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機械にできることを機械に任せると…

繁忙時間帯における作業効率が大幅に改善され、
時間的な余裕が生まれます。

余裕はスタッフの心にゆとりをもたらし、
接客サービスに注力できます。

接遇の充実は、より上質なおもてなしを生み出します。

より上質な、おもてなしを。
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スピーディーな配膳で
「出来立て」を提供。

お待たせしないスピーディな配膳
で「出来立てのおいしさ」をご提供。
計画的で手際の良い
配膳・下膳で、お客様に最後まで
快適な食空間を演出できます。

作業効率の改善で
新たな価値を生み出す。

宴会・部屋食サービスの繁忙時間
帯におけるスタッフの作業動線が
大幅に簡略化（同一フロアの移動の
み）されることから、本来の接客業務
に集中することが可能となります。

安心・安全な
作業環境を提供。

食膳（食器）用コンテナを安全に自
動搬送（垂直搬送）するシステムで、
人は乗れない構造となっており、コ
ンテナおよび本機を保護する各種
異常検知装置が完備されています。
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垂直搬送システムの概要

搬送物の規定 法的取扱い

設置スペース 使用方法

●「日本産業規格（JIS）」では、垂直スラットコンベヤ、垂直往復コンベヤ、
垂直トレーコンベヤとして規定されています。



繁忙時間帯における現状の作業動線を確
認・検証してみませんか？
ボトルネックは、食膳（食器）の往復運搬
作業ではないでしょうか？
ホクショーは、単純な往復運搬作業を自
動化するシステムにおいて豊富な実績が
あります。

現状の作業動線を
見直してみませんか？導入前
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ホテル・旅館や宴会施設において、接客スタッフの主な高負
荷業務は料理の提供であり、その片付けも同時に行なわなけ
ればなりません。時間帯が集中している状況で、厨房から客
室や宴会場までの往復運搬作業の効率を高めることは不可避
の課題と言えますが、労働集約型（人海戦術）ではおのずと
限界があります。
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温かいうちに
運んでよ。

やっと
エレベーターが

来たわ。

お客さまが
乗れるかしら。

あとどのくらい
運ばないと

いけないのかしら？

すいません。
もう少しお待ち
いただけますか？

片付け量が多くて
大変だわ。

自動搬送にしたから
これからは人員を効率的に

配置ができるね。
今までに出来なかった
お客さまへのサービスを

考えてみよう。

支配人
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個室担当

宴会場と
厨房との往復が無くなり、
素早く提供できるように

なったわ。

鮮度の大切な料理、
温かい料理、冷たい料理を

素早くお客さまに
提供できるのは

やっぱりうれしいね。

運搬効率が良くなって
時間的に余裕が
生まれたから、

お客さまへのサービスに
集中できるようになったわ。

料理長

宴会場担当

● 作業環境が大幅に改善されます。
● 計画的な運営（人員配置）が可能となります。
● より良い接遇環境を生み出します。

導入後
After

改善された作業動線を
ご覧ください。



食膳（食器）用コンテナ（配膳用コンテナ・ばんじゅう等）搬送対応機種のご紹介

豊富な機種で最適なシステムを構築

ケース搬送用

１～８階－任意階設定／連続ロットランダム搬送
目安搬送能力：約５００ケース／時

垂直仕分け搬送機「ハイトレー」納入事例

搬送方向形式イメージ

ケース搬送用

１～６階－任意階設定／往復ランダム搬送
目安搬送能力：約１００～１５０ケース／時

垂直往復搬送機「オートレーター」納入事例

搬送方向形式イメージ

ケース搬送用

１～４階－任意階設定／連続ロット搬送
目安搬送能力：約５００ケース／時

多階層対応垂直連続搬送機「多階式バーチレーター」納入事例

搬送方向形式イメージ

ケース搬送用

１～２階－固定／連続ロット搬送
目安搬送能力：約５００～１０００ケース／時

垂直連続搬送機「バーチレーター」納入事例

搬送方向形式イメージ

ホクショーウェブサイトへの簡単アクセスQRコードです。
［日本文サイト事例動画再生ページ］

ホクショーウェブサイトへの簡単アクセスQRコードです。
［日本文サイト事例動画再生ページ］

ホクショーウェブサイトへの簡単アクセスQRコードです。
［日本文サイト事例動画再生ページ］
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