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取り扱い説明書
ヨシマサ寿司ネタケース 

(冷蔵付／冷蔵なし)









機能

•  寿司職人の為に設計
 Professional Look, Ideal Display, More Compressor Power, Faster Temperature Drop, etc.

•  ジグザグカーブ冷却バー特許取得
 A latest revolutionary invention of unique design generates attractive eye-catching ice-cells

•  UL安全、NSF-7衛生テストに合格
 304 Stainless Steel and Coated corrosion protected aluminum

•  新鮮、清潔さを保持
 Creative display combination with ZIGZAG curved evaporator

•  ガラス扉取り外し可能、最高水準の排水装置
 support easy cleaning and save time

•  低温維持、鮮度管理
 with bigger Compressor and ZIGZAG Curved Evaporator and together quickly compensate losing
 Temperature

•  コンプレッサー装置の保護
 from unexpected power loss and uneven electricity flow, Plus saves tremendous amount of repair cost

•  土台と側面にABS形式設置 
 help keeping the temperature from losing

•  安全性タイプの曲面ガラスを天井部分に使用

機器仕様



設置
1. For Refrigerated Units including YMSC-3L/R, YMSC-4L/R, YMSC-5L/R, and YMSC-6L/R, 
    Please follow the simple four STEPS:
 STEP 1.   Read the USER’S MANUAL before doing any jobs on the unit.
 STEP 2.   Place the unit on the counter  or on a flat surface.
 STEP 3.   Connect the water drain hose to the drain hole on the floor or if not used, keep the drain
     hole cover plugged.
 STEP 4.   Check the power supply. (Please make sure of enough amperage required by the units.)

	 	 	 延長コードは絶対に使わないで下さい。
	 	 	 同じ電気回路に２つ以上の設備を電源に差し込まないで下さい。
	 	 	 オーブン、レンジ、フライ用具のそばに設置しないで下さい。

 STEP 5.  Turn on the power switch.

2. For Non-Refrigerated (Remote) Units including YMSC-3M, YMSC-4M, YMSC-5M, and YMSC-6M

	 	 	 ネタケースを設置の際は、EPA有資格の技術者立会いの上、設置願います。

メインテナンス
1. To clean the unit cabinet
 STEP 1.   Turn off the unit and unplug the power cord before doing any jobs.
 STEP 2.   Empty the food zone
 STEP 3.   Dry off the floor mat and the floor of the unit. Make sure no water stay in the drain hose.
 STEP 4.   Clean the front safety glass inside and outside.

	 	 	 ネタケースは、食品の保管庫として使わず、寿司ネタの陳列のみに使用して下さい。
	 	 	 ネタケース内に一晩中食品を保存しないで下さい。

2. To clean the Condensing unit (every 3 months):
 STEP 1.   Turn off and unplug the unit from the power supply before doing any jobs on the unit.
 STEP 2.   Unscrew 3 pieces of nut by using a cross screw driver from the compressor side  
 STEP 3.   Remove the plastic panel and slowly slide out the front stainless steel condenser cover.
 STEP 4.   Brush the condenser with soft paint brush to remove or clean up any dust or particles 
                   stuck into the condenser or condenser fan.
 STEP 5.   DO NOT use any chemicals (if needed, please contact technicians or experts)

外形寸法図（冷蔵付寿司ネタケース）

外形寸法図（冷蔵なし寿司ネタケース）
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ネタケース備え付け品

•		寿司ネタケース
•		ステンレスフロアマット２枚もしくは４枚（ネタケースの幅サイズによる。）
•		排水ホース				
•		排水口カバー
•		取り扱い説明書
•		強化ガラス引き戸２枚もしくは４枚（ネタケースの幅サイズによる。）
•		ホース留め金

排水ホース設置方法

1. 設置前にチューブを確認し、ラ
イターを持ち、チューブを用意し
ます。

2. ライターでチューブの最端を
やわらかくします。（注意：熱
しすぎないで下さい。）

3. 排水口の中にチューブを差し
込みます。

4. 完全にチューブが排水口に差
し込まれているかどうか、必ず
確認して下さい。



付属品について

建具

この建具は、寿司ネタケースの間のスペースに設置するように設計されています。適切な場所に設置され、外観にも美しく、お店

の雰囲   気を更に引き立てます。

• 寿司ネタケースの間にピッタリと合い、美しい外観

• 別注品と比較して節約可能

• エレガントなデザインを提供

• 前部分に304ステンレスを使用

• 材質：前ステンレスカバーに、ＰＶＣプラスチック、アルミを使用

• サイズ（幅×高さ×奥行き) : 135/8” x 103/4”x 123/8”

• 価格 : $395.00/個

寿司ネタマット（丸竹すのこマット）

• ネタを美しく見せ、清潔感を表現

• 自然を感じさせる本物のような竹模様

• 寿司ネタケースを一層美しく

• 設置、取り外し、手入れが簡単

• 材質　：ポリプロピレン 

• サイズ（幅×高さ）: 12” x 91/2”

• 丸竹直径 : ¾”

• 日本製

• 価格 : $37.00/円

ヨシマサユーエスエー株式会社
2730 Monterey St. #103, Torrance, CA 90503, USA
Tel.(310)533-1111/(800)789-9835 Fax.(310)533-1117/(800)789-9836
www.YOSHIMASAusa.com, info@YOSHIMASAusa.com





ヨシマサユーエスエー株式会社 
冷蔵付寿司ネタケース、冷蔵なし寿司ネタケース
部品、工賃保証枠規定内について

ヨシマサ冷蔵付寿司ネタケース、モデルYMSC3L/R,YMSC4L/R,YMSC5L/R,YMSC6L/Rは、二年の工賃、部品を保証し、コンプレッサーは５年の部品
保証とします。  この保証は、保証期間において以下に記されている条件下とします。設備に備え付けられている保証カードは、設備設置後すぐに（１２
日以内に）ヨシマサユーエスーエーに返送され、保証書記載内容に基づいて実施となります。保証登録カードが返送されなかった場合は、自動的に全て
の保証が無効となりますので、ご注意下さい。

商品を購入したご本人様に対して、ヨシマサユーエスエーの保証について
ヨシマサユーエスエー寿司ネタケースの商品販売日から２年、もしくは当社から商品発送して２７ヶ月の期間に、正常な使用のもとで起こった部品、製
品による欠陥は無償で修理させていただきます。保証義務に基づき、製品の欠陥に関する当社規定検査によって不備を確認した上で、保証規定内の修
理、もしくはF.O.B工場へ返送し、部品の取替えをします。
Ａ　保証期間内において、当社に返送の際は、どの部品にもキャビネットモデル番号、シリアル番号、返送認可番号が必要となります。なお、返送される
際の運賃は、お客様にてご負担願います。
Ｂ　低ボルトによる間違った取り扱いによって、不適切な状況でコードに接続、また事故による損傷が生じた場合、お客様の責任となり、当社の保証は
適用されませんのでご注意下さい。
Ｃ　コンデンサーコイルは、定期的に３ヶ月毎に掃除して下さい。定期的な掃除を怠った場合に生じたコンプレッサーの不具合による保証は適用され
ません。この保証に関して、アメリカとカナダのみの適用となり、間違った取り扱い、放置、改造、事故、輸送、洪水、火災、神の業による故障は、保証されま
せん。この保証は、設備に備え付けられている保証カードに的確に必要事項を記入し、購入後１２日以内、もしくは設備設置した後すぐに（１２日以内
に）ヨシマサユーエスーエーに返送されなければ、保証が無効となりますのでご注意下さい。この保証期間は、商品を購入したご本人様に対してものと
し、よって購入したご本人様が所属する商会、組合、会社に設置されたことに基づきます。

クレームに対する保証について
ヨシマサユーエスエーに対して直接に原本送り状のコピーを提出願います。すべてのクレームに対して以下の書類が必要となります：原本送り状のコ
ピー、（お客様の名前、住所、モデル名、販売日）、お客様の名前、住所、電話番号、モデル名、設備シリアル番号、販売日、購入元（会社名）、苦情内容を簡
潔に記入したものが必要です。  すべてのコンプレッサーに関する保証の際、コンプレッサーモデルタグを上記の書類と共にヨシマサユーエスエーに返
送しなければなりません。すべてのクレームは発生後二年以内にヨシマサユーエスエーに報告しなければなりません。すべてのコンプレッサーは、二年
の部品、工賃に加え、プラス三年の保証範囲があります。この保証は、設備に備え付けられている保証カードに的確に必要事項を記入し、購入後１２日
以内、もしくは設備設置した後すぐに（１２日以内に）ヨシマサユーエスーエーに返送されなければ、保証が無効となりますのでご注意下さい。ヨシマサ
ユーエスエーに保証登録が受理されたかどうか、直接ヨシマサユーエスエーにご確認願います。

クレームに対する保証規定外について
ヨシマサユーエスエーは、修理、部品の取替え、工賃のみも含み保証に限定があります。この保証は、保証が認められるお客様に対して、また保証規定
以外に考えられる状況について義務、責任に権限を持ちます。以下による故障、損傷には保証されません。ヨシマサユーエスエーによる公式な製品番
号なしでの修理サービス依頼は、保証規定外となり、修理費等が発生しません。間違った取り扱い、放置、改造、事故、洪水、火災、輸送による外傷、隠れ
た部分の損傷について、保証されません。原物のシリアル番号タグをネタケースから外した場合、保証は無効となりますのでご注意下さい。

外観では気づきにくい、隠れた部分の損傷例について
発送の際に、商品を発砲スチロール包装材で包装されている部分は、くぼみ等を見つけにくいので、すべての角や格子部分を徹底的に検査して下さ
い。運送会社が商品の上に積み重ねたことによるガラス戸のガラスの損傷があるか、 ネタケース内をよく 確認して下さい。

プラス３年保証によるコンプレッサー部品について
上記の保証に付け加えて、この保証はコンプレッサーのみに限られています。ヨシマサユーエスエーは、いかなるリモートユニットに関しての一切の責
任はありません。

保証外について
商品の損傷について - 結果として起こる損傷、食品の損傷、売り上げ減は、保証外となります。ヨシマサユーエスエーによって製造後、改造、放置、乱用、
間違った取り扱い、事故、輸送中及び設置中の故障、火災、洪水、神の業による、いかなる部品の取替え、修理には当社といたしまして、保証に応じられ
ませんのでご注意願います。  保証譲渡禁止について - この保証は他人に譲渡することはできません。商品の配達先である購入者ご本人様のみ、保証
されます。いかなる譲渡、譲受人による保証は無効となり、全ての保証は適用されません。  間違った使用について - ヨシマサユーエスエーは、保証規定
に明記している通り、間違った取り扱いや設置、商品を維持する上での清掃の怠ったことによる故障、部品故障、損傷に対しての工賃、部品には責任は
ありません。  アメリカ、カナダ以外について - ヨシマサユーエスエーは、アメリカ、カナダ以外において販売され、もしくは使用された商品について、いか
なるクレーム、保証の責任はありません。  間違った電気接続について - ヨシマサユーエスエーは、間違った電気接続について生じた部品故障修理、取
替え、延長コードの使用、低ボルト、ボルト混信による修理に責任ありません。  故意に商品を改定改ざんよる保証不可について - 法律上罰せられる行
為による保証は認められません。ただし、上記で記述し、保証内容に適った冷蔵付寿司ネタケースについての二年の部品、工賃の保証、コンプレッサー
に関しては二年の部品、工賃保証に加え、プラス三年保証は除きます。他の全ての保証に代わり、これらの保証は独立したものとします。また、記述した
通り、故意の行為による商品保証、適用はできません。  リモートコンデンサーについて - ヨシマサユーエスエーは、購入したご本人様に対し、ヨシマサ
ユーエスエーが特定したメインテナンスサービス、適した使用のもとでの部品や製品の欠陥、すべてのキャビネット部品についてのリモートキャビネッ
ト一年部品補償範囲を保証します。この保証は、キャビネットのみに限定されます。ヨシマサユーエスエーは、リモートコンデンサー設備に関しての一切
の責任は負いかねませんので、ご注意下さい。

冷蔵なし（リモート）寿司ネタケース、モデル　YMSC-３M, YMSC-4M, YMSC-5M, YMSC-6Mは、一年のみの部品保証となります。設備に備え付けられ
ている保証カードは、設備設置後すぐに（１２日以内に）ヨシマサユーエスーエーに返送され、保証書記載内容に基づいて実施となります。保証登録カ
ードが返送されなかった場合は、自動的に全ての保証が無効となりますので、ご注意下さい。



修理依頼票
保証サービスに関するお問い合わせは、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選び下さい。

• ヨシマサユーエスエーのウエブサイトにアクセスし、メインメニューの保証、登録票をクリックして下さい。
• メール register@YOSHIMASAusa.com  • フリーダイヤル　電話 1-800-789-9835, ファックス 1-800-789-9836

• 住所 YOSHIMASA USA, INC., 2730 Monterey St. #103, Torrance, CA 90503, USA

全ての保証サービスのお問い合わせには、商品の原本送り状が必要です。

Customer Information 
名前: ______________________________________________   日付: ________________________

Contact Information 
会社名: _________________________________________________________________________ 
 
電話番号: _________________________________   ファックス番号: ________________________

住所: ___________________________________________________________________________

Product Information

商品: ___________________________________________________________________________

モデル名: __________________________   シリアル番号: ________________________________

購入日: ____________________   特約店: _____________________________________________

Preferred service Date & Time

希望修理日: __________________________________   時間: _____________________________

Warranty Registration

商品の保証カードを既に登録しましたか？  □ はい   □ いいえ

商品購入後、もしくは設置後12日以内に商品の保証登録されな
い場合、自動的にお客様の保証は全て無効となりますので、ご注
意願います。いかなるサービスを依頼する前に、お客様の保証カ
ードが登録されているかどうかご確認願います。

Problem Description

故障症状（故障時の様子）を記入して下さい。

ヨシマサユーエスエー株式会社
2730 Monterey St. #103, Torrance, CA 90503, USA
電話(310)533-1111/(800)789-9835 ファックス(310)533-1117/(800)789-9836
www.YOSHIMASAusa.com, info@YOSHIMASAusa.com



名前 :  ________________________ / _____________________     会社名 : ___________________________________________________________ 
                  名                                                                                          姓

住所 : _________________________________________________ / _________________________ /____________ / __________ / _____________
                  通り                                                                                                                     市                                                                 州                                       郵便番号                         国名

担当者: _______________________ / _________________________ / _______________________________ / _____________________________
                          電話                                                                                   ファックス                       メール　            ウエブサイト

商品: ___________________ / ______________________ / ___________________________________ / __________________________________
                         モデル名                                                   シリアル番号                                                         購入日                                                                                                                        設置日

設置場所: _________________ / ____________________________________________________________________________________________
                                                                                                           上記住所と同じ (はい/いいえ)       商品設置場所が上記と異なる場合は、商品を設置した住所をご記入願います。

1.	どのようにしてヨシマサの商品をお知りになりましたか？
                 � 営業マン                                � インターネット                                         �  雑誌 
                 � 口伝え                   � 店頭ディスプレイ 
                 � カタログ                                 � その他 (詳細を記入願います。) : ___________________________________________________________

2. いつ商品を購入することを決めましたか？
                 � 店頭にて                                � 店に来る前に

3. 寿司ネタケースについての主なる情報源は何ですか？	（２つまで選択できます）
                 � 営業マン                                � インターネット                                         �  雑誌 
                 � 口伝え                                     � 店頭ディスプレイ 
                 � カタログ                                 � その他 (詳細を記入願います。)  : ___________________________________________________________

4. この商品の購入にあたって、最も重要な要素は何ですか？	（２つまで選択できます）
                 � 以前からの知識                    � 機能、品質                                                 � ブランド評判 
                 � 設計                                           � 価格                                  
                 � その他 (詳細を記入願います。) : __________________________________________________________________________________

5. この商品を購入した第一の理由はどれですか？	（２つまで選択できます）
                 � 設計                                           � ブランド評判                                           � 価格 
                 � 使い易さ                                  � 機能の良さ 
                 � サイズ                                       � その他 (詳細を記入願います。) : _________________________________________________________

6. ヨシマサの商品をどのように評価しますか？
                 � 大変良い                                  � 良い                                                            � まあまあ                                                � 良くない

7. 近い将来、ヨシマサの他の商品を購入したいと思いますか？
                 � はい、理由は :  _________________________________________________________________________________________________

                 � いいえ、理由は : ________________________________________________________________________________________________

8. 7番ではいとお答えになった方にお伺い致します。直ちに、ヨシマサの商品を購入したいという計画はありますか？
       お客様が必要している品目は何ですか？ _________________________________________________________________________________

       どれくらいすぐに購入計画がありますか？ ________________________________________________________________________________

9 ご意見、ご感想あれば、記入願います。:


