MG-R8 /

「新発想タンブラー」 トライアングルドラムが優しく刺激します。

MG-R8V

Rotational Tumbler Inovative Style. New Sensationasl Triangle Tumbler.

タンブリングの新たな可能性

味付け
Flavoring

マッサージ
Massage

絡める
Coating

シンプル設計なので、誰でも簡単に操作できます♪
Because it is a simple design, anyone can easily operate it ♪
※ 製品改良のため、予告なしに仕様変更することがありますので、予めご了承ください。
※ Might change specifications of it without a notice for product improvement, thank you for your understanding.

MG-R8V （真空タンブラー仕様）

★

仕

様

machine specification

バキュームユニッ
ト＆真空ドラムの
セットです。

型 式
機械寸法
機械重量
使用電源
ドラム容量
ドラム回転数

It is the set of the
vacuum unit &
vacuum drum. Can be
used as vacuum
tumbler.

model
machine wight
power source
drum capacity
rotation number

型 式
真空タンブラー Vacuum Tumbler

オプション： ケージドラム

MG-R8C

真空パックされた製品用に開発さ
れたオプションケージドラムです。
包装後の製品にマッサージ効果
をあたえ、味や調味液を中心まで
浸透させます。

機械寸法
真空ユニット寸法
機械重量合計
使用電源
真空電源
ドラム容量
ドラム回転数

model
machine size

Optional Cage Drum: It is an optional
「Cage Drum」developed for products
performed gas flushing of. It gives a
product after the packing a massage
effect and infiltrate taste and seasoning
liquid to the center.

単相100V 50W
10Ｌ
9回転 / 分

W 622×D 400×H 340mm
43kg
AC 100V 50W
10Liter
9 rotation per Min.

MG-R8V

（真空タンブラー仕様） Vacuum Tumbler

W 622×D 400×H 340 mm & W 200×D 430×H 255 mm

15kg

Vac. unit ｓｉｚｅ

58kg
AC 100V 50W
AC 100V 500W
10Liter
9 rotation per Min.

total wight
power source
Vac. power
drum capacity
rotation number

型 式
機械寸法
機械重量
使用電源
ドラム容量
ドラム回転数

MG-R8

machine size

model
machine size
machine wight
power source
drum capacity
rotation number

単相100V 50W
単相100V 50W
10L
9回転 / 分

MG-R8C

（ケージドラム仕様） Cage Drum

W 622 × D 400 × H 340mm
45kg
単相100V 50W
AC 100V 50W
10Ｌ
10Liter
9回転 / 分
9 rotation per Min.

Safty Caution
★ 機械内部への水かけ禁止 Never splush the water inside of machine.
★ アースケーブルの接続厳守 The earth cable must be connected.

特許出願中

Patent pending.

★ ドラムは両手でしっかり持って下さい Please hold the drum with both hands well.
★ 機械回転部に注意して下さい Attention on the rotating parts of machine.
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