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[ 基　本　理　念 ]
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【企画提案】

１、厨房機器具の設計施工とメンテナンス業務

衛生管理と危険防止が大切なお客様に、厨房機器具の設計施工とメンテナンスをさせ
て頂くことが事業目的でございます。（ＨＡＣＣＰ）
その為、設計に際しガス・電気・水道設備との関連に気を配り、目的に沿った使い易
い厨房設計施工をさせて頂くと共にアフターサービスにも力をいれています。
弊社はお客様の要望に添った最良の各厨房機器メーカーの提案をさせて頂きます。

２、環境に適応した厨房設計と工事

イ、メニュー変更による機器の入れ替えの適切な提案と施工工事。
ロ、業態変更に伴う厨房の変更設計と変更に対応する設備の検討と提案。

メニューの変更や機器の消耗に伴う新しい機器入れ替えの際、古い厨房機器具は
環境に適した合法的な処分をしております。（フロン回収作業）
中古厨房機器の整備と中古厨房機器の取扱い業務
中古厨房機器を再利用することによる投資効率の向上に寄与したいと考えております。

私共が今一番考えなければならないことは環境と資源の問題ではないでしょうか。
環境と資源は密接に関係しています。
原油が高騰し、鉄鉱石や石炭も・・・。
日本は資源の無い国です。価格が上がることも大変ですが資源が輸入出来なくなれば

もっと大変です。
モノが創ることができません。
弊社はものを大切にすることが必要と考え、厨房機器について生産性が同じであれば
使えなくなるまで使って頂くことが良いことだと思っています。
使いきった後に分解し、再資源として利用することが大切ではないでしょうか。

企画提案させて頂くにあたり物を大切にする心を持ちたいと考えております。

【　物を大切にする心　】

３、お店のトータルメンテナンスをお引受け致します。

過去、５０年で培った技術で各種厨房機器のメンテナンスに対応致します。
冷蔵庫、冷凍庫、製氷機、冷蔵ショーケース、ネタケース、急速冷凍庫、プレハブ冷蔵庫、
レンジ、フライヤー、焼物器、ウォーマー、炊飯器、製パンミキサー、ｅｔｃ
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厨房の設計

厨房の施工

厨房機器の

メンテナンス

料理関連機材の

販売

中古厨房機器の

買取

中古厨房機器の

販売

厨房の設計～施工、厨房機器や食器具の販売をしております。

技術を大切にし、環境にやさしい厨房設備をご提案できる様、一人一人が

プロフェッショナルでありたいと考えております。

厨房設計では、ＣＡＤを使用し、正確且つ迅速にお客様にイメージして

頂けるように取り組んでおります。

「ヒロ・インターキッチンの３Ｓ」　　　　　　

１、食の安全

　　セントラル・キッチン /カミサリーシステムまたは、厚生労働省指針 etc を理解し

　　 設計、ご提案致します。

２、整備により什器類の信頼性

     厨房機器を整備する為の工場をもっており

     「使えるものは最後まで使って頂きたい」のが弊社の願いです。

     今お使いでない機器で、将来的に使う可能性のあるものは、弊社は無償でお預りいたします。

３、サービスの向上

     迅速なメンテナンス対応と共にお預りした機器を再利用することで投資コストを引き下げて

     頂けるようご提案させて頂きます。

     それがサービスと考えております。

【ヒロ・インターキッチン】はこんな会社です
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大量の調理をお考えですか？

食の安心・安全の為には厨房設備についても安全安心
が必要です。（平成30年6月13日公布　令和２年施工）
ＨＡＣＣＰのことが良くわからない。
大量調理の衛生規範がよくわからない。
厚生省の指導マニュアルがわからない。
法律（食品衛生法・消防法）、環境に適応した厨房設計
設備設計のご提案をさせて頂きます。

病院の給食
社員食堂の給食

弁当店を
出したい

介護施設の
給食

食肉加工工場を
造りたい

保育園の給食
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（この様な工事もお引受けいたします）

１、全ての厨房機器を撤去する。

２、全ての厨房機器を一時お預りする。

３、全ての厨房機器を元通りに再設置する。

４、給水・給湯・排水・ガスの接続をする。

５、試運転をして、お引き渡しをする。

厨房機器の
　撤去

レベルをだすための
　（機器）あしの交換

排水トラップの取替
（シンク）

厨房機器の
　一時お預り

再接続と試運転

厨房機器の
　復元（オーバーホール）

レベルを正確に出す為、足の回らないものは

交換します。

必要に応じて、整備もお引受けいたします。

厨房床を塗りかえる必要がある
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ホテル厨房（床補修工事）　厨房機器撤去～復旧工事の例

【施工前】

【施工後】 【復旧】

１、現状の確認。正確な設備図の作成。
２、機器の撤去方針の決定。搬出ルートの確認・保管場所。
３、機器の補修方針の決定。
　足元の確認。－復旧後のレベル出しの為。
　機器の修復箇所の確認
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ホテル厨房（床補修工事）　厨房機器撤去～復旧工事の例

【施工前】

【施工後】
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テーマパークのフードコートの設計

・テーマパークのフードコートの設計

・ショッピンセンターのフードコートの設計　etc

お客様のご意向を承りながら５０年の長さにわたる

経験から、目的にあったレイアウトの決定、平面図の作成、

設備図の作成を致します。

衛生管理と危険防止（HACCP) には充分な配慮を致します。
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おやつタウン様　施工写真

体験コーナーメイン厨房

コーナー
スイーツ
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おやつタウン様　施工写真
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主要お取引先 （厨房機器）

※順不同　敬称略

冷機器

福島工業 ・パナソニック ・ ホシザキ ・サンデン

AiHO ・ 大和冷機 ・グンジ

熱機器

オザキ ・ タニコー ・ マルゼン ・ ウサミ ・ コメットカトウ

サミー ・ リンナイ ・ ノーリツ ・ ワールド精機

山岡金属工業 ・ニチワ電機 ・熱研 ・ ヒゴグリラー

洗浄機器

日本洗浄機 ・ホシザキ ・ TOTO ・ 中西製作所

ホバートジャパン ・ フジマック

調理機器

FMI （エフ ・ エム ・ アイ） ・ サンテックコーポレーション

TOSEI ・ ラショナルジャパン ・中部コーポレーション

タイジ ・ 日世 ・直本工業 ・なんつね ・不二精機

鈴茂器工 ・服部工業

サービス機器

WMF パナソニック ・ エイシン ・大穂製作所

エレクター ・ シンコー ・極東産機 ・ ニットク

イシダ

他　多社

弊社は色々なお引取先の中から、 料理環境に最適な

機器のご提案をさせていただきます。 　　　　　　　　　
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主要お取引先 （道具食器部門）

※順不同　敬称略

洋食器

和食器

ガラス食器

厨房用品

メラミン食器

竹製品 ・木製品

消耗品

ノリタケ ・鳴海製陶 ・ マル利陶器 ・ ミヤザキ食器

KOYO ・ KANESUZU

陶里 ・器蔵 ・ ときわ ・器望 ・みやび街道 ・ まごころ

うつわ ・陶雅 ・ 桐井陶器 ・ カネ大白木屋

東洋佐々木ガラス ・ アデリア ・二ノ宮クリスタル

木村硝子 ・青山硝子 ・大塚硝子 ・ エムタカ

リーデル ・ ツイーゼル

遠藤商事 （TKG) ・ 江部松商事 （EBM) ・ カンダ

遠藤孝商店 ・ エムテートリマツ ・ YUKIWA

和田助製作所 （SW) ・ TMG サプライ ・ 小林工業

青木刃物 ・ トーダイ ・ 象印フレスコ

若泉漆器 ・福井クラフト ・ 国際化工 ・スリーライン

共栄ライト ・ 神堂 ・友成産業 ・尚美堂 ・浅田商店

アワヤ商店 ・ナカナップ ・ テスク ・用美

他　多社

弊社は色々な外食の業態に適応した道具のご提案と

食器のご提案をさせていただきます。
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①、 新設厨房の設計。 

②、 店舗の改造工事。 

③、 居抜きの設計と工事。 

④、 メニュー変更による機器の入替設計。 

どのような業態の外食にも対応させて頂くことが出来ると思っております。 

 

各担当者の工事実績（※順不同、敬称は略させて頂いています。） 

エームサービス 株式会社 

株式会社 大阪後楽園ホテル ホテル厨房、モザイクカレープチメゾン 

株式会社 大 林 組 

塩野義製薬株式会社（摂津工場 社員食堂） 

株式会社住之江阪神ホテル 

関西国際空港産業 株式会社、関西国際空港ビルディング株式会社、空港エンジニアリング株式会社 

 レストラン ベレール、レストラン つばさ、空 膳、ＳＫＹ ＰＡＴＩＯ南店、ＳＫＹ ＰＡＴＩＯ北店、 

 空港銘酒蔵、蒼 園、シックスシェフ、スカイスナック、エアーデリ 

大阪国際空港ターミナル株式会社 ラウンジオーサカ 

関西スカイケータリング 株式会社 

株式会社 近鉄百貨店装工部・近鉄百貨店内店舗・近畿日本鉄道駅内飲食店舗 

株式会社 メディアート リトルマーメイド橿原店、奥田だんご店 

株式会社 サニーエンタープライズ    加古川プラザホテル  グリーンホテル 

三洋電機近畿食品設備 株式会社 

株式会社 ＵＦＪ銀行（現：三菱ＵＦＪ銀行） 本店・各支店 社員食堂 

関西日立株式会社 

高島屋スペースクリエイツ株式会社 

南海商事株式会社・南海電鉄駅構内飲食喫茶店 

株式会社 タツカミ創作室 南海電鉄駅チェーン南海そば 

株式会社 第一興商 大阪支店 カラオケレストラン、クチナーレ ビッグエコー 

株式会社 竹中工務店 

ニチゴ 株式会社 青森ロイヤルホテル 青森ロイヤルゴルフクラブ 

弊 社 の 工 事 実 績 

各担当者には約３０年～５０年の長きにわたって経験して

きた工事実績があります。外食のあらゆる業種に対応出来

る実績と機器の入替、メンテナンスに対応出来ます。 
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株式会社 マイカルイスト  （グルメピアザ・弥次喜多・北の坂・とら蔵） 

株式会社 ジャパンメンテナンス 

日本赤十字病院 北野病院 ＰＬ病院、社会福祉法人健勝会 特別養護老人ホームさくら 

社会福祉法人枚方療育園、山西福祉記念会館、中野子供病院 

株式会社 ノーリツ 社員食堂 

阪急電鉄 株式会社 流通本部   阪急電鉄株式会社 創遊事業本部歌劇事業部 

阪急阪神ビルマネジメント株式会社 

株式会社フォーラム、アートコーポレーション株式会社 

株式会社阪急阪神レストランズ  

阪急そば各店・十三製麺所・ナチュナルキッチン麹・居酒屋ゆふな、十三ラーメンゆうな・居酒屋あせんぼ

居酒屋 御用だ・居酒屋粋房 寸・ＦＣケンタッキー・ＦＣハーゲンダッツ・ＦＣロッテリア・喫茶リラ・

喫茶ライラック・喫茶ルナ・喫茶プレンティー・喫茶ミモザ・喫茶バラ館 

株式会社 阪急仁川スポーツガーデン 

株式会社 阪急ホテルマネジメント ホテル阪急インターナショナル 

千里阪急ホテル 六甲山ホテル ホテル阪急エキスポパーク  

株式会社 阪急ファシリティーズ 

神戸電鉄 株式会社   株式会社 神鉄エンタープライズ スーパー食彩館 喫茶モエット 

株式会社 天王寺ステーションビルディング、株式会社メルカート・ピッコロ 

株式会社 毎日放送 社員食堂 スターシップ 千里丘、ファミリーレストラン千里亭 

株式会社 阪神コーエイ  

株式会社 松 坂 屋 

ミニストップ 株式会社 

コンビニエンスストア ミニストップイートインコーナー（関西圏全店） 

株式会社 ワキタ グループ 

株式会社 シンコム   カラオケファミリープラザチェーン 

株式会社 三井不動産ホテルマネジメント 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 

株式会社 才門建設 熊取アトム共同保育園 

株式会社 大丸装工 

辰野 株式会社  

株式会社 ホテルアンドアソシエイツ  ホテル イルグランデ ホテル イルクオーレ 

株式会社 ＫＹフーズ（漬物惣菜加工工場、タレ製造工場、牛タン製造工場、盛岡冷麺製造工場） 

株式会社 ＫＹコーポレーション 焼肉冷麺チェーン 

やまなか家 弘前店・雫石店・盛岡大通店・盛岡盛南店・大船渡店・気仙沼店 

盛岡上田バイパス店矢巾ＰＡ下り店水沢店・一関店・北上店・前沢店・水沢店・高田店 

じゅうじゅう水沢店・一番町店・中山吉成店・郡山店・西多賀店・名取店・多賀城店・古川店 

山形西バイパス店・山形天童店・秋田山王臨海店・秋田外旭川店・郡山ジョイ店・佐沼店・     

福島郡山さくら通り店・鎌田店 

花巻店・泉松森店・米沢店・山形寒河江店・一国名取店、朴の家 札幌店・郡山さくら通店 

郡山ピポット店・八戸坂下店・八戸田向店・仙台泉大沢店・青森サンロード店・石巻蛇田店 

フォレオ宮の杜店・青森五所川原店・大河原店 

食樂八乙女店・食樂国分町店・食樂古川店・食樂長町店・食樂北仙台駅前店・食樂文化横丁入口店 

食樂福島店・食樂さくら通り店・食樂石巻中央店・食樂いわき並木通り店・食樂いわき駅前店 

食樂北仙台店・食樂気仙沼店・食樂中野栄店・ 

牛タン徳茂 

株式会社にまいばしミート（食品加工工場） 
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  彩月店・福ふく亭 

株式会社 葉風泰夢  

ホテル葉風泰夢 

有限会社 日本クリーンシステム  中華料理 桃谷樓（新大宮店・西大寺店・奈良ファミリー店 

  ＭＥＤ７ＴＨ－新奈良県総合医療センター７階－） 

有限会社 散華センター 生野店・阿倍野賓筵・高槻店・ヒルトンプラザウエスト・イトーヨーカ堂店 

有限会社 カフェ ラ・ポーズ（新大宮店・ＭＥＤ－新奈良県総合医療センター１階－） 

株式会社 青山珈琲   青山珈琲グループ各社 

飛鳥カントリー倶楽部 

大阪手打麺事業協同組合   フランチャイズ・チェーン店 

木曽路物産株式会社 

紀の国カントリー倶楽部   紀の国産業株式会社 そば店貴桃庵 

株式会社 北浜清友会館   綿業倶楽部 西宮高原カントリー倶楽部 

クレバー株式会社   クレバー珈琲グループ各店  

そば信州庵各店 麺と串店 

株式会社 鶏太郎   地鶏チェーン 

株式会社 三 田 屋   肉の三田屋チェーン本店 

三和実業株式会社 英 国 屋・ぶどうの木各チェーン店 

新大阪ゴルフ倶楽部 

株式会社中村屋   オリーブハウス三番街店 

株式会社 ニューオリエンタルホテル谷町 

ニュージャパン観光株式会社   割烹日本・ニュージャパンチェーン各店 

株式会社 海皇インターナショナル   海鮮中華料理 海皇・陶陶居 

株式会社 皇宮   陶陶居・飲飲菜菜 

株式会社 銀座トリコロール   銀座トリコロールチェーン店 

地鳥の店 鳥喜チェーン 

阪神ローレルフーズ株式会社   ミュンヘン 

株式会社 楓林閣 

株式会社 不二家 関西空港店 

平和企業 株式会社   田園 

株式会社 蓬莱   ５５１蓬莱チェーン各店 

ホリデーイン大阪新空港 株式会社    ホリデーイン関西空港 

フランス料理 弁慶（郡山） 

牧野興業 株式会社   東豊中ゴルフセンター・加舎の里カントリー 

株式会社 松屋フーズ   牛めし松屋各店、株式会社エム・ティ・ティ、株式会社エム・エル・エス 

萬楽食品 株式会社   萬楽中華チェーン各店 

料亭 大和屋 

株式会社 薮 庵    そばの薮庵チェーン各店 

八重桜カントリー倶楽部 

ベーカリーカフェ リトルマーメイド橿原店 

株式会社 和 幸   とんかつの和幸 和泉府中店 ダイエー長吉店 

有限会社 神戸元町別館 牡丹園 神戸元町別館・牡丹園 梅田店 

森口産業 株式会社  膳や（東店、西店、梅田店） 富士屋天王寺ステーションビル店 

富士屋（アベ地下店、ポルタ店）阿倍地下カフェダイニング、 

有限会社 エルポニエンテ  
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スペイン料理 エル・ポニエンテ ゴソ・タベルナ カルボン  

カボ・デルポニエンテ エルポニエンテ・オラ 

ホテル日航姫路 中華料理厨房 

銀座アスター食品 株式会社 上本町近鉄賓館 難波賓館  

寿司・割烹 わつき 

イタリアン・ジェラート専門店 キャナレットＡＴＣ店、神戸ハーバーランド店、阿倍野Ｍ１０店長堀地下店 

玉造店 

株式会社 珈和 フォルマ店 

株式会社 木村屋 京都ポルタ店・三番街店・天王寺店 

有限会社キッチャン  

韓国鉄板焼 お好焼醍醐店 百万遍店 近江牛焼肉石田店 

株式会社 神戸凬月堂 八尾西武百貨店 サ・ソ・ボン、阪神百貨店 御影店 

株式会社 丹青社 三宮一貫樓新神戸駅店 

ニュージャパン観光株式会社 レディースサウナ 

株式会社 イオン・イーハート 

ハッコー食品株式会社 餃子専門店 和歌山仁葉、阪神御影仁葉、ひとは十三店 

海鮮フランス料理 尾野 

肉彩 嬉野 

ホルモン鍋 いちえ永楽町 

らーめん麺匠 一本道 

らーめん店 学 

イタリアン料理 クッチーナ・クッチーナ 

イタリアン料理 サヴィーニ 

一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブ（セレッソの森カフェ） 

大和企業株式会社 

はまぐり庵（阪急グランドビル店、吉祥別邸店） ケラケラクランツ富国生命店 ノースラウンジ北欧館 

ロカンダ阪急百貨店 ケラケラリトリート高島屋大阪店 ビアーズテーブルケラケラなんばウォーク店  

インドカレー第３ビル店 カフェラピート WHITY うめだ店 吉祥三番街店 

串カツ 赤とんぼ 魚デバールウオチカ WHITY うめだ店 ベシャメルカフェ ベシャメルカフェＥＸＰＯ店 

ケラケラケイヴ ケラケラヴィータ オンザスクエア ダイヤモンドカリー第３ビル店  

ダイヤモンドカリー大阪国際空港店 ブルックリンパーラー大阪 

１１３プレミアムビアー＆ワイン（東心斎橋） 
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ホテル、レストラン、カフェ、老人ホーム、学校給食、その他飲食に関する 

和、洋、中華、陶器 磁器 ガラス食器、メラミン食器、調理道具、消耗品等を取り扱っており、あらゆるご

提案をさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。 

 

各営業の納品実績（順不同，敬称は略させて頂いています。） 

 

ハイアット リージェンシーホテル大阪（星野リゾート・リート投資法人） 

白山ヴィレッジ ゴルフ倶楽部（ＣＯＣＯＰＡ ＲＥＳＯＲＴ ＣＬＵＢ） 

ル ベンケイ （奈良） 

株式会社ライフスタイル（ＷＡＧＹＵ ＤＯＫＩ茶屋町店、ＩＷＡＩ 梅田店、グリルシュラスコ茶屋町店） 

チーズクラフト二子玉川店（高島屋） チーズクラフト阿倍野店（あべのハルカス） 

ＯＭＡＴＣＨＡ ＳＡＬＯＮ 池袋、ＯＭＡＴＣＨＡ ＳＡＬＯＮ 淀屋橋 

フードエンジニアリングデザイン㈱ 

バター江坂店 バター梅田店 バター淀屋橋店 バター阿倍野 HOOP 店 

バター茶屋町店 バター東京店 

㈱インディアンカレー 

どんぶり一番、どんぶり二郎 

創作 串かつ 笑味亭 

ラーメン 純情屋 （新家） 

カフェカルタ（神戸店） 

伊予製麺 うどんチェーン店 

イオン焼津店 九州宇宿店 セノパーク津店 パワーズ氷山店 福島郡山店 

九州八代店 敦賀店 九州早岐店 宮城イオンタウン古川店 桑名サンパーク店 

鹿児島鹿屋寿店 福島白河店 甲府南店 北海道上磯店 釧路店 イオンタウン鈴鹿店 

千葉イオンタウン野田店 名古屋イオン守山店 北見店 帯広店 石巻店 富山二口店 

ICHIRIN COFFEE 

ICHRIN カフェ（箕面店、小野原店） 

鶴見の森 迎賓館 

レストランモンダルジャン 

㈱ティットップ 

餃子工房ちびすけ梅田店 阪急三番街店 東心斎橋店 心斎橋店 阿倍野店 

大伸クリエ株式会社 

Kirara 大阪ガーデンシティ明治安田生命ビル店  

すし何処 函館市場 堺泉北店 函館市場 東大阪小阪店 

株式会社 冨士 

味 食 笑 羽曳野店 ちゃんこ場店 ㈱冨士 通販  

ビッグジョー藤井寺店 ビッグジョー富田林店  

有限会社 ウッド ビレッジ 

個室ダイニングまごころ本店 個室和食 みずき 難波店 

和ごころ 心斎橋店 梅田個室和食 和ごころ 個室和食 ほたる北新地店 

弊社ホテル、レストラン事業部主な取引先 
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㈱広洋 

マンジャ パスタ羽曳野店 安城店 パンロードしらとりの郷 かつ屋 菜の花店 

グランピアットキッチン ドルチェピアット 

ホテル サラ デル レイ難波店  

ホテル サラ デル レイ京都南店 ホテルプリマヴェーラ京都店 

グランパ高島屋堺東店  

うのあん赤坂店  

日本料理 卯之庵（奈良）  

イタリア料理 イルピアット 

株式会社 リンク 

銀呈心斎橋店 豚公司 銀呈堺筋南船場店 

レストラン シャンソニエ（岸和田） レストランフレールドシャンソニエ（堺） 

カフェ カンパニュラ  

泉南カンツリークラブ 

桜 秋桜 （松山） 

ツエルク天美店 

西野産業 

洋食＆フレンチレストラン プードル 

ぷちらぱん 新村 

レストラン ひまわり 

カフェ リッツ 泉南店   石津店 

株式会社 ミューズ （ベビーフェス プラネッツ） 

宇治大久保店 大蔵谷店 名張店 西宮大浜店 和泉観音寺店 明石魚住店 

押熊店 泉佐野店 東近江店 鳥栖店 守山店 広陵店 松阪店 

富田林店 鈴鹿店 四日市店 王寺店 香芝店 東生駒店 京都三条店 東向店 

宇都宮店 伊勢店 姫路店 寝屋川店 川西店 京都洛西店 宇治大久保店 

大垣店 稲沢店 篠山店 佐賀店 亀岡店 田辺店 池田木部店 三河安城店 

桜井店 帯広店 大分店 南津守店 松井山手店 生桑店 春井店 岐阜店 

長崎大村店 奈良店 香芝店 東生駒店  

桜珈琲 泉北店 岸和田店 泉佐野店 羽衣店 和泉中央店 

キーコーヒー ㈱ 

広東料理 民生  

中華菜館 水蓮月  

コーヒーハウス エル 

コットンクラブ 

新大阪ワシントンホテルプラザ 

讃岐屋 雅次郎  

ガトーボウ 西大寺本店 

サンアンドレア カフェ 

板前焼肉 こころ 

和洋割烹 しまおか 

イルソーレロッソ 

七福堂 堺店 

フジエダ珈琲㈱ 

オランダ屋 奈良店 オランダ屋 高田店 
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カフェダイニング グラッチェ 

コーヒーハウス ロイヤル 

モルトボーノ フェリーチェ 

リゾートレストラン ピソラ和泉観音寺店 

㈱オープンコーポレーション 

ビビンバ Q あべのキューズモール店 

ミルクの旅 ミント神戸店 フップナビオ店 三番街店 

㈱ 四季 

アンビ ヘップファイブ店  西宮ガーデン店 

イタリアンバール イルソーレ 

ユーシーシーフーズ㈱ 

プラザオーサカ 

夢厨房（ゆめきっちん） 

アリオ八尾店 町田モディ店 アリオ鳳店 堺高島屋店 泉北クロスモール店 

夢厨房（ゆめきっちん） 

㈱ウエストテール 

夢厨房 姫路リバーシティ店  

ヒロコーヒー本店 

箕面小野原店 西宮北口店 あらまき店 千里セルシー店 五月が丘店 伊丹いながわ店 

伊丹昆陽店 尼崎つかしん店 豊中緑ヶ丘店 伊丹中央店 江坂店 箕面桜店 大丸梅田店 

阪急梅田本店 千里阪急店 

㈱ サンパーク 

ピエトロ梅田 洋麺屋ピエトロ千里中央店 

ホテルアジール・奈良アネックス 

ホテル関西 

アッキャン株式会社（茶番劇）  

絆 

㈲カミーノ 

モッタポルテーニョ（大阪店、銀座店） 

Ｂ－ｃａｒｇｏ （箕面店） 

イタリア料理 ｉｌ ｔｅｍｐｏ 

ぱんの家（志紀店、国分店、柏原店） 

よつば珈琲 

泉北ホーム株式会社 

すし左衛門 

プースカフェ キタジマ 

カフェレストラン 羊の家（堺北野田店、堺東店） 

マンマパッパ 

グリル志紀 

金かつ（羽倉崎店） 

株式会社おやつタウン（三重県 テーマパーク） 
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ブルームビルド株式会社 （サポート工事） 

日本赤十字社 大阪赤十字病院（移転サポート） 

関西電力株式会社 関西電力病院（移転サポート） 

国立大学法人京都工芸繊維大学（移転サポート） 

国立大学法人名古屋大学 （移転サポート） 

国立大学法人大阪大学 （移転サポート） 

国立大学法人神戸大学 （実験機器ユーティリティ移設作業） 

独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 （移転サポート） 

国立大学法人山梨大学医学部附属病院 （移転サポート） 
 

 

 

特 殊 工 事 
（大学研究室・病院施設・移転・解体サポート工事） 
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チュウチュウ市場とは

当社がお客様から買い取った厨房機器を検査・整備

（一部、部品交換）し、１Fのショールームにて販売

させて頂いております。

電話・FAX でもお受けしております。

- 28 -



 

                        住所：〒578-0965 

東大阪市本庄西２丁目６番４１号 

             （機械団地内） 

              ＴＥＬ：０６－４３０９－１５５５ 

              ＦＡＸ：０６－６７４８－１５１５ 

 

              ＨＰ：   http://www.hiro-kitchen.co.jp/ 

              MAIL: info@hiro-kitchen.co.jp 

 

○ 図面の作成 

１、 現状図を正確に作成します。特に設備を正確に確認します。 

２、 新しい計画に従って図面を作成します。 

  ㋑、平面図（お客様のご意向を十分伺って作成します。） 

  ㋺、平面図に従って正確な設備図を作成します。（衛生面を重視します。） 

①、 給排水、グリストラップ図面。 

②、 ガス、フード図面。（排気計算を正確にします。） 

③、 電気図。（漏電することのない様に位置確認します。） 

   ㋩、平面図に従って各セクションの立面図を作成します。 

○ 現設備の撤去 
①、 再使用するものを撤去して弊社で整備致します。 
②、 再使用可能であるが、今回の改装では使用しないものはお預り致しま

す。（再使用時整備） 

③、 廃棄する時はマニフェストに従って廃棄します。とりわけフロン破壊

処理は法令に順守し、正確確実に行います。 

株式会社 ヒロ・インターキッチンは 
                 このような会社です 

【得意にしています】 
１、厨房の改造工事。（居抜き・業態変更工事） 

【得意にしています】 
１、厨房機器の入替によるリエンジニアリング工事。 

２、メニュー変更による機器の入替の適切なご提案と施工工事。
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○厨房機器のお預りできるスペースは十分あります。 
厨房機器の撤去、整備、廃棄、フロン破壊処理 

をお引受け致します 

     

１、再使用するものを整備して新図面に入れます。 
２、今回は使用しないが他店で将来使用されるものをお預かり致します。 
３、廃棄するもは環境に順守し、処理を致します。 
４、環境を守る上で、フロンガス回収破壊処理は重要です。 

    法令に遵守して破壊処理を致します。 
 
○お引取り機器はオーブン等、重量物に対応出来ます。 

     

２ｔ車でお預りしてきた厨房機器（重量のあるもの）はフォークリフト

とグレン（２基）を使い奥の作業場へ移動させます。 
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○再使用機器の整備状況 

     大型製氷機     テーブル型製氷機  オートシュリンク 

        

  立型製氷機      電子レンジ     台下冷蔵庫 

         

製氷機の試運転（製氷確認）の光景。 

電子レンジは消耗品チェックをしています。 

１点１点点検し不良のものは新品と交換しています。 

○再使用機器の整備状況 

   

ウォーマーや卓上コンロ等の小型機器は整備工房で分解修理します。 

（上部左写真） 

重量のあるものはグレンを使いここまで運びます。 

  （上部右写真） 
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○設備は各種厨房機器に対応出来ます 
  食器洗浄機     二槽フライヤー  タテ型ショーケース 

        

包丁俎板殺菌庫    ガステーブル     サラマンダー 

        

冷蔵ショーケース    ゆで麺機      デッピングケース 

         

ピザオーブン      縦型ミキサー      デッキオーブン 

              
スチコン       ガスレンジ        シンク他板金物 

          

- 32 -



 

○フロン使用の廃棄機器はフロンの抜取りを行います。フロン破壊業者へ

引渡し法令に従い破壊します。 

 

第一種フロン回収業登録番号 知事（登一回）第３５１５号 
冷媒機器のフロン回収している様子。（写真手前 ボンベとフロン回収機） 

オゾン層保護や地球温暖化防止など地球環境を守るうえでもフロンの回収

は責務と考えています。冷機器の処分品の際は、冷媒回収依頼票に記入し

回収もれのないように努めています。 

 

 

○積込み前に一点一点再点検致します 

 

お預りした厨房機器の洗浄、メンテナンス、試運転確認の完了です。 
中棚、中棚のツメ等の付属部品類の 終チェックをしています。 
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○目的地へ配送致します。（物流経費の削減を考えています） 

   【 大手外食チェーン様との取組みです。 】 

   

 

・フィルムで養生しお客様の御指定場所に 
運送トラックの帰り便で送ります。 
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お電話ください。御迎えに参ります。

ＴＥＬ：06-4309-1555
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