
iVario® Pro
想像を超えるパフォーマンス



煮る、焼く／炒める、揚げる、圧力調理。夜間で
も、正確に、そしてすべてを同時に -  共同施設の
食堂や企業向ケータリングには、かつてないほど厳
しい要求が課せられています。 スピードが求めら
れ、様々な課題に応じなくてはいけない。 グローバ
ルに、あるいは地域に密着した対応など、多様性に
富んだ柔軟性が求められている。 こうした現代の厨
房に与えられた要求に応えるだけでなく、厨房を最
大限に活用できるインテリジェントな調理システム
が今、求められています。 45年にわたる研究、経
験、革新が新しい次元に進みます。 すべての厨房
でその強みを発揮します。 料理を簡単に、いつで
も希望通りに調理。 300人分または3,000人分。 自
動化できるところでは、作業の負担を減らします。 
経験の少ないスタッフでも操作に戸惑うことはあり
ません。 

	想像をはるかに上回る
グリドル、深鍋、フライヤーとい
った馴染みの調理機器をはるかに
超える調理システム。

現代の厨房に求められる
パフォーマンス 
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より高い柔軟性
特許取得済みのiZoneControlにより、1つのパンが
いくつものiVarioへと変貌します。 様々な料理に。 

もっと余裕を。 そして、より創造的に。
 12頁

最高の作業条件
iVario Proにより、人間工学に基づいた、負担
の少ない、安全で効率的な厨房環境を実現。
日々の作業効率アップと健康のために。

シンプルな操作コンセプト
簡単で、効率的。 iVario Proを用いれば、仕事が
楽になるだけではなく、楽しくなります。 
それも最初から。

効果的なエネルギー管理
iVarioBoost加熱システムではパワー、スピード、精度す
べてを兼ね備えています。予備電源が十分に備わってお
り、面全体で正確に熱が配分されるので、肉やデリケート

な食品を焼くときでも、理想的な調理プロセスを実現。 
 06頁

iVario Pro

一台で無限の可能性

	お客様にとってのメリットは？	
ずば抜けた生産性、柔軟性、 
シンプルな操作性を実現する
最新の調理システム。

rational-online.com/jp/iVarioPro

監視の手間を省きながら、希望の仕上がりを達成
搭載されたインテリジェンスな調理機能、iCookingSuiteのお
かげで、すべてがうまくいきます。 焦げ付きも、煮こぼれ
も無し。 iVario Proは、あなたのアクションが本当に必要
になった時点で、お知らせします。 
まさに希望通りに仕上げるために。 

	08頁

グリドルのようにも見えますが、それ以上の役割を果たします。 
煮る、焼く、揚げる、圧力調理 - iVario Proは、実質上、従来の
ほとんどの調理機器に取って変わります。 何故なら、並外れた
パワーがあるから。その独自の加熱技術には、最高の出力と精度
が組み合わされています。 一緒に考え、学び、サポートするス
マートな調理アシスタント。 従来の調理機器と比較した場合、 
4倍高速化、最大40％のエネルギー削減、また省スペースを実現
します。 卓越した調理品質、制御や監視は不要です。

スピードアップ
オプションの圧力調理機能を用いると、調理時間を最大
35％短縮できます。 自動的に圧力生成、減圧がおこなわ

れるので、iVario Proでの作業は高速で快適です。
 10頁
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3 セラミックヒーター* 
特許取得済みのセラミックヒーターにより、非常に大きな出力の
もと、常に適切な箇所に適切な量のエネルギーが供給され、表面
全体で均一な熱伝達が保証されます。

*特許権で保護されています： EP 1 671 520 B1

2	インテリジェントな温度管理
それぞれのヒーターには、専用の統合型センサーが備えられてお
り、パン全体を通じて精緻に温度が測定されます。 測定データ
は、ゾーンごとのインテリジェントな温度管理の基礎となり、 
エネルギー消費を抑えながら、優れた仕上がりをもたらします。 
これは特に、牛乳を使った料理などデリケートな食品の場合に
顕著です。

1	高性能パン底
耐久性があり、傷に強い高性能スチール製のパン底は、素早い昇
温、正確で1度単位の熱伝達が可能です。 香ばしい風味、均一
な焼き色、ジューシーな肉料理が簡単に仕上がります。

予熱時間が長く、反応が緩慢な厚いパン、また一方では、熱分布が不
均一で、料理を焦げ付かせる薄いパンがあります。 そこで、セラミ
ックヒーターと迅速な反応で傷に強いパンを組み合わせたiVarioBoost
の登場です。 高い効率性、卓越した調理スピード、均一な熱分布を実
現。 

搭載されているiVarioBoostエネルギー管理システムは、従来の調理機
器よりもはるかに少ない消費エネルギーを実現し、さらには、予備に
蓄えたエネルギー提供を可能とします。これにより、 迅速に焼き付け
をおこない、従来の調理機器のように冷たい食材の投入時に顕著な温
度下降を引き起こす心配がありません。

	いつも完璧な仕上がり
焦げ付きなし。 吹きこぼれ無
し。 ジューシーな肉。おいし
そうな香ばしい匂い。 卓越し
た均一性。

rational-online.com/jp/iVarioBoost

新しいトップパフォーマー 
正確で迅速
iVarioBoost	加熱システム

納得の性能 iVario Pro XL
パスタ15 kg 22分

ハヤシライス45 kg 20分

葛プリン120リットル 70分

赤米28 Kg 45分

チャーシュー70 Kg 夜間調理
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確実に希望の仕上がりを
監視は一切不要

  iCookingSuite
監視の手間をかけずに、高い調
理品質を実現。特別なトレー
ニングを必要としない簡単な操
作。ミスを回避し、時間節約の
ためのお手伝いをします。

rational-online.com/jp/iCookingSuiteお客様のために夜間も作動	
オーバーナイト調理のためにiVario Pro 
に食材を投入し、調理プロセスを開始し、
翌朝に調理した品を取り出すだけです。

インテリジェントな厨房

ボタンを押すだけのスマート制御。 iVarioに搭載の調理インテリジェ
ンス、iCookingSuiteがここで活躍します。 調理パスをそれぞれの料
理にあわせて、希望の仕上がりが得られるように調整します。あなた
から学び、あなたの調理習慣に順応し、あなたが調整する必要がある
場合には、そのタイミングで警告してくれます。 例えば、ステーキを
裏返すときなど。 焦げ付きも、煮こぼれもありません。 低温調理か
ら繊細なデザートまで、全て問題ありません。さらには、オートリフ
トによってヌードルを自動的に湯から引き上げることが可能です。 ま
た、料理に独自のタッチを加えたい場合は、調理パスに手を加えるこ
ともできます。
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あっという間に美しい 
仕上がり 圧力調理機能

圧力によってプレッシャーを緩和。 短時間で調理しなくてはいけない
ことが多い場合は、インテリジェントな圧力調理機能オプションを利
用するとよいでしょう。 ラグー、蒸し煮、フォン、スープ、シチュー
などの調理を最大で35 %もスピードアップできます。内部にはロック
機能が搭載されているので操作も安全です。 もちろん品質の低下はあ
りません。 メンテナンスも不要です。 ボタンを押すと、iVarioBoost
加熱システムが圧力を生成し、調理プロセスの間ずっと圧力を一定に
保ちます。 調理プロセスの最初から最後まで。 これで、食材の細胞
構造を維持しながら、最短時間で最高の結果が得られます。

		お客様のメリット
容量の増加、調理時間の 
短縮、生産性の向上をお約束
します。

rational-online.com/jp/pressure

調理のスピードアップ

加熱 圧力調理 節約

北海道産 カット南瓜 30 分 20 分  33 %

いわし 65 分 42 分  35 %

牛肉煮込み 170 分 135 分  21 %
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180°C ⁄356°F
00:08h:m
05:12m:s

240°C ⁄465°F

200°C ⁄390°F

柔軟性は企業ケータリングの分野でも不可欠です。 特別な食事形態、
特殊なリクエスト、賄い食にも対応。 大きな厨房でも、少量を迅速、
効率的に用意しなければなりません。 まさにそのためにiZoneControl
があります。 この機能により、iVarioを最大4つのゾーンに分割し
て、サイズ、位置、形状を自由に構成することができます。1つのパン
で、同じ種類のまたは異なる料理を同時に調理、または時間をずらし
て、同じ温度または異なる温度で。 また、本当に必要な面積のみを加
熱することにより、エネルギーだけでなく、調理機器の数も節約でき
ます。

 iZoneControl
本当に必要なパンゾーンのみを
加熱します。 さらなる効率性
と柔軟性。 たとえ少量でも。

rational-online.com/jp/iZoneControl

自由自在なゾーン設定で
いつも最高の結果を
効率的な柔軟性

1、2、3、4。 必要なパンゾーンが、iZoneControlを
通じてディスプレイ上で指先によって操作されます。 
簡単で安全。
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かがむ、持ち上げる、引っ張る、焼く - これが厨房の日
常です。– 今も昔も変わりません。 しかしiVario Proによ
り、厨房での作業が人間工学にかなった、負担の少ない、効
率的なものになります。 ラショナルは世界中の料理人の仕
事の様子を観察することにより、腰をいたわり、火傷を防
ぎ、日常をより快適で健康的なものにする数多くの技術ソリ
ューションを開発しました。

	理想的な作業環境
リラックスして安全に働くこと
を可能にする作業環境は、ダウ
ンタイムの削減、生産性や効率
性の向上のみならず、スタッフ
のモチベーションアップにも効
果を発揮します。

人間工学に基づいた作業環境

安全を重視した設計

200 mm
16 秒で

1	給水と2 排水
もう水を運ぶ必要はありません。給水機
能でパンに水を1リットル単位で正確に充
填。 そして、内蔵された排水口から簡単
に排水。

3	高さ調節	（オプション）
小さくても大きくても - 高さ調整機能を
備えたiVario Proは、16秒で200mmの調
整をおこなうことにより、すべてのユーザ
ーに適合できるので、人間工学にかなった
作業が可能になります。 

1

7
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62 3

4 内蔵型ハンドシャワー、個別の漏電遮
断器を装備した統合型コンセント(オプシ
ョン導入予定)、USBポート。

5	洗浄は簡単
iVario Proでは調理具材の焦げ付きがない
ため、原則的には、大掛かりな洗浄の必
要はありません。 洗浄はわずか2分で完
了します。

6	オートリフト
アルデンテのパスタを完全に自動で調理で
きるのは、自動昇降機能がちょうど良い
タイミングでバスケットを湯から上げる
からです。

7	空にするのも簡単
パン用の特別懸架装置を利用すると、
とても正確に、安全に、そして腰を痛
めることなく、パンを空にすることが
できます。

パンの縁が熱くならない
パンの縁で火傷をすることはもうあり
ません。万が一、手が触れたとして
も大丈夫。

安全設計
角が丸くなっているので、ぶつかっ
て、手を切ってしまうこともありま
せん。
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机、作業台、壁、センターコンロブロックの上、またはその
中。 iVario Proはいたる所にフィットします。 昼夜を問わ
ず、お客様に料理を受け渡すようなスペースから調理厨房に
いたるまで、様々な場所で利用することが可能です。また、
厨房のリノベーションや増改築の一環として、どの厨房にも
フィットするスペースが見つかり、簡単に設置するこが可能
です。

また、排水用の接続口が内蔵されているので、排水溝が不要
です。それにより、 床が滑りやすくなることを防ぎ、厨房に
おける作業時の安全性を高めることができます。 iVario Pro
なら、大がかりな厨房洗浄の際も問題ありません。防水規格
IPX5の厳しい要求を満たします。

	お客様のメリット
お客様のニーズに合わせて適応
する理想的な作業スペース。

あらゆる場所にフィット

いかなる厨房の課題にも対応

1 床置き型ユニット 2 壁面取付 3 卓上型ユニッ
ト4 卓上型ユニットを架台に設置

2

1

3

4

1716



 

 

33 %

  

 コンロ1台
  深鍋1台
  グリドル1台 
  iVario Pro L　1台

麺を茹でる ロースト／煮込み  
鳥のラグー

揚げる
フライドポテト

27分 15分28分20分69分

省スペース

49分

13分

13分

 コンロ1台
  深鍋2台
  グリドル2台
  フライヤー1台

40分

 厨房の構成
ビフォア

厨房の構成
アフター

 

高い生産性は成功する厨房の前提条件です。 
iVario Proには多くの性能が備わっているた
め、すぐに成果を上げる投資になります。  
多数の厨房用器具の機能を組み合わせているか
らです。 空間、作業時間、原料、電気、水を
節約します。 そして、当然ながら、 お金も。 

削減項目 計算方法	 ランニングコスト削減効果
(一年あたり）	 （一年あたり）

ご自身の 
ケースで計算
してください

肉

VarioBoostの類稀な焼き付け性能により、日替わり
メニュー（肉の炒め物、煮込みなど）のための食材
使用が最大10％減 オーバーナイト調理での蒸し煮
料理の場合に最高10 %*の食材使用量を削減。

従来のレンジ、グリドル、深鍋を
使用の場合の食材使用量
27,000,000円

iVario Proでの食材投入費
24,300,000円

=	2,700,000円

エネルギー

iVarioBoost加熱システムの優れた効率により、 
一日につき平均で68 kWhを節約*。 68 kWh × 20.50円/kWh =	697,000円

作業時間

iVarioBoost加熱システムのスピード、 
iCookingSuiteによる自動調理、ならびにオーバー
ナイト調理により、1日につきユニット1台あたり
平均で120分の作業時間を節約。

1,000時間 × 1,508円
（調理スタッフと洗浄スタッフの
時給を合算した試算）

=	1,508,000円

洗浄

水と洗剤の年間平均節約効果*。 洗浄しなければな
らない鍋とフライパンが減ります。

600リットル/サービス × 
250.00 円/m³ と50リットル/年 =	95,000円

ランニングコスト削減効果（年） =	5,000,000円

iVario Pro LとXLを利用した一日当たり(2サービス)600食を提供する平均的なレストラン、従来のレンジ、グリドル、深鍋、フライ
ヤーを利用した営業と比較した場合。
* 従来のグリドル、深鍋、フライヤーと比較。

性能と精度とはすなわち、効率的な生産。 80食を
62分で調理しお客様を満足させることが可能です。
監視の手間をかけずに調理品質を損なうことなく。 
これが、iVario Pro Lを用いた調理です。そしてこ
の調理システムはコンロ、グリルプレート、フライ
ヤー、グリドル、深鍋といった従来の調理器具に取
って変わるため、省スペースを実現します。

スリムな厨房

省スペースで効率アップ

	節約
調理時間とスペースの
節約。 調理品質に妥協
はなし。

rational-online.com/jp/invest

時間の節約	
1台の調理システム、3種類の
品、80食 -  iVario Proを用いる
と、従来の調理機器よりもはるかに
効率的に作業でき、貴重な作業時間
を節約できます。

省スペース
iVario Proは多数くの従来型調理機
器に取って代わるので、平均してス
ペースを33％も節約できます。

収益性

あらゆる角度から
数字が証明します

	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。

rational-online.com/jp/invest
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	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

持続可能性は資源消費とコストの削減につながります。 
RATIONAL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、素材使用量の削減、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、iVario Proに
よる持続可能性の実現は当然のこと。 従来の厨房器具と比
較してエネルギーを最大40%節約でき、 食材の使用量を抑
えます。 そして、過剰生産も減ります。

	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

持続可能性

環境に優しく、 
財布にはもっと優しい

厨房の日常は、ハードです。 だからこそ
RATIONAL の製品も頑丈に、精緻に製造されてい
ます。 「一人が1台のユニットを」という原則が
そこに貢献しています。 つまり、生産に関わる全
員がiVario Proの品質に全責任を負うということで
す。 これは、製品モデル表示とともに、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
くわかります。私たちはサプライヤーにも厳しい要
件を課します。 そこでは、高い品質基準、継続的
な改善、製品の信頼性と長い耐用期間の確保が焦点
となります。

安全品質と信頼性

長期にわたり安心して
ご利用いただくための
ものづくり
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 ConnectedCooking
非常に優れたラショナルの
ネットワーキング。  
すべてを把握するために。

rational-online.com/jp/
ConnectedCooking

ネットワーキングが巷で話題です。 iVario Proにはそのため
の機能が備わってます。 標準装備のWi-Fiインターフェイス
を介して、ラショナルの安全なインターネット・プラットフ
ォームであるConnectedCookingに接続できます。 七面鳥の
胸肉のレシピはもうテスト済みですか？ ならば、ネットワ
ークに接続されているすべての調理システムに送信できます 
-  どこに設置されいても。 どの調理システムが作動中です
か？ スマートフォンをチェックしてください。 メニューの
アイディアが必要であれば、レシピ・データバンクを覗いて
みましょう。 ソフトウェアアップデート？ 夜間に、調理シ
ステム上で自動的に実行できます。 HACCPデータの呼び出
しは、 ワンクリックでOK。 

アクセサリー

成功に欠かせないアイテム

丈夫で、毎日の負担に耐え、プロの厨房でのハードな使用に
も最適でなくてはいけない - ラショナルのバスケットカー
ト、ボイルバスケット、フライバスケット、VarioMobil、ス
クープはこうした要件を満たします。 ラショナルの純正アク
セサリーを使用してこそ、iVario Proの幅広い、卓越した調
理性能を完全に活用できます。 これで、低温調理、パスタの
ボイル、煮込み料理が見事にうまくいきます。 

	ラショナルの純正アクセサリー
仕上がりが良好であれば、それ
は考え抜かれたアクセサリーの
おかげです。

rational-online.com/jp/accessories

ConnectedCooking

すべてを把握、すべてをコントロール
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30食、それとも3,000食？ 多くの空間があり
ますか? 充分な空間はありますか？または限
られたスペースのみ？iVario Pro はお客様の
様々なご要望にお応えし、その卓越したパフ
ォーマンスに必ずご納得いただけます。

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	Pro	-	これが新標準
iCombi Proはインテリジェントで効率的、かつ柔軟
性に優れています。そして、常にお客様が希望する
仕上がりを実現。操作する人を選ばず、いつも高い
調理品質をを提供。iVario Proとタッグを組めば、
業務厨房では鬼に金棒です。

iCombi	Classic	-	テクノロジーと職人技の融合
iCombi Classicは丈夫で使いやすく、その仕事はあな
たと同じように正確。 だから、スチームコンベクシ
ョンオーブンを手動で操作することを望む経験豊かな
料理人のためのオーダーメイドのソリューションとな
るのです。 

iVario 2-XS Pro 2-S Pro L Pro XL

食数 30 ~ 50 ~ 100 100 ~ 300 100 ~ 500

有効容積 2 × 17リットル 2 × 25リットル 100リットル 150リットル

調理パン面積 2 × 2/3 GN (341 × 370 mm) 2 × 1/1 GN (341 × 553 mm) 2/1 GN (692 × 570 mm) 3/1 GN (1026 × 570 mm)

幅 1100 mm 1100 mm 1030 mm 1365 mm

奥行 756 mm 938 mm 894 mm 894 mm

高さ（架台/基台を含む） 485 mm (1080 mm) 485 mm (1080 mm) 608 mm (1078 mm) 608 mm (1078 mm)

重量 117 kg 134 kg 196 kg 236 kg

給水接続 20A (3/4") 20A (3/4") 20A (3/4") 20A (3/4")

排水接続 DN50(40A相当, アダプタ使用) DN50(40A相当, アダプタ使用) DN50(40A相当) DN50(40A相当)

最大消費電力 (3相 200V) 13 kW 19 kW 26 kW 38 kW

遮断電流値 (3相 200V) 50 A 75 A 100 A 150 A

オプション

圧力調理 – ○ ○ ○

iZoneControl ○ ● ● ●

低温調理（オーバーナイト、真空調理、コンフィ） ○ ● ● ●

WiFi ○ ● ● ●

iVario型式一覧

あなたにフィットするのは
どのモデルですか？

性能例	（パンごと）

牛肉薄切り 3 kg 4 kg 12 kg 20 kg

調理時間 5分 5分 5分 5分

牛肉の加熱（肉とソース） 17 kg 25 kg 80 kg 120 kg

調理時間（圧力機能を用いない）　
調理時間（圧力機能を用いる）

102分
–

102分
 –14 % 88分 

102分
 –14 % 88分 

102分
 –14 % 88分 

ヒヨコ豆（水に浸したもの） 4 kg 7 kg 20 kg 30 kg

調理時間（圧力機能を用いない）　
調理時間（圧力機能を用いる）

65分
–

65分
 –35 % 42分 

65分
 –35 % 42分 

65分
 –35 % 42分 

茹でジャガイモ（皮つき） 7 kg 12 kg 45 kg 65 kg

調理時間（圧力機能を用いない）　
調理時間（圧力機能を用いる）

49分
–

49分
 –14 % 42分 

49分
 –14 % 42分 

49分
 –14 % 42分 

● 標準 ○ オプション
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	今すぐお申し込み
Tel. 03-6316-1188
info@rational-online.jp

rational-online.com/jp/live

ServicePlus

素晴らしい信頼関係の構築

 ServicePlus
すべては一つの目的のため。

お客様に長期間にわたり製品をご愛用
いただき、お客様が調理システムから
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

機能を十分に学んだ後は、体験の時間 - 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、スマート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
全国各地で無料開催しております。ぜひお気軽にご参加くだ
さい。 ご質問、活用方法に関する情報などのご用件について
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、お客様のお問い合わせフォームは
rational-online.comでご確認いただけます。

iVario	無料体験ライブ

百聞は一見にしかず   
ぜひご自分でお試しください

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 RATIONALでさらに続けて研修を受け
ることも可能です。 それと同時に、いつでも認定ラショナル
専門販売店に連絡することができます。 専門販売店は、調理
システムに精通しており、それぞれの厨房に適したものをご
紹介します。 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。

「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
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株式会社 ラショナル • ジャパン
〒101-0064 
東京都千代田区神田猿楽町2-8-8
住友不動産猿楽町ビル1F

Tel. (03) 6316-1188

info@rational-online.jp
rational-online.com 20
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