
■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。

■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。】

GKS全国厨房ベストコレクション

HACCP

省力化

人手不足対策

厨房改革

生産性向上

第２弾地域を熟知した協会の知恵と力を結集、熱血価格のビッグセール！！

”料理人の夢”を、
プロ集団ＧＫＳの
総合力でお応えします。
”料理人の夢”をかたちに。お客様が快適で使いやすい

理想の厨房環境をプロ集団ＧＫＳがお応えいたします。

豊富な経験と知識を持つプロ集団ＧＫＳは、全国16府

県18社のネットワークで、理想の厨房環境作りを技術

開発から設計施工、生産、教育等にいたるまで総合的

にご提案。お客様の夢の実現に向けて貢献いたします。

44,850円

     SB-10T
間口324×奥行439×高さ159mm

定価59,800円

44,850円

160 ～２２０℃まで
温度設定できます。

リンナイ　

温調機能付揚物用
ガスコンロ

クレジット払い
OK!161,000円

     DF-020【油量20L】
間口450×奥行600×高さ800mm

定価207,000円

□クレジット月々税込7,830円×24回

161,000円

149,500円

     DF-015【油量15L】
間口360×奥行600×高さ800mm

定価192,000円

□クレジット月々税込7,270円×24回

149,500円

能力：コロッケ24ヶ
※写真は、DF-020です。

＜油量15～20L＞　

遠赤ガスフライヤー

クレジット払い
OK!288,100円

     U-3【鍋容量22L】
○ガス消費量/23,000kcal/h
間口650×奥行750×高さ750mm

定価430,000円

□クレジット月々税込6,100円×60回

288,100円

ガスゆで麺機
（7テボ用）

そば釜
（自動給水装置付）

クレジット払い
OK!425,600円

     GK-1【鍋容量30L】
○ガス消費量　25.000kcal/h
間口900×奥行1150×高さ780mm

定価608,000円

□クレジット月々税込7,730円×72回

425,600円

クレジット払い
OK!214,400円

     KU-60【有効内容積58L】
間口600×奥行600×高さ800mm

定価320,000円

□クレジット月々税込7,300円×36回

214,400円

○調理能力　KU-45（110食/ｈ）
　　　　　　　　　　　KU-60（160食/ｈ）

角型うどん釜

クレジット払い
OK!113,850円

     9 0 0 【有効焼面積790×110ｍｍ】
間口900×奥行220×高さ270mm

定価165,000円

□クレジット月々税込5,540円×24回

113,850円

＜耐火レンガタイプ＞

炭火用焼鳥器

クレジット払い
OK!

389,160円

     90ｓｔ【プロイラーロストル５００－6枚付】
間口900×奥行500×高さ400mm

定価564,000円

□クレジット月々税込7,060円×72回

389,160円

307,740円

    　 60ｓｔ
【プロイラーロストル５００－４枚付】
間口600×奥行500×高さ400mm

定価446,000円

□クレジット月々税込6,510円×60回

307,740円
※写真は、90ｓｔです。

＜ロストル付＞

溶岩石ステーキ焼器

11,040円

     

定価16,000円

11,040円

溶岩石（小粒）約10ｋｇ

クレジット払い
OK!

48,000円

     OZK3Ⅲ
【2600kcal/hバーナー3ケ】
間口715×奥行350×高さ180mm

定価64,000円

48,000円

オザキ

丼ぶり用ガステーブル

クレジット払い
OK!

     OZM-120R【トップバーナー大3、小2】
間口1200×奥行600×高さ800mm

定価405,000円

     OZM-90R
【トップバーナー大２、小１】
間口900×奥行600×高さ800mm

定価330,000円

オザキ

温調付ガスレンジ

クレジット払い
OK!154,700円

     CR-100
【二連式】【40,000kcal/h】
間口1000×奥行750×高さ750mm

定価238,000円

154,700円

115,700円

     CR-55【20,000kcal/h】
間口550×奥行750×高さ750mm

定価178,000円

115,700円

イタメレンジ

クレジット払い
OK!

クレジット払い
OK!

214,400円

     SGR-1222
【トップバーナΦ165:2 Φ90:A×2】
間口1200×奥行600×高さ800mm

定価320,000円

□クレジット月々税込7,300円×36回

214,400円

○点火方式/連続スパーク式○オーブン１

温調付ガスレンジ

クレジット払い
OK!298,500円

     CO-G5【ホテルパン2/3・５段式】
間口700×奥行530×高さ845mm

定価398,000円

□クレジット月々税込6,320円×60回

298,500円

223,500円

     CO-G3【ホテルパン2/3・３段式】
間口700×奥行530×高さ685mm

定価298,000円

□クレジット月々税込7,610円×36回

223,500円

○電源/単相100V
○デジタルサーモ付100℃～300℃
※写真は、CO-G5です。

＜3段式及び５段式＞

卓上型コンベクションオーブン

クレジット払い
OK!625,830円

     S13-G5【５段式】
間口700×奥行590×高さ905mm

定価907,000円

□クレジット月々税込11,360円×72回

625,830円

612,030円

     S13-G3【３段式】
間口700×奥行590×高さ770mm

定価887,000円

□クレジット月々税込11,110円×72回

612,030円

クレジット払い
OK!

     SCO-101GBCR【10段式】
間口840×奥行730×高さ1030mm

定価1,890,000円

□クレジット月々税込22,640円×72回

     SCO-61GBCR【7段式】
間口840×奥行730×高さ820mm

定価1,650,000円

□クレジット月々税込19,760円×72回

1,072,500円1,089,000円1,089,000円

1,072,500円1,247,400円1,247,400円

＜ホテルパン1/1、ガス式＞

スチームコンベクションオーブン

138

139

140

145

55,500円

     OZK4Ⅲ
【2600kcal/hバーナー４ケ】
間口479×奥行550×高さ180mm

定価74,000円

55,500円

146

134

135

149

150

151 152 158

194,970円

     SGR-0921
【トップバーナΦ165:2 Φ90:A×1】
間口900×奥行600×高さ800mm

定価291,000円

□クレジット月々税込6,640円×36回

194,970円

157

159

160

166

93,150円

     7 5 0
【有効焼面積640×110ｍｍ】
間口750×奥行220×高さ270mm

定価135,000円

□クレジット月々税込9,060円×12回

93,150円

165

156

176,210円

     KU-45【有効内容積40L】
間口450×奥行600×高さ800mm

定価263,000円

□クレジット月々税込8,570円×24回

176,210円

155

クレジット払い
OK!

     GP-46SV
○有効焼面積/W680×D400
間口988×奥行425×高さ602mm

定価173,800円

     GP-43SV
○有効焼面積/W330×D400
間口613×奥行425×高さ602mm

定価118,000円

リンナイ　＜上火式＞

ガス赤外線グリラー
129

130

171

169

170

172

173

174

175

オーブン内100℃～400℃の温度調整付。
オーブン内立消え安全装置付。

立消え安全装置付き。安全性・機能性を追及した
ウルトラモデル。

ライブ感あるキッチンにおすすめします。

炭火以上の焼上り！！

連続スパークで自動点火、 丼ぶりものに最適。

クレジット払い
OK!293,250円

     GU-066PG【有効内容積58L】
○カゴ数/3ケ
○ガス消費量/19,000kcal/h
間口600×奥行600×高さ800mm

定価391,000円

□クレジット月々税込6,210円×60回

293,250円

241,500円

     GU-046PG【有効内容積40L】
○カゴ数/２ケ
○ガス消費量/13,000kcal/h
間口450×奥行600×高さ800mm

定価322,000円

□クレジット月々税込6,390円×48回

241,500円

※写真は、GU-066PGです。

スパゲティー釜

153

154

（ホテルパン２/３サイズはオプションです）

（ホテルパンはオプションです） （ホテルパンはオプションです）

クレジット払い
OK!630,000円

     OZCSO-34
間口620×奥行600×高さ540mm

定価900,000円

□クレジット月々税込11,430円×72回

630,000円

オザキ＜ホテルパン2/3×３段、ガス式＞

スチームコンベクションオーブン

クレジット払い
OK!1,346,950

     AOS061GTG1
間口898×奥行915×高さ808mm

定価2,449,000円

□クレジット月々税込24,440円×72回

1,346,950円

○芯温コントロール付
○ハンドシャワー付

エレクトロ　ラックス＜ホテルパン1/1×6段　ガス式（ホテルパン別）＞

スチームコンベクション
オーブン

176 177

（ホテルパンはオプションです） （ホテルパンはオプションです）

＜電気式もあります＞

クレジット払い
OK!102,050円

     FL-3TＢH【単相200V/2.1kw】
間口464×奥行506×高さ125mm

定価157,000円

□クレジット月々税込9,920円×12回

102,050円

96,850円

     FL-3TB【単相100V/1.3kw】
間口464×奥行506×高さ125mm

定価149,000円

□クレジット月々税込9,420円×12回

96,850円

＜油量３～５L＞

＜パワーアップタイプ＞

天ぷら用電気フライヤー

クレジット払い
OK!133,500円

     F2-GA18-L16【油量16L】
間口450×奥行600×高さ800mm

定価178,000円

□クレジット月々税込6,490円×24回 □クレジット月々税込9,280円×12回 □クレジット月々税込7,520円×24回

□クレジット月々税込5,630円×24回

133,500円

122,250円

     F2-GA13-L12【油量12L】
間口350×奥行600×高さ800mm

定価163,000円

□クレジット月々税込5,950円×24回

122,250円

※写真は、F2-GA18-L16です。

＜省エネ　涼　＞

低油量式ガスフライヤー

141

142

143

144

油を節約しカラット仕上げます。

効率UPで
ラクラク厨房

敏速メンテ

GKSトータルサポートシステム

提案

開発 教育

設計
施工

販売

生産 サポート

お客様

匠
の
技

焼鳥器が売れてます。

いきなりステーキ等、今流行は溶岩石ステーキ！！

炭が旨い！！

37,120円

     G-65S【有効焼面積620×140ｍｍ】
間口700×奥行260×高さ185mm

定価48,000円

33,120円

28,980円

     G-55
【有効焼面積525×140ｍｍ】
間口605×奥行260×高さ185mm

定価42,000円

28,980円

※写真は、G-65Sです。

※写真は、900です。

※写真は、KU-60です。

ガス式焼鳥器

167

168

揚なべ 30ｃｍ
まで OK!!

○カラー/ブラック＆レッド
※写真は、S13-G5です。

※写真は、SCO-101GBCRです。

＜ホテルパン2/3用、電気有＞

ガス式スチームコンベクションオーブン

SGR-0921 SGR-1222

省力化・効率化商品が
激安価格で満載！！

省力化・効率化商品が
激安価格で満載！！

■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

各3台限り各3台限り

　 　 　 　 825C【5連】
間口780×奥行540×高さ164mm

定価86,000円

　 　 　 　 823E【3連】
間口780×奥行350×高さ164mm

定価56,100円

○バーナー１口＝３，５００Kcal/h
※写真は、M-825Cです。

＜ニュー飯城３連、５連＞

ガステーブルコンロ

38,709円

59,340円

各3台限り各3台限り

　 　 　 　 TS-208【946０ｋcal/h】
間口330×奥行525×高さ130mm

定価20,300円

　 　 　 　 TS-210【５８８０ｋcal/h】
間口330×奥行505×高さ125mm

定価12,800円

二重コンロ（羽根なし）

二重ハイカロリー
コンロ（羽根付）

7,800円

12,400円

各3台限り各3台限り

　 　 　 　 QL3-4FC
直径95×高さ430mm

定価40,000円

エバーピュア

浄水器

24,000円

各3台限り各3台限り

　 　 　 　 IS-60
間口600×奥行600×高さ800mm

定価60,500円

　 　 　 　 IS-45
間口450×奥行600×高さ800mm

定価57,500円

※写真は、TX-IS-60です。

一槽シンク

35,500円

37,300円

117

118

119

120

125

126

133

123

124

38,709円

59,340円

7,800円

12,400円

24,000円

　 　 　 　 QL3-2FC
直径95×高さ320mm

定価36,000円

21,600円

132

21,600円

35,500円

37,300円

”石焼鍋・つけ麺・かつ丼・
鍋焼きうどん等におすすめ”

各3台限り各３台限り

クレジット払い
OK!

□クレジット月々税込6,670円×12回

　 　 　 　 FL-8T【4～８L　天ぷら用】
間口265×奥行405×高さ190mm

定価94,000円

□クレジット月々税込6,740円×12回

　 　 　 　 FL-8B【4～８L　フライ用】
間口265×奥行405×高さ190mm

定価95,000円（税別）

卓上型ミニ電気フライヤー

69,350円

68,620円

115

116

69,350円

68,620円

クレジット払い
OK!

□クレジット月々税込7,760円×12回

　 　 　 　 GA-406B【新荒磯6号】
間口780×奥行580×高さ305mm

定価104,000円

　 　 　 　 GA-404B【新荒磯４号】
間口580×奥行580×高さ305mm

定価77,000円

○１コック２バーナータイプ

リンナイ　＜新荒磯４号、６号＞

下火式ガス赤外線グリラー

59,500円

79,800円

136

137

59,500円

79,800円
各3台限り各3台限り

クレジット払い
OK!

□クレジット月々税込7,040円×36回

　 　 　 　 1ND【6てぼ用】
間口650×奥行750×高さ750mm

定価318,000円

ゆで麺機
（余熱タンク付）

206,700円

131

206,700円

121

122

各3台限り各３台限り

クレジット払い
OK!

□クレジット月々税込8,770円×72回

　 　 　 　 S13-E5【5段】
間口700×奥行590×高さ865mm

定価690,000円

□クレジット月々税込8,510円×72回

　 　 　 　 S13-E3【3段】
間口700×奥行590×高さ730mm

定価670,000円

○電源/３相２00V
※写真は、CS13-E5です。

<ホテルパン2/3×３段5段、電気式＞

スチームコンベクションオーブン

469,300円

483,000円

469,000円

483,000円

91,000円91,000円

134,000円134,000円

207,900円207,900円

255,150円255,150円

激安厨房コーナー超超

■実施期間 ： 日5/7日　　～9/30日月2018.

□クレジット月々税込5,660円×24回

　    　 GFL-45C【油量18L】
間口450×奥行600×高さ800mm

定価179,000円

　    　 GFL-30C【油量9L】
間口300×奥行600×高さ800mm

定価158,000円

ガスフライヤー

102，700円

116,350円

102,700円

116,350円

□クレジット月々税込9,990円×12回

95,480円

     B-GP-90【二連式】
間口1200×奥行600×高さ450mm

定価154,000円

95,480円

60,760円

     B-GP-60【15,000kcal/h】
間口600×奥行600×高さ450mm

定価98,000円

60,760円

※写真は、SGR-0921です。

スープレンジ

127

128

147

148

大バーナー×２、小バーナー×２

各3台限り各３台限り□クレジット月々税込8,020円×12回

□クレジット月々税込7,080円×36回

各3台限り各３台限り□クレジット月々税込6,760円×48回

各3台限り各３台限り□クレジット月々税込6,520円×24回

　 　 　 　 S-GT-120【4口】

間口1200×奥行600×高さ800mm

定価133,000円

※写真は、S-TGT-90です。ガステーブル

クレジット払い
OK!

クレジット払い
OK!

〇ガス消費量　20,000kcal/時
〇ガス接続口径 25A
〇給水口径 20A
〇パイロット点火（点火棒使用）

　

□クレジット月々税込7,180円×12回 □クレジット月々税込8,850円×12回

　 　 　 　 S-GT-90【３口】
大バーナー×２、小バーナー×１
間口900×奥行600×高さ800mm

定価119,000円

クレジット払い
OK!

670,000円

     PZ-1uno【赤カバー付】
間口610×奥行700×高さ420mm

□クレジット月々税込12,160円×72回

670,000円

石窯ピッツァオーブン

○電源　AC100V　1.4ｋｗ
○庫内寸法　400×400ｍｍ

162

590,000円

     PZ-1uno
間口560×奥行627×高さ370mm

□クレジット月々税込10,710円×72回

590,000円

161

ピッツァオープンに大革命
世界初の100Vで本格ピッツァを！！

（設定温度　430℃～450℃）

6,500円

     
間口610×奥行700×高さ420mm

6,500円

NEXT

カッティングボード
（木製）

木柄ピール（大）
164

3,000円

     
間口300×奥行330×高さ460mm

3,000円

163

OFF

限界に挑戦！！

各3台限り各３台限り

73,780円73,780円

82,460円82,460円

人気沸騰！！

売れてます

各3台限り各３台限り

フライヤー ガステーブル・レンジ

ゆで麺機 オーブン

スチームコンベクションオーブン


