GLOBAL GOURMET SERIES
仕 様

エコノミーモデル

スタンダードモデル

ヘビーユーザー

回転数

2600 rpm

2600 rpm

2700 rpm

モータータイプ

省電力型永久磁力モーター

電圧 / 電源周波数

AC100V, 50/60Hz

AC100V, 50/60Hz

AC100V, 50/60Hz

投入方式

連続投入方式

連続投入方式

連続投入方式

使用水量

8ℓ / 分

8ℓ / 分

8ℓ / 分

2kg / 分

2.5kg / 分

3.5kg / 分

1 〜 4 人世帯

1 〜 5 人世帯
一般家庭

2 〜 10 人世帯

ホームパーティー・軽飲食店対応

定格消費電力

540W

540W

740W

安全装置

オーバーロードスイッチ

オーバーロードスイッチ

オーバーロードスイッチ

質量

3.8kg

4.1kg

5.1kg

処理能力
処理対象目安

単身・小家族・オフィス

取付可能なシンク排水口径

180 及び 115,170,173,185（mm）※円形以外の排水口径のアダプターは相談ください

付属品：Sトラップ、配管接続キット（40A、50A対応）

DIMENSIONS
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サイズ（mm）

エコノミー

スタンダード

ヘビーユーザー

A

341

361

389

B

177

177

185

C

137

194

216

D

137

137

143

E

115

115

115

F

38

38

38

※食洗機プラグ（オーバー・フロー接続部）外径24mm
※配管はD+150mmの範囲内で立ち上げると設置しやすくなります。
※バッチ式（蓋スイッチ）をお求めの場合はご相談ください。
＊内容は予告なく変更する場合があります。
＊内容は現況を優先して下さい。

0120-101539

製造元

サービスセンター
日本エスコは皆様が安心してディスポーザーを
ご使用できるよう、全国ネットでユーザーを
サポートし続けています。（サービスは有償になります）

米国 アナハイム・マニュファクチャリング社

お求めは、
輸入元

株式会社 日本エスコ

http://www.esco-j.com

・業務用もご相談下さい。

GLOBAL GOURMET SERIES
Food Wast Disposer

アナハイム・マニュファクチャリング・ディスポーザー
anaheim manufacturing Disposer

その「タフ」さはまさに、シャーク。

1970 年代、米国ではディスポーザーメーカーが何十社もひしめき合っていました。
その厳しいトーナメント戦で勝ち抜いた２大メーカーが現在、全世界のディスポーザーの 85％以上のシェアを

amc ディスポーザーで採用された永久磁力モーターは最初の革命と言われました。

誇っています。

軽量コンパクト・高耐久性・衛生

そのうちの 1 社がアナハイム・マニュファクチャリング社（amc）です。
その歴史は古くクリスタル・ディスポーザーマニュファクチャリング社を所有していたタッパン社（1881 年創立）

・EZ マウントシステム採用により最も取付がしやすいディスポーザーになりました。台

は 1964 年に有名なディスポーザーメーカーであるワラウェイ社を買収。1966 年にワラウェイ社とクリスタル・

所のキッチン収納場所を奪わない省スペース、軽量コンパクトは他製品に比べ 30-50％

ディスポーザーマニュファクチャリング社が合併しアナハイム・マニュファクチャリング社を作りました。革新

重量をカット。キッチンに負担をかけません。

的なモーターと高性能、軽量コンパクトで製造するアナハイム・ディスポーザーは多くのファンを獲得し他メー

・その特徴は頑丈で耐久性に優れています。また高速回転を利用し粉砕ルームを縦横無尽

カーのシェアを次々に奪っていきました。その高

に駆け巡る水流、水圧はディスポーザーをバクテリアや臭いからクリーンに守ります。

い技術力と最新の設備から生産される製品の信頼

EZ Mounting System

はあつく米国のみならず日本での社会実験でも複

省電力型
永久磁力モーター搭載

数採用されました。現在はプライベートブランド
レーベルのほか世
界中のエレクト
リック・メーカー

amc

に OEM 供給され

久磁力モーターを搭載。一般的な

高い評価を得てい

ディスポーザーのほぼ 2 倍の高速

ます。

回転（2600 〜 2800RPM）を誇り

ディスポーザーは省電力型永

ツイン・スイング
ハンマー方式採用
amc

ます。これは生ゴミをスピーディー

使用してません。ターンテーブルが

に処理できエネルギー効率が優れて

取付け前

2600/ 毎分〜で高速回転。生ゴミ

いることを意味します。

取付け後

amc

を壁面（グラインドリング）に飛ば

ディスポーザーは起動の瞬時

します。遠心力を利用し 180 度、

に TOP スピードに到達。特徴であ

交互にスイングするツイン・ハン

る高速回転、ハイ・トルクは不適切

マーが生ゴミを壁面のグラインドリ

に使用された場合に発生する動作不

ングに叩き付けて瞬時にすり潰して

良「噛み込み」を回避します。

いきます。

電気と水の使用量も一般的なディス

1 分間で 2kg 〜 3.5kg の圧倒的な

ポーザーに比べて 50％カット。

ECO 型ディスポーザーが

処理能力とタフさはクラス最高で

amc シ

「シャーク」の異名をとっています。

リーズです。

防音、防振設計ラバー

（日本の台所を考慮した設計です）

ディスポーザーは鋭利な刃は

専用アダプター

（どんなキッチンでも取付可能です）

スプラッシュガード

（粉砕物が飛び出るのを防止します）

マウントリング（音や振動を吸収します）

● 三角コーナーがジャマになる･･･。

● 三角コーナーがなくなって、

● 茶カス、米つぶがアミカゴに
ひっかかってなかなかとれない･･･。
● 洗わないと、すぐヌメリがくるし･･･。

流し台が広く使えます。
● ヌルヌルが全然なくなって

スイングハンマー

ピッカピカ！

ターンテーブル

● 結局三角コーナーや排水タンクは

● 洗いものをしながらその場で

毎日洗わないと･･･。

生ゴミを処理出来ます。

● 排水のニオイもたまらない･･･。
● 排管の中まで洗えない･･･。
● ゴミ箱に入れても結局は生ゴミと
一緒に暮らしてる･･･。

● 生ゴミは大半が水分なので
エルボー
パイプ

ゴミ袋が大変軽くなります。
● 部屋の臭いがないからいつでも
お客さんを呼べます。

モーター

高性能の仕組み

リセットボタン

（安全装置ボタン）

ターンテーブルが1分間で2600回
転という高速回転し生ゴミを遠心力
で外壁に叩き付けます。
更に、180°回転方式のスイングハ
ンマーが生ゴミを壁面ですり潰し1
〜 2mm に粉砕しエルボーパイプか
らジェット水流で排出します。

PERMANENT MAGNET MOTOR

DRAIN HOUSING

処理できるもの

処理できないもの

残飯 麺類 野菜類 果実類 肉類 魚類 小さな骨 魚の骨 鶏の骨

枝豆、とうもろこしの外皮、タケノコなど繊維質の特に強い食品

卵の殻 梅干の種等

その他生ゴミ以外のもの
＊製品により多少異なります。

