
2022.06.15更新
株式会社カルモア

２層 ３層

ﾌｨﾙﾀｰ ¥124,000 ¥186,000
ﾕﾆｯﾄ価格

1段1列 合計 ¥424,000 ¥486,000
ﾌｨﾙﾀｰ ¥248,000 ¥372,000

ﾕﾆｯﾄ価格
1段2列 合計 ¥668,000 ¥792,000

ﾌｨﾙﾀｰ ¥372,000 ¥558,000
ﾕﾆｯﾄ価格

1段3列 合計 ¥862,000 ¥1,048,000
ﾌｨﾙﾀｰ ¥496,000 ¥744,000

ﾕﾆｯﾄ価格
2段2列 合計 ¥1,046,000 ¥1,294,000

ﾌｨﾙﾀｰ ¥744,000 ¥1,116,000
ﾕﾆｯﾄ価格

2段3列 合計 ¥1,524,000 ¥1,896,000
ﾌｨﾙﾀｰ ¥1,116,000 ¥1,674,000

ﾕﾆｯﾄ価格
3段3列 合計 ¥1,946,000 ¥2,504,000

ﾌｨﾙﾀｰ ¥1,488,000 ¥2,232,000
ﾕﾆｯﾄ価格

3段４列 合計 ¥2,468,000 ¥3,212,000
ﾌｨﾙﾀｰ ¥1,488,000 ¥2,232,000

ﾕﾆｯﾄ価格
4段3列 合計 ¥2,468,000 ¥3,212,000

ﾌｨﾙﾀｰ ¥1,984,000 ¥2,976,000
ﾕﾆｯﾄ価格

4段4列 合計 ¥3,214,000 ¥4,206,000
ﾌｨﾙﾀｰ ¥2,480,000 ¥3,720,000

ﾕﾆｯﾄ価格
4段5列 合計 ¥4,340,000 ¥5,580,000

ﾌｨﾙﾀｰ ¥2,480,000 ¥3,720,000
ﾕﾆｯﾄ価格

5段4列 合計 ¥4,340,000 ¥5,580,000
ﾌｨﾙﾀｰ ¥3,100,000 ¥4,650,000

ﾕﾆｯﾄ価格
5段5列 合計 ¥5,080,000 ¥6,630,000

ﾌｨﾙﾀｰ ¥3,720,000 ¥5,580,000
ﾕﾆｯﾄ価格

5段6列 合計 ¥6,180,000 ¥8,040,000
ﾌｨﾙﾀｰ ¥3,720,000 ¥5,580,000

ﾕﾆｯﾄ価格
6段5列 合計 ¥6,180,000 ¥8,040,000

ﾌｨﾙﾀｰ ¥4,464,000 ¥6,696,000
ﾕﾆｯﾄ価格

6段6列 合計 ¥7,164,000 ¥9,396,000
ﾌｨﾙﾀｰ ¥5,208,000 ¥7,812,000

ﾕﾆｯﾄ価格
6段7列 合計 ¥8,448,000 ¥11,052,000

ﾌｨﾙﾀｰ ¥5,208,000 ¥7,812,000
ﾕﾆｯﾄ価格

7段6列 合計 ¥8,448,000 ¥11,052,000
ﾌｨﾙﾀｰ 6,076,000 ¥9,114,000

ﾕﾆｯﾄ価格
7段7列 合計 ¥9,696,000 ¥12,734,000

①
②
③

（例：850CMHまで対応で3層実装タイプ。『ZG-850-3』 等。）
⑤

製品の型番は、型式名の後に層数を表す数字を付けてご用命下さい。

備考
上記価格は定価であり、消費税は含まれておりません。
上記価格には、ゼオガイア脱臭装置の運送費、フィルター取付費等の諸経費は含まれておりません。
ゼオガイア脱臭装置は床置きタイプですので、設置場所はフラットな床ベースとして下さい。

④
多量の油煙や粉塵等が発生する店舗の想定に備え、簡易グリスフィルターをゼオガイアフィルターの前段に
設けております。このフィルターは半年～1年で交換が必要です。

17 ZG-36000H
～36,000CMH

¥3,240,000

18 ZG-42000
～42,000CMH

¥3,620,000

15 ZG-31000
～31,000CMH

¥2,700,000

16 ZG-36000W
～36,000CMH

¥3,240,000

13 ZG-25000W
～25,000CMH

¥2,460,000

14 ZG-25000H
～25,000CMH

¥2,460,000

11 ZG-17000H
～17,000CMH

¥1,860,000

12 ZG-21000
～21,000CMH

¥1,980,000

9 ZG-14000
～14,000CMH

¥1,230,000

10 ZG-17000W
～17,000CMH

¥1,860,000

7 ZG-10000W
～10,000CMH

¥980,000

8 ZG-10000H
～10,000CMH

¥980,000

5 ZG-5200
～5,200CMH

¥780,000

6 ZG-7800
～7,800CMH

¥830,000

3 ZG-2600
～2,600CMH

¥490,000

4 ZG-3500
～3,500CMH

¥550,000

1 ZG-850
～850CMH

¥300,000

2 ZG-1700
～1,700CMH

¥420,000

フラット型　ゼオガイア脱臭装置　標準パッケージユニット　定価表

No 型式 対応風量

定価

フィルター数



2022.06.15更新

株式会社カルモア

２層 ３層

ﾌｨﾙﾀｰ ¥6,944,000 ¥10,416,000

ﾕﾆｯﾄ価格

7段4列2面 合計 ¥11,264,000 ¥14,736,000

ﾌｨﾙﾀｰ ¥8,680,000 ¥13,020,000

ﾕﾆｯﾄ価格

7段5列2面 合計 ¥13,440,000 ¥17,780,000

ﾌｨﾙﾀｰ ¥10,416,000 ¥15,624,000

ﾕﾆｯﾄ価格

7段6列2面 合計 ¥16,196,000 ¥21,404,000

ﾌｨﾙﾀｰ ¥12,152,000 ¥18,228,000

ﾕﾆｯﾄ価格

7段7列2面 合計 ¥18,992,000 ¥25,068,000

ﾌｨﾙﾀｰ ¥13,888,000 ¥20,832,000

ﾕﾆｯﾄ価格

7段4列4面 合計 ¥21,878,000 ¥28,822,000

ﾌｨﾙﾀｰ ¥17,360,000 ¥26,040,000

ﾕﾆｯﾄ価格

7段5列4面 合計 ¥27,200,000 ¥35,880,000

ﾌｨﾙﾀｰ ¥20,832,000 ¥31,248,000

ﾕﾆｯﾄ価格

7段6列4面 合計 ¥32,852,000 ¥43,268,000

ﾌｨﾙﾀｰ ¥24,304,000 ¥36,456,000

ﾕﾆｯﾄ価格

7段7列4面 合計 ¥38,564,000 ¥50,716,000

ﾌｨﾙﾀｰ ¥27,776,000 ¥41,664,000

ﾕﾆｯﾄ価格

7段8列4面 合計 ¥44,936,000 ¥58,824,000

①

②

③

（例：850CMHまで対応で3層実装タイプ。『ZG-850-3』 等。）
⑤

製品の型番は、型式名の後に段数を表す数字を付けてご用命下さい。

上記価格は定価であり、消費税は含まれておりません。

上記価格には、ゼオガイア脱臭装置の運送費、フィルター取付費等の諸経費は含まれておりません。

ゼオガイア脱臭装置は床置きタイプですので、設置場所はフラットな床ベースとして下さい。

④
多量の油煙や粉塵等が発生する店舗の想定に備え、簡易グリスフィルターをゼオガイアフィルターの前段に

設けております。このフィルターは半年～1年で交換が必要です。

9 ZG-W-196000
～196,000CMH

¥17,160,000

備考

7 ZG-W-147000
～147,000CMH

¥12,020,000

8 ZG-W-171000
～171,000CMH

¥14,260,000

5 ZG-W-98000
～98,000CMH

¥7,990,000

6 ZG-W-120000
～120,000CMH

¥9,840,000

3 ZG-V-73000
～73,000CMH

¥5,780,000

4 ZG-V-85000
～85,000CMH

¥6,840,000

1 ZG-V-49000
～49,000CMH

¥4,320,000

2 ZG-V-61000
～61,000CMH

¥4,760,000

V～W型　ゼオガイア脱臭装置　標準パッケージユニット　定価

No 型式 対応風量

定価

フィルター数


