の種類　≫
◆短靴　◆長靴　◆スポーツシューズ等
◆部品など

　　　　 ≪　お手入れ　≫
庫内に落ちたほこり、落ちたほこり棟は掃除機、
ウエス等で拭きとるだけ。※ﾌｨﾙﾀｰ装着仕様の場合は清掃が必要です

　　　　　　≪　点検　≫
操作パネル上のｱﾜｰﾒｰﾀが 3.000 時間になりまし
たら点検が必要になります。

　　　　　　　≪　設置性　≫
搬入経路上に障害物 ( 扉 / 柱 ) などがある場合、設置
場所がｴﾚﾍﾞｰﾀｰが無い２階などに設置する場合は、当
乾燥機を分解し、組み上げて納品が出来ます。
　　　　　　（詳しくは、弊社までお問い合わせ下さい）

バリエーション
型　式 　160 　120 　100
容量(短靴) 35～49足 25～35足 20～32足
ヒーター
消費電力
必要電源
電源接続方法

間　口 1,600㎜ 1,200㎜ 1,000㎜
奥行き

高　さ
鋼板仕様
鋼板OP
オゾン装置
攪拌扇OP
サッシOP

1.2ＫＷ（HUE-S）　・　4KW（USE-S）
1,240 / 1,240Ｗ(HUE-S)・4.1/4.1KW(USE-S)
100V15A指定ｺﾝｾﾝﾄ・三相200V20A指定指定ｺﾝｾﾝﾄ
100V15A指定プラグ・三相200V20A指定プラグ

カラー鋼板
ＳＵＳ304鋼板にＯＰにて変更可能

標準装備

OPにてｶﾞﾗｽ扉　→　ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄへ変更可能

650㎜

1,893㎜

≪HUE－S型 ・ USE－S型　比較表≫

ＯＰにて変更可能（長靴の場合700㎜へ変更）

OPにて取付可能（HUE-S型は1台）

※乾燥物等により乾燥容量がことなります。
※上記乾燥容量は短靴を表記しております。
※ご不明な点はお問合せ下さい。

奥行きOP


