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プレ計量機能でシャリ供給の瞬発力がアップ、瞬時に盛り付け !!
保温、ほぐし機能も一新され、ご飯が一層おいしくなります !!

同じ量のご飯を、瞬時に提供 !!
プレ計量機能により、設定された量目をシャッター計量部に
事前に準備。同じ量のご飯を連続して瞬時に提供でき、作業
時間が短縮されます。

ジャーに代わる高保温性能 !!
保温機能がさらに向上。ジャーに匹敵する高保温性能で、
炊きたてのおいしさをいつでも提供できます。

液晶画面で操作性アップ。
液晶タッチパネルを採用したことにより、究極の使い易さを
実現。操作やエラーが分かり易く表示され、また、ご飯の残
量も表示できます。

食感とおいしさが断然違います。

盛り付けの量は、50g～510gまで、7種類の設定が可能。
弁当、カレー、丼など、ボタンひとつで瞬時に盛り付けます ! !

しっかりとほぐされたご飯をふんわりとカタチ良く盛り付け。
食感とおいしさが断然違います。

容器位置決めスポットライト
使い易さが断然違います !!
ご飯を盛り付ける中心にスポット
ライトが当たり、容器を置く位置
が分かり易く、より使い易くなり
ました。

能力 :5秒 /回（250g）  最大720食 /時 



シャリ弁ロボGST-FBB用
おにぎりオプション

FBB-TOA

①TOA型をセット ②スイッチを押す ③ご飯の計量供給 ④具材を並べて

⑤軽く押すだけ ⑥成形完了 ⑦海苔を巻いて ⑧おにぎりの出来上がり

おにぽー

天むす 包餡

三角70型サンド
TOA-S70

三角85型サンド
TOA-S85

おにぽーサンド型
TOA-P65

計量から成形までスムーズに行え
おにぎり作りの効率化が図れます。
計量から成形までスムーズに行え
おにぎり作りの効率化が図れます。

●ホカホカで食感の良いふんわりとしたおにぎりを
　生産します !
●天むすなどはみ出す具材も生産可能です。
●内型による握り具合の調整機能付き。
●素材には抗菌性・防カビ性に優れたポリエチレン
　樹脂を採用。
●おにぎりオプションを外せば飯盛り機としても
　使用可能です。
●センサーオプション（別売）の採用でさらに
　スピードアップ !

機械寸法

機械重量

単体　310W×370D×83.0Hmm 
取付時　394W×640D×604Hmm
（選択部品 (型 ) 除く）
約3.5kg

量目　100～130g
厚み　32～42mm

量目　140～185g
厚み　30～40mm

量目　90～120g
厚み　40mm

選択部品 (型 )
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Specifications Features
• To minimum rice serving operation time, 

premeasured rice will be stand-by at shutter 
for next shots automatically.

• New measuring system made them improve 
to be higher rice weight measuring accuracy 
and parts strength of measuring device.

• Patent ：Mixing rice with two wing beaters 
make it loose to serve the rice on the plates, 
so that the taste should be the best flavored 
condition looks very smooth as powder.

• Rice warming hopper will keep the rice 
temperature higher than 70℃ for 4 hours to 
serve the hot rice on plate.

• Displaying the remaining rice volume in 
hopper can help the easy planning of rice 
cooking time.

• Compact design and easy maintenance like 
home electrical appliances, and easy for 
disassembly and cleaning.

Model

Capacity
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Temperature 
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Environment

Weight

Power Cable

GST-FBB-CE

5 seconds/dishes（250g）- Max. 720 dishes/hr.
* Varies depending on the rice condition or operation.

394W×529D×609.5Hmm
* When the lid opening: H/1,045mm

Single Phase, AC220 - 240V,  50/60Hz

400W as max.

Approx. 10kg of cooked rice

50g - 500g
7 pattern selection （presetting to 7 buttons）
More than 4 hours for over 70℃
（under putting over kg of hot rice 
conditions）
Inside the room under temperature 10 - 40℃
Surroundings: 30 - 90 % Humidity
Setting on the table or stand

Approx. 32kg

2m length with ground wire


