
業務用タオルスチーマーのトップブランド が
毎日の営業におおきな安心をお約束します！



タオル収納枚数

理容用フェイスタオル ３０本

おしぼりタオル １００本

ステンレスタオルケース ２ヶ付属

ＴＤＥ－２ＧＫ－９７ デスクトップタイプ

１，１５５，０００円（税１０％込）

送料・設置費用別途

ＴＦＥ－２ＧＫ－９７ フロアータイプ

１,１８８，０００円（税１０％込）

送料・設置費用別途

タオル収納枚数

理容用フェイスタオル ４５本

おしぼりタオル １５０本

ステンレスタオルケース ３ヶ付属

タオル収納枚数

理容用フェイスタオル ６０本

おしぼりタオル ２００本

ステンレスタオルケース ４ヶ付属

ＴＤＥ－３ＧＫ－９７ デスクトップタイプ

１,３２８，５００円（税１０％込）

送料・設置費用別途

ＴＤＥ－４ＧＫ－９７ デスクトップタイプ

１,５０９，７００円（税１０％込）

送料・設置費用別途

ＴＦＥ－３ＧＫ－９７ フロアータイプ

１,３７２，５００円（税１０％込）

送料・設置費用別途

ＴＦＥ－４ＧＫ－９７ フロアータイプ

１,５６４，７００円（税１０％込）

送料・設置費用別途

片面４ドア（合計８ドア）の

トンネルタイプもございます。

詳しくは、別カタログをご覧ください。

片面２ドア（合計４ドア）の

トンネルタイプもございます。

詳しくは、別カタログをご覧ください。



衛生的なステンレス製消毒室

スチーム ノズル
コントロール

性能や耐久性に定評のあった従来機種のヒーターですが、さらなる性能や耐久性の向上を図るため、新規に開発した新型ヒーターユニット

を搭載しました。

約１ｋＷ×２系統＝２ｋＷ（２０００Ｗ）の大出力で、どんなに忙しいお店でもお待たせしません！

ヒーター回路が２系統に分かれているので、万が１つのヒーターが故障しても、もう一方のヒーターで消毒が可能。

トラブルがあってもお店を休ませない！まさにプロフェッショナル仕様です。

「からたき」や異常加熱によるトラブルを防止する、サーモセンサーと温度ヒューズを内蔵。 ２つの安全装置でスチーマーを保護します。

１ドアあたり理容用フェイスタオルが、１５

本収納可能。

高耐久のフロントオープンドアで、タオル

の取り出しがスムーズ。

消毒室は肉厚のステンレス製で、さびにく

く衛生的です。

スチームノズルコントロール（特許取得）で、蒸気

をムダにしない！

ドアを開けると蒸気が止まり、となりの消毒室に送

られるため消毒時間も短縮できます。

スチーマー内部には保温材を配置。高い保温

効果を実現！

①器体内の水が不足して起こる「からたき」を

防止する、電子式からたき防止装置。

②万一の電子回路故障をバックアップする、

温度ヒューズ。

③漏電ブレーカーで電気系統の安全を確保。

そのほか、視認性に優れたガラス管式水位計

で、水量が一目で分かります。 ガラス管式水位計

スイッチ一つで休日設定！ 連休もワンタッチ。

大型蛍光表示タイプで、時計が見やすい設計です。

消毒状態がすぐわかるデジタル水温計も装備しています。

スチーマー内の水位が低くなると自動で給水します。

配管もカンタン！給水管・排水（オーバーフロー）管の

２カ所だけ。

自動給水装置を使用せず、手動での給水も可能です。

「からたき」の恐れなし！

器体の水量を気にせず、お仕事に専念できます。

コントロールボックスの別置きも可能な、外付けタ

イプを採用。

運転状態が一目でわかる自発光ボタンを採用し

た、操作しやすい設計です。

１ｋＷヒーターを２系統の回路（総合２ｋＷ）で制

御しているため、万一のヒーター故障でも片方の

１系統で運転できます。

１５本の理容用タオルを、一度に収納できるタオルケースを、

ドア枚数分付属しています。

さびにくく衛生的なステンレス製。

タオルケースの追加も可能です。（別売）

外装は光沢処理を施した、ＳＵＳ３０４高級ス
テンレスを使用していますので、簡単なお手
入れでいつまでも光沢を失わず、きれいな状
態でご使用いただけます。

本体と同じステンレス製のスタンド付属の、フ
ロアータイプもラインナップしています。

スタンド中段に、小物棚付き。
アジャスターで、がたつきを調節できます。
転倒防止金具付属。

オートヒーターコントロール搭載（タイマー連動）で

消毒が完了すると自動で停止、冷えると加熱を始めます。



ＧＫ－９７シリーズは全機種とも １００Ｖ ２ｋｗ（２０Ａ）アース端子付きコンセ

ント（Ｐａｎａｓｏｎｉｃ製）を使用しています。

コンセントに対応した電気配線を最寄りの電気工事店にご依頼ください。

必ず、配電盤から１回路をスチーマー専用に使用してください。

１回路でスチーマーと他の電気製品を同時に使用すると、許容量オーバー

になりブレーカーが落ちたり、火災になる危険があります。

自動給水装置の水道接続口（１３Ａ ＰＳ１／２）にステンレスフレキシブル管ま

たは、銅管、塩化ビニール管などで、水道管や給湯管と接続してください。

その際、給水側に必ず止水バルブを設置してください。

給水管は動かないように数カ所で固定してください。特にフレキシブル管使用

時は、給水停止時に振動によるウナリ音が発生することがあります。

給水管にはサビの発生する恐れのある鉄管などは、避けてください。

給水は、給湯管から接続も可能です。

また、給水・オーバーフロー管を接続せず、手動給水での使用もできます。

オーバーフロー接続口（１３Ａ ＰＳ1/2）

から排水口まで、オーバーフロー管を接

続してください。

スチーマーのドレン（結露水）と自動給水

装置が水位オーバーした際（故障などの

緊急時）の逃がし管です。

接続方法や使用する配管は「水道給水

管の接続」と同様です。（止水バルブは

不要です）

必ず、器体が水平になるように設置してくださ

い。

スチーマーは重心が前寄りにありますので、

前方に傾かないように特に注意してください。

フロアータイプには、前脚２カ所にアジャスタ

ーがついています。

ＧＫ－９７シリーズ は全機種、ヒーター

スイッチにより使用電力を、１ｋｗ また

は ２ｋｗ に任意に切り替えて使用で

きるため、２ｋｗの電気工事が完了して

いなくても、コンセントを交換する事に

より通常の家庭用コンセントで１ｋｗの

運転が可能です。

設置もカンタン！コンセント１カ所と給水管、オーバーフロー管だけです。

オーバーフロー管は、流し台などに排水することも可能です。

カナイスチーマー サービスセンター

〒300-0331 茨城県 稲敷郡 阿見町 阿見5170

ＴＥＬ ０２９－８８７－０３５４
ＦＡＸ ０２９－８８７－７４９４

２０１９－１０

www.kanai-steamer.co.jp

製品や消耗部品などの通販、スチーマー「Q & Ａ」

問い合わせ・サポート窓口などを開設しています。

そのほか、スチーマーを上手に使うテクニックなど、

カナイスチーマーに関しての情報が満載です。

「Ｇｏｏｇｌｅ」などの検索サイトで「カナイスチーマー」と

検索するとトップにでてきますので ぜひ一度ご覧下さい！

ＧＫ－９７シリーズは全機種、日本水道協会の認証検査と同等以上の検査

基準をクリアしています。

詳細については「厚生労働省 給水装置データベース」をご参照ください

水道法適合
自己認証

耐圧性能

水撃限界性能

負圧破壊性能

ＴＤＥ－２ＧＫ－９７ ＴＤＥ－３ＧＫ－９７ ＴＤＥ－４ＧＫ－９７

円 円 円デスクトップ 1,155,000 1,328,500 1,509,700
本体 円 本体 円 本体 円タイプ 1,050,000 1,207,800 1,372,500

形式・価格 税 10％ 円 税 10％ 円 税 10％ 円105,000 120,780 137,250

ＴＦＥ－２ＧＫ－９７ ＴＦＥ－３ＧＫ－９７ ＴＦＥ－４ＧＫ－９７

円 円 円フロアー 1,188,000 1,372,500 1,564,700
本体 円 本体 円 本体 円タイプ 1,080,000 1,247,800 1,422,500

形式・価格 税 10％ 円 税 10％ 円 税 10％ 円108,000 124,780 142,250

２枚 ３枚 ４枚ドア枚数

３０本 ４５本 ６０本タ収 フェイス

オ納

１００本 １５０本 ２００本ル数 おしぼり

標準タイプ 標準タイプ 標準タイプステンレス製

２ヶ付属 ３ヶ付属 ４ヶ付属タオルケース

標準装備
スチームノズルコントロール スチーマー出湯カラン

外付コントロールボックス自動給水装置

ガラス管式水位計 デジタルウィークリータイマー
（大型蛍光表示タイプ）

ステンレス外装（光沢仕上）

完全独立式ステンレス消毒室 オートヒータコントロール

ドレン排水管 デジタル水温計

マグネットロック高耐久ドア 手動ヒーター出力調節

大型排水口（本体右面）

大型２系統ヒーターユニット （約１ｋｗ×２）

安全装置
電子式からたき防止装置・漏電ブレーカー・温度ヒューズ

仕 様

幅： 575㎜ 幅： 760㎜ 幅： 945㎜本 デ ス ク ト ッ

奥： 491㎜ 奥： 491㎜ 奥： 491㎜体 プタイプ

高： 560㎜ 高： 560㎜ 高： 560㎜サ

幅： 575㎜ 幅： 760㎜ 幅： 945㎜イ

奥： 491㎜ 奥： 491㎜ 奥： 491㎜ズ フロアー

高： 1,260㎜ 高： 1,260㎜ 高： 1,260㎜タイプ

ドアを閉じた状態です。
フロアータイプは、アジャスタで高さが若干が上下します。

貯湯水量

７リットル １０リットル １４リットル（基準水位）

電源（漏電ブレーカ付） １００Ｖ２ｋｗ アース付


