iCombi® Classic
タフで頼りになる生産性

あなたのアイデアを
あなたのやり方で実行
日々フル稼働し続ける一方で、創造力を発揮し、大
量の食材を調理しながら高い要求にも応え、全てを
こなしたい思いを持ち続けながら、目の前の調理に
集中し妥協を許さない。これが料理人の日常生活で
す。 もう少し良い方法はないものでしょうか？そ
こで大量の仕事、つまり、ロースト、グリル、ベイ
ク、揚げ物、蒸し煮、スチームのすべてをこなし、
頑丈で使いやすく、多忙なプロの厨房の要求に応
え、料理人のアイデアを実現。あなたのニーズに忠
実な信頼性と高い品質をご提供します。

結果として選ばれるのは
iCombi Classic 日々のチャレンジのた
めに信頼できる技術を必要とする熟練
シェフのためのソリューション。
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iCombi Classic

細部まで考え抜かれたパフォーマンス
iCombi Classicは真の万能選手であり、瞬く間に、あたなの
厨房にとって必要不可欠な助手となります。 高性能、パワフ
ル、効率的で、従来の調理機器の代替となります。 取扱いは
簡単、 そして納得の機能で高い調理品質をお約束。 経験豊
かな料理人が、常に期待どおりの結果を手にします。

納得のパフォーマンス
高い生産性と高い調理品質をも
たらすツール。
rational-online.com/jp/iCombiClassic

取り扱いが簡単
プッシュ機能を備えたジョグダイ
ヤル、カラーディスプレイ、ユーザ
ーインターフェース上の分かりやすい
アイコンのおかげで、直感的に操作する
ことができ、ミスが回避されます。
8頁

簡単にプログラミング
最大12ステップの多段階にわたる調理プ
ロセスから成るプログラムを100件まで独自
にプログラミング。 仕上がりを無限に再現
できます。
8頁

ClimaPlus
除湿性能の最高値と10％単位の湿度設定によって、正確
に調理環境を整えます。 迅速な調理プロセスと結果につ
なげるために。
6頁
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ネットワークの拡張
オプションのLANまたはWiFiインターフェイスによって、ラショ
ナルのネットワークソリューションであるConnectedCooking
への統合が可能になります。 たとえば、プログラムや衛生
関連文書を一括して作成することができます。
ファンホイール
最大で3つのファンホイールと庫内形状の相乗効果により、熱が最適に分配
され、大きなエネルギーが食品に加えられます。 これで、均等な仕上が
りと高い生産性を実現します。
6頁

洗浄と水垢除去
自動洗浄は夜間でも実行可能で、固形洗剤はリン酸塩を含ま
ず、さらには洗剤消費量が削減される - これ以上クリー
ンなことはありません。 ケアシステムは水垢の付着も
防ぎます。
10頁

LED庫内灯
信頼できるパフォーマンスに加え、正確な
制御機能。 高い明度とニュートラルな光
の色により、食品の焼け具合をすばやく
確認できます。

あなたの厨房に相応しい
生産性
卓越した調理性能
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最大
除湿
iCombi Classicは、一貫して高いレベルで仕事をおこないます。高精度の計
測・制御システムが食品にあわせて安定した庫内環境を作り出し、 パワフルな
フレッシュスチーム発生器が最適なスチーム飽和状態を整えます。 そして高い
除湿性能、装備数が増えたファンホイール、最適な庫内形状が大きな役割を果
たします。 このようにして、エネルギーが正確に食品に加えられます。必要と
あれば、とても強力に。 その結果、大量に投入しても、すべての段で、見事に
均等な仕上がり。 エネルギーと水の消費を最大10％削減します。 目標は一つ
- カリッとした皮、食欲をそそるグリルの焼き目、サクッとした衣で、料理人
としての評価を上げること。

リットル

/秒

300 °C

ホットエアー

最大

これらが一緒になってもたらす
パフォーマンスの向上、
生産性の向上、資源消費の
削減。
rational-online.com/jp/ClimaPlus

スチーム飽和状態
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すべてをシンプルに
コントロール
簡単な操作

30 –130 °C
あっという間に実現可能 使い始めて間も
なく、思っていたよりもずっと早くiCombi
Classicを操作できるようになります。 シ
ンプルで分かりやすいアイコンとプッシュ
機能付きのジョグダイヤルで取扱いはとて
も簡単。
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個別にプログラミングが可能
仕上がりに満足できたら、 次に、調理プ
ロセスを最大の12ステップで保存。 ちな
みに、最大100件の調理プログラムに対応
可能です。

	
優れた卓越性、安全性、品質の実現た
めに

スチームモード
10％単位で湿度を設定できるフレッシュ
スチーム発生器が衛生的なスチームを生
成。 一定の庫内温度と理想的なスチーム
飽和状態により、均一な調理工程を実現。

こうして食欲をそそる色合いや歯ごた
えの良さを保ち、ビタミン等の栄養素
の損失を防ぎます。

30 –300 °C

30 –300 °C

ホットエアーモード
個別に風速調整されたホットエアーが対流
し、食品の周囲全面を循環して流れます。
そして、ソテー、イカリングやフライドポ
テトなどの冷凍食品、あるいはベイクアイ
テムの全段投入にも対応する出力性能が備
わっています。

コンビモード
スチームのメリットとホットエアーのメリ
ットを組み合わせることにより、調理時間
を短縮し、目減りを押さえ、強い風味と食
欲をそそる色あいを生みだします。 これ
で仕上がりは抜群。

	
強力な出力のおかげで、見事な仕上が
りを実現。

	
調理ロスもなく、乾燥してしまうこと
もなく、素晴らしいクオリティー。
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いつもピカピカ
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効果的なクリーニング

iCombi Classicがどれほどハードな使用に耐えているかにか
かわらず、自動クリーニングはユニットの汚れ具合に応じ
て、必要なクリーニング段階を決定します。 強い、軽い、ま
たは中程度の汚れに。 リン酸塩を含まない固形洗剤を用い
て。 日中のみならず夜間に。 そして日中の作業の合い間で
も、その場合は固形洗剤を使わずに。 さらには、ケアシステ
ムのおかげで、コストのかさむ軟水化や、スチーム発生器の
定期的な水垢除去が不要になります。 また、すべての洗浄レ
ベルはディスプレイからさっと簡単に選択できるので、どの
ようなクリーニングも非常に簡単に行うことが可能です。
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重要なことは一つだけ
手間をかけずに、常に完全に衛
生的な調理システムで作業する
こと。
rational-online.com/jp/cleaning

11

収益性

あらゆる角度から
数字が証明します

より少ない消費でより高いパフォーマンス。 数多くの従来型
の調理器具が不要になり、よって大幅な投資コスト削減が可
能です。 さらには、食材、油脂、エネルギーの消費量の軽減
にもつながり、必要となる原材料を減らすことができます。
環境認定された生産、エネルギー効率の高い販売流通、およ
びリン酸塩を含まない洗浄は持続可能性にかなった行動であ
り、そもそも良心の呵責も起きません。

その価値はあります
償却期間は非常に短く、さらに
仕事も効率アップ。

ご自分の目でお確かめください。
下表は、iCombi Classic 10-1/1を2台使用して一日
当たり200食を調理するレストランの事例に基づい
ています。 比較するユニットにはClimaPlusは装備
されていません。

収益メリット

試算項目
（毎月）

rational-online.com/jp/invest

ランニングコスト削減効果 ご自身のケースで
（毎月） 計算してください

肉/魚/鳥肉
歩留まり向上により食材使用量を最
大25 ％*削減。

食材投入費
2,249,190 円
iCombi Classiciでの食材投入費
1,686,893 円

= 562,297 円

エネルギー
短い予熱時間と最新の制御技術により、
電力消費を最大70 ％*削減。

電力消費
6,300 kWh × 20.50 円/kWh
iCombi Classicでの消費
1,890 kWh × 20.50 円/kWh

= 90,405 円

油脂
油脂はほとんど不要になる。 購入・廃棄
コストを最大 95 ％削減。*

投入費
6,259 円
iCombi Classiciでの食材投入費
313 円

= 5,946 円

作業時間
事前調理、簡単な操作、自動洗浄による
作業時間の短縮。

70時間（減）× 1,508 円**

= 105,560 円

軟水器／水垢除去
自動洗浄と水垢除去により、これらのコ
ストが完全に不要になる。

従来のコスト
7,538 円
iCombi Classicでのコスト
0円

ランニングコスト削減効果（毎月）
ランニングコスト削減効果（年）

= 7,538 円

= 771,746 円
= 9,260,952 円

* 従来の厨房設備と比較。
**調理スタッフと洗浄スタッフの時給を合算した試算。
12

13

テスト済みの製品品質

持続可能性

iCombi Classic –
長期使用に耐えうる
品質を約束します

環境に優しく、
財布にはもっと優しい

持続可能性は資源消費とコストの削減につながります。
ラショナルでは、エネルギー効率の高い調理とロジスティ
クス、新基準の省エネ、古くなったユニットの回収は当然
のことです。 同じく厨房でも、iCombi Classicを利用を
すれば、無理なく持続可能な環境の実現が可能です。 従
来の調理システムと比較して、エネルギー消費が少なく、
食材の使用量も減少します。 過剰生産も減り、 おまけ
に、その調理方法はヘルシー。

環境に優しくあるために
環境に配慮しながら、ヘルシー
な調理を実現。
rational-online.com/jp/green

厨房の日常は、ハードです。 だからこそラショナ
ルのスチームコンベクションオーブンもタフで、精
緻に製造されています。 これは単に、製品がドイ
ツでの生産によるということだけでなく、「１人の
スタッフが1台のユニットを責任をもって組み立て
る」という原則が根底にあります。つまり、生産に
関わる全員が調理システムの品質に全責任を負うと
いうことです。 これは、製品モデル表示と共に、
製造に携わったスタッフの名前が記されていること
からもよく分かります。 私たちはサプライヤーに
も厳しい要件を課します。 高品質基準、継続的な
改善、および製品の信頼性と耐久性の確保が焦点と
なります。 最も古い旧型のラショナル製スチーム
コンベクションオーブンが40年以上使用されている
のも不思議ではありません。

信頼を裏切りません
毎日の使用に適した、丈夫で耐久性の
ある、頼りになるパートナーです。
rational-online.com/jp/company
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技術詳細

細部に至るまですべてを提供

多くの仕事をこなす必要があれば、技術的
な装備も万全である必要があります。ゆえ
に、iCombi Classicには以下が備わってい
ます。
LED庫内灯 2 ConnectedCookingを介
したユニット監視とHACCPデータのダウ
ンロード（オプションのLANまたはWi-Fi
インターフェイスを装備している場合の
み）3 床置き型ユニットの新しいシーリン
グ技術4 内蔵型ハンドシャワー 5 フレッ
シュスチーム発生器6 断熱コーティングを
施した二重ガラス扉
1

5

1

さらには、 LAN/Wifi（オプション）、内
蔵ドアドリップパン、遠心分離の油切りシ
ステム

2

3

4
16

6
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3

1

5

2

アクセサリー

成功に欠かせないアイテム

ご存知のように、iCombi Classicは、誰もが望む仕上がりを達成するた
めのサポートを提供するツールですが、 各調理に適したアクセサリー
も含まれます。 優れた熱伝導性を備えたグリルプレート、強力な換気
フード、排気フードから、便利な架台まで…。 様々なアクセサリーの
用途が何であれ、共通点が1つあります。 それは、耐久性に富み、高
い安全性と高性能であること。 日々の過酷な厨房作業にも耐えます。
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6

CombiFry 2 エナメルトレイ 3 ベ
ーキング・パン 4 ベーキングトレイ
5 グリル・ピザ用プレート 6 マルチ
ベイカー
1

ラショナルの純正アクセサリー
良好な仕上がりは、考え抜かれ
たアクセサリーのおかげです。
rational-online.com/jp/accessories
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iCombi Classic型式一覧

厨房のあらゆるニーズを実現

あなたのニーズに合ったパフォーマンスを
追及するため、iCombi Proはには様々な
サイズがあります。 20食、それとも2000
食？ オープンキッチン？ 厨房のサイズ
は？ 電気式？ ガス式？ 6-1/1？ 20-2/1？
どのモデルがあなたの厨房にマッチしてい
ますか？
オプション、特長、アクセサリーの
詳細についてはこちらをご覧くださ
い：rational-online.com

iCombi Classic

6-1/1

10-1/1

6-2/1

10-2/1

20-1/1

20-2/1

6 × 1/1 GN

10 × 1/1 GN

6 × 2/1 GN

10 × 2/1 GN

20 × 1/1 GN

20 × 2/1 GN

30–100

80–150

60–160

150–300

150–300

300–500

1/1. 1/2. 2/3. 1/3.
2/8 GN

1/1. 1/2. 2/3. 1/3.
2/8 GN

2/1. 1/1 GN

2/1. 1/1 GN

1/1. 1/2. 2/3. 1/3.
2/8 GN

2/1. 1/1 GN

幅

850 mm

850 mm

1072 mm

1072 mm

877 mm

1082 mm

奥行 （ドアハンドル含む）

842 mm

842 mm

1042 mm

1042 mm

913 mm

1117 mm

高さ

754 mm

1014 mm

754 mm

1014 mm

1807 mm

1807 mm

給水接続

20A

20A

20A

20A

20A

20A

排水接続

DN50 (40A相当)

DN50 (40A相当)

DN50 (40A相当)

DN50 (40A相当)

DN50 (40A相当)

DN50 (40A相当)

1.0 - 6.0 bar

1.0 - 6.0 bar

1.0 - 6.0 bar

1.0 - 6.0 bar

1.0 - 6.0 bar

1.0 - 6.0 bar

93 kg

121 kg

131 kg

160 kg

231 kg

304 kg

10.1 kW

17.5 kW

20.8 kW

34.6 kW

34.5 kW

63 kW

30A

60A

60A

100A

100A

200A

三相 200 V

三相 200 V

三相 200 V

三相 200 V

三相 200 V

三相 200 V

消費電力「ホットエアー」

9.47 kW

16.64 kW

19.97 kW

33.28 kW

33.28 kW

61.08 kW

消費電力「スチーム」

8.32 kW

16.64 kW

19.97 kW

33.28 kW

33.28 kW

49.94 kW

101 kg

139 kg

128 kg

184 kg

276 kg

371 kg

0.38 kW

0.75 kW

0.65 kW

1.25 kW

1.2 kW

1.9 kW

15A

15A

15A

15A

15A

15A

単相 100 V

単相 100 V

単相 200 V

単相 200 V

単相 100 V

単相 200 V

20A

20A

20A

20A

20A

20A

最大ガス消費量

13.7 kW/14.1 kW

23.1 kW/23.9 kW

29.4 kW/30.4 kW

42 kW/43.5 kW

44.1 kW/45.7 kW

84 kW/87 kW

ガス消費量「ホットエアー」

13.7 kW/14.1 kW

23.1 kW/23.9 kW

29.4 kW/30.4 kW

42 kW/43.5 kW

44.1 kW/45.7 kW

84 kW/87 kW

12.6 kW/13 kW

21 kW/21.7 kW

22.1 kW/22.8 kW

42 kW/43.5 kW

39.9 kW/41.3 kW

53.6 kW/55.4 kW

電気式とガス式
容量
目安となる食数
庫内ラック（GN）

水圧
電気式
重量
接続負荷
手元開閉器
電源

ガス式
重量
接続負荷
手元開閉器
電源
ガス接続
都市ガス 13A/LPG G30*

ガス消費量「スチーム」

* 適切な操作のために、それぞれの接続流圧を確認してください。
都市ガス 13A： 18~25 mbar (0.261~0.363 psi)、LPG 3BP (G30)： 25~57.5 mbar (0.363~0.834 psi)。
XSならびに20-2/1（電気式）： については、国際エネルギースタープログラム基準の適合対象ではありません。
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「ライブイベントに参加してから、
この調理システムを使用することに
決めました」
TAMALAカフェバー（キティ、キプロス）
のオーナー兼マネージャー、ジョージ・カイ
リス氏

ServicePlus

素晴らしい信頼関係の構築

ラショナルの調理システムと厨房が完璧にフィットするの
は、適切なサービスがあればこそ。 初回コンサルティング、
お試し調理、取り付けから、個別のスタート研修、ソフトウ
ェアアップデート、そしてChefLineや個々のご質問に対応
するホットラインまで、ラショナルにはすべてが揃っていま
す。 また、Academyラショナルでさらに研修を受けること
も可能です。 それと同時に、いつでもラショナル認定のディ
ーラーに連絡することが可能です。 ディーラーは、調理シス
テムに精通しており、あなたの厨房に適したものをご提案で
きます。 緊急事態が発生した場合は、世界中のラショナル・
サービスが迅速に対応いたします。
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ServicePlus
すべては一つの目的のため お客様が、末長く製品をお使い
いただき、調理システムから常
に最大限を引き出し、アイデア
を手に入れること。
rational-online.com/jp/ServicePlus

iCombi 無料体験ライブ

百聞は一見にしかず
ご自分でお試しください
理論を十分に学んだ後は、実践の時間 - 自分自身の経験ほ
ど確かなものはありません。 ラショナルの調理システムを
実際に体験し、様々な機能を直接目で確かめて、このシステ
ムをどのように利用できるかをお試しいただけるイベントを
全国各地で開催しております。ぜひお気軽にご参加くださ
い。 ご質問、ご要望、また活用方法に関するお問い合わせ
につきましては、 お電話またはEメールでご連絡ください。
詳細情報、動画、お客様のご意見はrational-online.comをご
参照ください。

今すぐお申し込み
Tel. 03-6316-1188
info@rational-online.jp
rational-online.com/jp/live
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Tel. (03) 6316-1188
info@rational-online.jp
rational-online.com
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