
正確な温度制御で一貫した調理を実現

■飲食のことなら何でもお気軽にご相談ください。<新規OPEN・リニューアル･メニュー・厨房全般>■機種は多数取り揃えております。■各種クレジット及びリースも承ります。【詳しくは担当営業までお問合せください。】■価格はすべて消費税別です。■クレジットは税込価格になります。■取付け搬入費等は、別途見積りさせて頂きます。■各種クレジット及びリースも承ります。【詳しくは担当営業までお問合せください。】■価格はすべて消費税別です。■クレジットは税込価格になります。■取付け搬入費等は、別途見積りさせて頂きます。

クレジット払い
OK!

　　　　　　300
間口570×奥行460×高さ430mm

定価281,000円

        HC-13E
間口170×奥行300×高さ320mm

定価61,000円

○電源/単相100V
○処理能力/４kg/3分

電動ネギー

手動式ミートスライサー

MC-2000BL【2.0L】
間口230×奥行270×高さ515mm

定価130,000円

○電源/単相100V　○回転数/２４０００回/分
○容器容量/2.0L　○HOT８０℃までOK,
クラッシュアイス対応

エスシーテクノ

2.0Lブレンダー

クレジット払い
OK!

144,000円

　　　　　　S-12B
【処理能力125～150ｋｇ/時】
間口245×奥行550×高さ440mm

定価180,000円

□クレジット月々税込7,000円×24回

144,000円

96,400円96,400円

電動式ミートチョッパー

クレジット払い
OK!131,040円

         CS-70
間口378×奥行392×高さ438mm 定価168,000円

□クレジット月々税込6,370円×24回

131,040円

○電源/単相100V○投入口/232×137×140（２個）
○処理能力/約13～15玉/30分○厚さ調整/0.3ｍｍ～5ｍｍ
（オプション・玉ネギ用アタッチメント）

○電源/単相100V
　　○定格消費電力 [50Hz]160W 

　　[60Hz]150W
　　○定格時間 30分

電動キャベツー

40,600円

V-150B
間口230×奥行272×高さ380mm

定価58,000円

40,600円

47,580円47,580円

97,500円97,500円

バーチカル
フードカッター
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　　　　　　250
間口485×奥行400×高さ380mm

定価207,600円

67,800円67,800円

206

213

210

　　　　　　MC-1500FPM【3.0L】
間口280×奥行315×高さ480mm

定価120,000円

○電源/単相100V○回転数/1500 ｒ.ｐ.ｍ
○容器容量/2.6L○用途/切る、刻む、混ぜる、練る。
（各種付属品付）

FMI

フードプロセッサー2.6L

90,000円90,000円

212

　　　　　　RM-3200VD【2.6L】
間口190×奥行230×高さ380mm

定価53,000円

37,800円37,800円

211

214

208

139,320円

　　　　　　MC-12C-2
【処理能力100～150ｋｇ/時】
間口270×奥行540×高さ315mm

定価162,000円

□クレジット月々税込6,770円×24回 □クレジット月々税込8,750円×12回

139,320円

209
215

面倒なネギ細切りが一瞬でできて、操作、清掃も簡単！！

キャベツ、玉ネギ等のミジン切り機。

薬味切り＆はす切りを
一台でこなす
便利なネギ切り機。

厚みを正確に測れるスケール付！！

処理能力
キャベツ約2.0～3.6kg/分

クレジット払い
OK!

110,500円

         T-30【2.5mm刃】
間口400×奥行230×高さ400mm

定価170,000円

□クレジット月々税込10,740円×12回

110,500円

○電源/単相100V　0.4ｋｗ
○処理能力/長ネギ1本/約2秒
○衛生的でメンテ簡単、環境にやさしい。

○電源/単相100V
○投入口サイズ　105×87ｍｍ

　　○定格消費電力 150W
　　○定格時間 30分

白髪ネギ切シュレットスライサー

49,800円

OL-40
間口200×奥行300×高さ300mm

定価62,000円

49,800円

電動大根
トロロオロシ

217

123,500円

         T-22【1.7mm刃】
間口400×奥行230×高さ400mm

定価190,000円

□クレジット月々税込6,010円×24回

123,500円

216

218

処理能力

■価格はすべて消費税別です。

　クレジットは税込価格になります。

■取付け搬入費等は、別途お見積りさせて頂ます。

9：00～18：00営業時間

　 　 　 　　　　　　　SD82GA
【ガスブースター付8.800kcal、必要給湯温度43℃以上】　　　　

○ラック処理数　55ラック/時　

サニージェット 　　

ドアタイプ食器洗浄機　（ガスブースター付）

OK!

クレジット181

　 　 　 　　　　　　　SD82EA6
【三相200V6．7kw、必要給湯温度55℃以上】　　　　　

180

SD-53E6【三相200V6．0kw、必要給湯温度40℃以上】

サニージェット（ブースター内臓）

食器洗浄機　（アンダーカウンタータイプ）

クレジット払い 払いOK!179

SD-53E3【三相200V3．0kw、必要給湯温度60℃以上】　　　　

間口600×奥行600×高さ850mm　
間口600×奥行605×高さ1795mm　定価1,180,000円　

間口600×奥行605×高さ1795mm　定価1,180,000円　間口600×奥行600×高さ850mm　

定価1,060,000円
間口431×奥行334.5×高さ348mm　
定価29,000円

間口450×奥行421×高さ425mm　

定価36,600円

定価1,090,000円

178

50OFF
%50OFF
%

OFF
%50OFF
%

　　　　　　　ＲＲ-30ＳI【3升用】

リンナイ ＜千円紙幣対応＞

＜千円紙幣対応＞

＜高額紙幣対応＞

ガス炊飯器

189

188

■実施
　　期間 ： 日　月第２弾

タイガー　

電子ジャー（木目）

191

190

400ＴＵＢ3-H

＜ブースター内蔵型＞

食器洗浄機　
（アンダーカウンタータイプ）

183
クレジット払い
OK!

　　　　　　SD74ＥＡ6

○電源/三相200Ｖ　7.0ｋｗ
○ラック処理数　60ラック/ｈ
○必要給湯温度/55℃以上　　

サニージェット
＜電気式＞＜ガス式もあります。＞　　
＜パススルータイプ＞＜左右連動ドア＞

185

186

使用例

○ラック処理数　60ラック/ｈ　
○ドア向は３タイプ有ます。　

○ラック処理数　
　　65ラック/ｈ　

サニージェット＜回転ドアタイプ＞

食器洗浄機　（ブースター内臓型）

　 　 　 　400ＴＵＢ3
間口600×奥行600×高さ800mm 間口600×奥行600×高さ850mm

間口600×奥行600×高さ1290mm

定価1,100,000円

間口600×奥行600×高さ1280mm　定価960,000円

間口600×奥行600×高さ1280mm　定価990,000円

間口412×奥行337×高さ367mm
定価31,000円

間口600×奥行605×高さ1795mm　定価1,330,000円

定価1,156,000円

定価1,090,000円

182

クレジット払い
OK!

48OFF
%48OFF
%

※写真の本体両サイドの
   テーブルは別売品
   となります。

※写真の本体両サイドのテーブルは
　　別売品となります

※写真の本体
サイドのテーブルは
別売品となります

○電源/三相200V　3.0ｋｗ
○ラック処理数　40ラック/時
○必要給湯温度/60℃

回転ドアタイプ食器洗浄機
（ブースター内臓型）

クレジット払い
OK!

45OFF
%
OFF
%

48OFF
%

184　　　　　　SD64ＥＡ3

　　　　　　SD64ＥＡ6

〇スクエアスプレー採用ですすぎ湯使用量を
　　１ラックあたり２． ２Ｌに削減。
〇水から使えるガスブースタを一体化。

、

 2.2Lのトリプルアームノズル
ドアタイプ食器洗浄機。

クレジット払い
OK!

ＳＤ113ＧＳB

。

サニージェット＜ドアタイプ＞

食器洗浄機

187

タイガー

ステンレス電子ジャー

　 　 　 　194

195

197　 　 　 　

リンナイ

196　 　 　 　

ガス炊飯器
4升、5升用
※写真は、RR-50SIです。

236　

235　 3B1 OS600N

OS800N4B1

高湿ディスプレイケース

※写真は、HKD-4B1です。

238　 　 　 　

タイジ

237　 　 　 　

温蔵ショーケース

パロマ

ガス炊飯器

193

　　　　　　PR-403SF【2升用・内釜フッ素仕様】
間口435×奥行358×高さ270mm
定価30,000円

　　　　　　JHA-400A【2升用】

間口435×奥行358×高さ315mm
定価32,000円

　　　　　　JHA-540A【3升用】

192

クレジット払い
OK!

601ＤＴ

○電源/単相100Ｖ
○洗米処理量/1ｋｇ～6ｋｇ（7合～4升）
○研ぎ方切替えスイッチ付。
○内釜やタッパー容器に合わせて、
　　高さ調整ができます。

＜卓上式・パック米対応＞

米投入型自動洗米機

199

198

「節水、味わい、念入り」の３種・高さ調整できます。

□鍋の中でお米が対流し、
　　ふっくら美味しいご飯が
　　炊きあがります。

お米が対流します！！

洗米した米と、計量した
水をタッパーに入れて、
冷蔵庫に重ねて保管
すると便利です。

ジャーへ移すとき便利です。

2升用

炊飯リング（炊飯ネット用） 

炊飯ネット

定価9,000円

定価9,900円

定価1,870円

定価2,000円

200 3升用

201 Ｍ 1～3升用

203 1升用

浸漬米保存容器

223 １０００枚入り　 224 225

204 2升用

3升用205

202 Ｌ 3～5升用

食器洗浄機なら、手洗いよりもこんなにおトク！！

手洗い

10,471円

3,226円

400TUB3

ランニングコストは 洗浄スピードは 破損率は

５
１

約 ５
１

約５2～ 倍

その差毎月

7,245円

○電源/単相100V
○内寸法/W255×D320×H55
○容量/1ｋｇまで
○最大包材寸法/W200×D320

○奥行わずか２５ｃｍの卓上型で
　　設置場所を選びません。
○品目ボタン３０個（LEDライト搭載）
　　ボタンごと独立ため鮮明に表示。

     H-282
間口320×奥行575×高さ446mm

定価585,000円

ホットパック
真空包装機

221

できたてアツアツそのままパック、
（60℃～95℃）

クレジット払い
OK!

412,250円

     280A
間口318×奥行456×高さ375mm

定価418,000円

□クレジット月々税込6,450円×72回

355,300円

○電源/単相100V
○内寸法/W255×D320×H100
○容量/７L
○最大包材寸法/W200×D320

○電源/単相100V
○内寸法/W350×D453×H60
○容量/3ｋｇまで
○最大包材寸法/W300×D450

スタンダード型
真空包装機

クレジット払い
OK!

763,300円

     H-382
間口418×奥行641×高さ465mm

定価898,000円

□クレジット月々税込13,850円×72回

763,300円

ホットパック
真空包装機

220

46,000円

     SA15jp
間口100×奥行128×高さ372mm

46,000円

228

18,000円

     加熱式ヒーター1.0ｋｗ

間口64×奥行75×高さ555mm

18,000円

226

11,70
     R-75

11,700円

227

222

クレジット払い
OK!

クレジット払い
OK!

     VMT-120【30口座】
間口340×奥行250×高さ550mm

ボタン式券売機

229

クレジット払い
OK!548,000円

     VT-S20【24口座】
間口310×奥行250×高さ575mm

□クレジット月々税込9,950円×72回

548,000円

ボタン式券売機

230

クレジット払い
OK!

○15インチ液晶タッチパネル搭載で、
　　お客様のメニュー選択時間を短縮。
○1画面に最大25メニュー、4画面まで
　　設定（最大100メニュー）10パターンから
　　ボタンレイアウトが選択可能。

○庫内温度（周囲温度25℃）　0℃～10℃調節可能
○庫内湿度　約60～80％（平均値）
　　

○温度調節　可変式サーモスタット
○庫内温度：標準温度30℃～90℃
　　

○設置場所を選ばない奥行250ｍｍ。
　　カウンターやテーブルにも設置可能。
○選べる感熱ロール紙。
　　厚紙タイプまたは薄紙タイプから
　　選択できます。

クレジット払い
OK!

1,128,000円

     VMT-601S【100口座】
間口440×奥行360×高さ745mm

間口895×奥行477×高さ730mm

定価529,000円

間口1195×奥行477×高さ730mm

定価583,000円

間口600×奥行350×高さ465mm

定価120,000円

間口600×奥行350×高さ605mm

定価150,000円

□クレジット月々税込20,470円×72回

1,128,000円

425,590円
□クレジット月々税込7,730円×72回

425,590円

386,170円
□クレジット月々税込7,010円×72回

386,170円

112,500円
□クレジット月々税込10,940円×12回

112,500円

90,000円
□クレジット月々税込8,750円×12回

90,000円

タッチパネル式券売機

231

20,900円

     中継器　T02

20,900円

コードレスチャイム

234

2,565円

　 　 　 　 　 　 　 　 　 T03

2,565円

233

25,650円

     受信機　T01

25,650円

232

232

233

233

234

         JUMBO PLUS
間口320×奥行450×高さ300mm
真空層槽寸法/間口280×奥行310×高さ85mm

定価547,000円

○電源/単相100V
○吸引能力/8ｃｍ3/ｈ
○シール最大寸法/W260

○電源/単相100V
○吸引能力/8ｃｍ3/ｈ
○シール最大寸法/W260

真空包装機真空包装機

219

■ヒーター材質：高耐蝕性ステンレス 
■容量：1kW 
■温度調節範囲：0℃ ～120℃ 
■材質：（ヒーター部）ステンレス
■本体長さ：455mm 
■電源：AC100V　50/60Hz 
■電源コード長：2m（プラグ付き） 

①低温キーパー　

②寸胴鍋用
バイメタル温度計

使用写真

●生の食材または調理した食材を調味液と一緒に真空包装し湯煎などにより低

温で加熱　　調理する調理法です。

●真空包装をすることで調味液が食材にしみ込みます。

●食材を真空パックの中に密閉して加熱するので、

　　うまみや風味を食材の中に封じ込めた　　　状態で調理できます。

●真空パックの状態で調理するので、

　　手や指が直接食材に触れませんので、衛生的です。

●酸化による食品の劣化を抑制します

今話題の、低温調理に挑戦しませんか？
64mm75mm

100mm

455mm

60℃～80℃に

キープで、低温調理

※保温専用ですので、
ある程度あったかい温度
からスタートしてください。

設定温度を
キープ！！

食器洗浄機

調理機を使って省力化！！

おすすめします！！

炊飯・洗米・保温 真空包装機

ディスプレー・ショーケース

スライサー・プロセッサー・カッター

券売機・コードレスチャイム

テイクアウトに力を入れる！！

人手不足を追求！！しっかり仕込んで、スピード対応！！人手不足解消・スピードUP等の、厨房の省力化商品！！

下取りセール実施中

送信機及び消去器

■人件費：850 円 / 時間　■水道代：366 円 / ㎡ （上下水道代）　■電気代：三相 200V　16 円 /kwh  単相100V　27円 /kwh
■ガス代：109 円 /12.8kw　( ガス種13A、 水道水15℃、 熱効率 75％)■洗剤代：手洗い　中性 300 円 /kg ・洗浄機　アルカリ性 600 円 /kg　■洗剤温度：0.1％

間口513×奥行410×高さ414mm
定価36,600円

　　　　　　PR-6DSS【3升用】

間口525×奥行481×高さ447mm
定価45,200円

間口415×奥行530×高さ890mm
定価660,000円

　　　　　　RR-50SI【5升用】

間口525×奥行481×高さ421mm
定価41,400円

　　　　　　RR-40SI【4升用】

間口435×奥行358×高さ270mm　

定価28,400円

　　　　　　ＪＨＡ‐40００【2升用】

間口435×奥行358×高さ315mm　

定価30,500円

　　　　　　ＪＨＡ‐54００【3升用】

人件費洗剤代
水道・ガス・
電気代

□クレジット月々税込9,620円×72回

530,000円530,000円

□クレジット月々税込9,890円×72回

545,000円545,000円

□クレジット月々税込10,710円×72回

590,000円590,000円

□クレジット月々税込5,960円×72回

206,700円328,200円
□クレジット月々税込9,030円×72回

497,250円497,250円
□クレジット月々税込9,950円×72回

548,000円548,000円

21,460円21,460円

27,084円27,084円

19,880円19,880円

21,350円21,350円□クレジット月々税込10,710円×72回

590,000円590,000円
各10台限り

605,000円
□クレジット月々税込10,980円×72回 □クレジット月々税込11,540円×72回

605,000円 635,800円635,800円

□クレジット月々税込6,590円×12回

□クレジット月々税込9,370円×12回 □クレジット月々税込9,480円×12回

□クレジット月々税込10,290円×72回

566,800円566,800円
□クレジット月々税込12,550円×72回

691,600円691,600円
□クレジット月々税込9,220円×72回

508,200円508,200円

499,200円
□クレジット月々税込9,060円×72回

□クレジット月々税込9,340円×72回

499,200円

29,280円29,280円

24,800円24,800円

35,256円35,256円

5,2205,220円

5,742円5,742円

1,039円1,039円

7,985円7,985円 5,989円5,989円 11,896円11,896円

1,424円1,424円

1,732円1,732円

820円820円

850円850円

32,292円32,292円

24,000円24,000円

22,500円22,500円

514,800円514,800円

真空調理とは

メリット

48OFF
%48OFF
%

 大根1本約1kg
　　1～2本/分

幅150×長さ250×厚み0.07mm

定価8,800円

5００枚入り　
幅200×長さ300×厚み0.07mm

定価6,600円

5００枚入り　
幅300×長さ400×厚み0.07mm

定価13,100円

ホットパック
推奨フイルム

使用例

使用例

カウンターやテーブルにも設置可能、
置く場所を選ばないコンパクトボディー。

紙幣：一万円札、五千円札、二千円札、千円札
硬貨：500円、100円、50円10円

○使用可能通貨

紙幣：千円札
硬貨：500円、100円、50円10円　

○使用可能通貨

紙幣：千円札
硬貨：500円、100円、50円10円　

〇使用可能通貨

〇送信器は60台まで登録可能。
　　呼出し順に、左から５件表示し、
　　さらに５件までメモリー可。

〇表示件数：５件＋メモリー５件。
　　呼出し順に、左から５件表示し、
　　さらに５件までメモリー可。

〇経過時間を認識できる
　　２段階点滅。
　　呼出し後、１分経過する表示が
　　（遅く）点滅し、さらに１分経で
　　（早く）点滅するので対応遅れを
　　認識可能。

〇二重呼出し防止機能。
　　最初の呼出しが消去される
　　までは、同じ送信器からの
　　呼出しは表示しない、
　　二重呼出し防止機能。

呼出し順に表示するので、順番間違えがなく
お客様を待たせません。
料理店様に最適なワイヤレスコードシステム。

配線工事不要！！

消去器
（送信器兼用）
1台の送信機を、
消去器に切り替えて、
ご使用します。

送信器

中継器

受信機

激安厨房コーナー超超
限界に挑戦！！

クレジット払い
OK!

クレジット払い
OK!

POP効果で 売上UP ！！

○ラック処理数　50ラック/時

400ＴＵＢ3400ＴＵＢ3-H

　　　　　　　ＲＲ-20ＳＦ2【2升用・内釜フッ素仕様】

【三相200V4．0kw、必要給湯温度69℃以上】　　　　

【三相200V7．0kw、必要給湯温度55℃以上】　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ガスブースター付16.000kcal、
三相200V5．0kw、必要給湯温度10℃以上】　　　　

①

②

各10台限り各３台限り各３台限り

■電源　100V　
■消費電力　800W
■最大適応水量　16.7L
■最小表示　０．１ ℃
■重量　1.75kg

真空低温調理器スーヴィードシェフ

電気用品安全法
　　基準適合品

「スーヴィード
かんたん
料理ガイド」付

０．０℃～99.9℃の
範囲で０．１ ℃刻みで
温度調整可能

ここにお湯の温度が表示されます。

ＧＫＳの自信作。

ＧＫＳのホームページは、

こちらから。

http://gks.sakuraweb.com

全国の様々な業種・業態のお客様のニーズにお応えした自信の施工例です。
膨大な数がある中のほんの一例です。

創作ダイニング
Mimosa Dining　下中野本店 Mimosa Dining 店内 総合病院

名古屋大学 ラーメン我ガ

総合店舗設計・施工

庭園レストラン厨房

■価格はすべて消費税別です。

　クレジットは税込価格になります。

■取付け搬入費等は、別途お見積りさせて頂ます。

8：30～17：30営業時間

2018.　５/７日　　～9/30日


