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WHERE FUNCTION MEETS NEW MACHINE

Grand IGA
A  P R O P O S A L  B Y

TASTE STRATEGY FOR
CHINESE RESTAURANTS

P R O J E C T

-中華料理店の美味しさ戦略-

中華レンジ

新しい機能を持った機具にどこで会いますか？

CHINESE-RANGE



SPECIAL MADE 
STRONG & COOL

CATEGORY PROOF

Heating power

Cleaning

Maintenance

Insulation
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奥行60㎝でも後方に設けた排水溝はしっかり健在だから
フラット天板から水を流して簡単に清掃ができます。
丸洗いができるから、いつも清潔に保てます。

バーナーは、上から簡単に取り外せるのでお手入れや
交換が誰でもできます。
日々のノズル清掃も簡単なので強い火力をしっかり維持。

ボディは、熱変形に強いように特別な仕掛けが各所に
盛り込まれています。その一つは、天板厚が計4.5mm。
だから天板の変形も比較的少なくなっています。
製品重量が他社製と比較して重いのは、たくさんの材料
を使っているから。

従来の製品と比べて約1.2倍の強力な火力が素材のうま味を
しっかり閉じ込め美味しさ抜群！強火

清潔

簡単

頑丈
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60㎝

史上最少の奥行き。

最も親しまれている中華レンジが、みなさんの心をもう一度奪います。
現在、最も一般的な中華レンジは、奥行き750㎜ですが、

アイジイエーの中華レンジシリーズには奥行きが600㎜あります。
 

わずかに思えるこの-150㎜ですが、限られた厨房スペースにおいては
大きな価値を持つ場合があります。

 
小さなボディーでも、最大の火力が搭載されている

アイジイエーの中華レンジシリーズは、
あなたのパフォーマンスを最大にします。

それが、アイジイエー中華レンジです。
 



CHINESE RANGE
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model：CHA-2006-IISR
外形寸法：幅2000×奥600×高800（㎜）／ バックガード=200×60t（㎜）
五徳寸法：（炒    め）中華釜枠φ300㎜×2口
　　　　　（スープ）丸五徳φ360㎜×1口（寸胴=φ42㎝以下）
　　　　　（ユ    デ）φ380㎜-φ132×4穴（鍋=φ360、テボ=φ140㎜）
バーナー：8インチ（φ200㎜）中華バーナー×4
ガス容量：18.5㎾（15,942kcal）×4＝74.1㎾（都市ガス）／ 15.6㎾（13,400kcal）×4＝62.3㎾（プロパン）
点火方式：手動（マッチ点火）／ 接続：鉄管（25A=1インチ）／コック向き＝上　※上から操作できます。
 

総合中華レンジ

model：CHA-2406-IISR

model：CHA-2406-5-IISIR

model：CHA-2406R-RRSI

外形寸法：幅2400×奥600×高800（㎜）／ バックガード=200×60t（㎜）
五徳寸法：（炒    め）中華釜枠φ300㎜×2口
　　　　　（スープ）丸五徳φ360㎜×1口（寸胴=φ42㎝以下）
　　　　　（ユ    デ）φ380㎜-φ132×4穴（鍋=φ360、テボ=φ140㎜）
バーナー：8インチ（φ200㎜）中華バーナー×4
ガス容量：18.5㎾（15,942kcal）×4＝74.1㎾（都市ガス）／ 15.6㎾（13,400kcal）×4＝62.3㎾（プロパン）
点火方式：手動（マッチ点火）／ 接続：鉄管（25A=1インチ）／コック向き＝上　※上から操作できます。
 

外形寸法：幅2400×奥600×高800（㎜）／ バックガード=200×60t（㎜）
五徳寸法：（炒    め）中華釜枠φ300㎜×3口
　　　　　（スープ）丸五徳φ360㎜×1口（寸胴=φ42㎝以下）
　　　　　（ユ    デ）φ380㎜-φ132×4穴（鍋=φ360、テボ=φ140㎜）
バーナー：8インチ（φ200㎜）中華バーナー×5
ガス容量：18.5㎾（15,942kcal）×5＝92.6㎾（都市ガス）／ 15.6㎾（13,400kcal）×5＝77.9㎾（プロパン）
点火方式：手動（マッチ点火）／ 接続：鉄管（25A=1インチ）／コック向き＝上　※上から操作できます。
 

外形寸法：幅2400×奥600×高800（㎜）／ バックガード=200×60t（㎜）
五徳寸法：（炒    め）中華釜枠φ300㎜×1口
　　　　　（スープ）丸五徳φ360㎜×1口（寸胴=φ42㎝以下）
　　　　　（ユ    デ）φ380㎜-φ132×4穴（鍋=φ360、テボ=φ140㎜）×2口
バーナー：8インチ（φ200㎜）中華バーナー×4
ガス容量：18.5㎾（15,942kcal）×4＝74.1㎾（都市ガス）／ 15.6㎾（13,400kcal）×4＝62.3㎾（プロパン）
点火方式：手動（マッチ点火）／ 接続：鉄管（25A=1インチ）／コック向き＝上　※上から操作できます。
 

承認図は、アイジイエーの

ホームページからもダウンロードできるよ。

 http://www.iga-new.com/
 

（炒め・炒め・スープ・ゆで麺）
 

（炒め・炒め・スープ・ゆで麺）
 

（炒め・炒め・スープ・炒め・ゆで麺）
 

（ゆで麺・ゆで麺・スープ・炒め）
 



（CHA-2006IISR）
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model：CHA-2406G-IISRG

model：CHA-1506-IIS

外形寸法：幅2400×奥600×高800（㎜）
　　　　　バックガード=200×60t（㎜）
五徳寸法：（炒    め）中華釜枠φ300㎜×2口
　　　　　（スープ）丸五徳φ360㎜×1口（寸胴=φ42㎝以下）
　　　　　（餃　子）幅345㎜×奥365㎜×t-9㎜×1口（アルミ蓋付）
　　　　　（ユ    デ）φ380㎜-φ132×4穴（鍋=φ360、テボ=φ140㎜）×1口
バーナー：8インチ（φ200㎜）中華バーナー×4 + 餃子H鋳物バーナー（L350㎜）×2
ガス容量：18.5㎾（15,942kcal）×4 + 8.0㎾（6,842kcal）×2＝90.0㎾（都市ガス）
　　　　　15.6㎾（13,400kcal）×4 + 7.4㎾（6,400kcal）×2＝77.2㎾（プロパン）
点火方式：手動（マッチ点火）／ 接続：鉄管（25A=1インチ）／コック向き＝上　※上から操作できます。
 

外形寸法：幅1500×奥600×高800（㎜）
バックガード=200×60t（㎜）
五徳寸法：（炒    め）中華釜枠φ300㎜×2口
　　　　　（スープ）丸五徳φ360㎜×1口（寸胴=φ42㎝以下）
バーナー：8インチ（φ200㎜）中華バーナー×3
ガス容量：18.5㎾（15,942kcal）×3＝55.5㎾（都市ガス）
                      15.6㎾（13,400kcal）×3＝46.8㎾（プロパン）
点火方式：手動（マッチ点火）／ 接続：鉄管（25A=1インチ）
コック向き＝上　※上から操作できます。
 

（炒め・炒め・スープ・ゆで麺・ギョウザ）
 

（炒め・炒め・スープ）
 

（CHA-2406G-IISRG）



CHINESE RANGE
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外形寸法：幅900×奥600×高800㎜
　　　　　バックガード=200×60t（㎜）
五徳寸法：中華釜枠φ300㎜×2
バーナー：8インチ（φ200㎜）×2
ガス容量：都市ガス=37.1kw/H（31,884kcal/H）
　　　　　プロパン=31.1kw/H（26,800kcal/H）4.3㎏
ガス種：都市ガスまたはプロパン
点火方式：手動（マッチ点火）
ガス接続径：1B（25A）鉄管
コック向き＝上　※上から操作できます。
 

2⼝-�めレンジ�model：CHI-0906

3⼝-�めレンジ�model：CHI-1506
外形寸法：幅1500×奥600×高800㎜
　　　　　バックガード=200×60t（㎜）
五徳寸法：中華釜枠φ300㎜×3
バーナー：8インチ（φ200㎜）×3
ガス容量：都市ガス=55.6kw/H（47,826kcal/H）
　　　　　プロパン=46.7kw/H（40,200kcal/H）6.5㎏
ガス種：都市ガスまたはプロパン
点火方式：手動（マッチ点火）
ガス接続径：1B（25A）鉄管
コック向き＝上　※上から操作できます。
 

中華レンジ（単体）

外形寸法：幅600×奥600×高800㎜
　　　　　バックガード=200×60t（㎜）
五徳寸法：中華釜枠φ300㎜×1
バーナー：8インチ（φ200㎜）×1
ガス容量：都市ガス=18.6kw/H（15,942kcal/H）
　　　　　プロパン=15.6kw/H（13,400kcal/H）2.2㎏
ガス種：都市ガスまたはプロパン
点火方式：手動（マッチ点火）
ガス接続径：1B（25A）鉄管
コック向き＝上　※上から操作できます。
 

1⼝-�めレンジ�model：CHI-0606

（CHI-1506）

（CHI-0906）

（CHI-0606）
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外形寸法：幅1200×奥600×高800㎜
　　　　　バックガード=650×30t（㎜）
五徳寸法：φ390㎜×2
バーナー：10インチ（φ255㎜）×2
ガス容量
　都市ガス=45.0kw/H（38,622kcal/H）
　プロパン=41.4kw/H（35,600kcal/H）5.6㎏
ガス種：都市ガスまたはプロパン
点火方式：手動（マッチ点火）
ガス接続径：1B（25A）鉄管
コック向き＝上　※上から操作できます。
 

2⼝-スープレンジ�model：CHS-1206

1⼝-スープレンジ�model：CHS-0606
外形寸法：幅600×奥600×高450㎜
　　　　　バックガード=650×30t（㎜）
五徳寸法：φ390×1
バーナー：10インチ（φ255㎜）×1
ガス容量
　都市ガス=22.5kw/H（19,311kcal/H）
　プロパン=20.7kw/H（17,800kcal/H）2.8㎏
ガス種：都市ガスまたはプロパン
点火方式：手動（マッチ点火）
ガス接続径：1B（25A）鉄管
コック向き＝上　※上から操作できます。
 

01

外形寸法：幅600×奥600×高800㎜
　　　　　バックガード=200×60t（㎜）
五徳寸法：中華釜枠φ300㎜×1
バーナー：8インチ（φ200㎜）×1
ガス容量
　都市ガス=18.6kw/H（15,942kcal/H）
　プロパン=15.6kw/H（13,400kcal/H）2.2㎏
ガス種：都市ガスまたはプロパン
点火方式：手動（マッチ点火）
ガス接続径：1B（25A）鉄管
コック向き＝上　※上から操作できます。
 

1⼝-ゆで�レンジ�model：CHR-0606

SPECIAL RANGE（特別仕様）

（CHR-0606）

（CHS-0606）

「高性能ターボ炒めレンジ」
BRI-756

 

「高熱効率スープレンジ」
SK-SR60

 

※詳細はホームページにも掲載。
 



Grand IGA
A  P R O P O S A L  B Y

〒518-0833 三重県伊賀市緑ヶ丘東町1047-7

0595-24-4305
0595-24-4380

info@iga-new.com

有限会社アイジイエー


