
交換部品

®

※ 保証期間は、お買い上げの日から１年間とし、機器本体を対象とします。ただし、消耗部品は保証の対象ではありません。また有寿命部品についても保
　 証の対象とならない場合がありますので予めご了承ください。商品の取扱説明書には保証書が付属されています。ご購入の際、ご購入年月日、販売店名
　 などをご記入頂き、納品伝票などお買い上げ日が確認できる伝票を添付の上、大切に保存してください。お買い上げ日の確認ができないものは無効とな
　 ります。
※ 商品のデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。※ 印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
※ このカタログに記載している図表、数値等は参考としてご利用いただくもので、保証値ではありません。
※ SILKROOM・SILKROOMロゴ・鉄腕ガッツ・鉄腕ガッツロゴは山岡金属工業(株)の登録商標です。　
※ 商標(商標登録第6000479号)は、東京ガス(株)、大阪ガス(株)、東邦ガス(株)の登録商標です。
※ その他記載されている各社名・システム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお本文中にはTM、 は明記していない
　 場合があります。※ このカタログは2022年1月現在のものです。

®

厨房スペースやメニューに合わせて選べる豊富なラインアップ 

鉄腕ガッツ シリーズ鉄腕ガッツ シリーズ++
PlusPlus

ピビンパガッツ シリーズピビンパガッツ シリーズ++
PlusPlus

本製品のバーナは取り外しできません。取り外しには専門の知識と技能が必要です。
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●ミュージアム夢工房を本社に併設しております。

品名 業務用ガステーブルコンロ 
　鉄腕ガッツ+Plus ２口

業務用ガステーブルコンロ 
　鉄腕ガッツ+Plus ４口

業務用ガステーブルコンロ 
　鉄腕ガッツ+Plus ６口

品番 STK-582 STK-582T STK-584 STK-584T STK-586 STK-586T
外形寸法 (mm) W220 × D598 × H201 W440 × D598 × H201 W660 × D598 × H201
質量 (kg) 12.0 23.0 33.5

使用可能な最大鍋寸法 (cm) 26 26 26

接続

13A φ 9.5 ガス用ゴム管 φ 13ガス用ゴム管 φ 13ガス用ゴム管
12A φ 9.5 ガス用ゴム管 φ 13ガス用ゴム管 φ 13ガス用ゴム管
LPG φ 9.5 ガス用ゴム管 15A（R1/2） 15A（R1/2）
電源 － － －

定格電圧・消費電力 － － －

ガス消費量
13A 8.14kW（7,000kcal/h） 16.3kW（14,000kcal/h） 24.4kW（21,000kcal/h）
12A 7.68kW（6,600kcal/h） 15.3kW（13,200kcal/h） 23.0kW（19,800kcal/h）
LPG 7.44kW（0.53kg/h） 14.8kW（1.06kg/h） 22.3kW（1.59kg/h）

点火方式 連続スパーク点火 連続スパーク点火 連続スパーク点火
火力調節 無段階火力調節 無段階火力調節 無段階火力調節
安全機能 － 立消安全装置 － 立消安全装置 － 立消安全装置

第三者認証 JIA-PS TG　JIA-PS LPG JIA 
防火性能評定

JIA 
防火性能評定

付属品 ○単 1形乾電池× 1　○取扱説明書 ○単 1形乾電池× 1　○取扱説明書 ○単 1形乾電池× 1　○取扱説明書

希望小売価格 ¥81,400 
（税抜 ¥74,000）

¥92,400 
（税抜 ¥84,000）

¥134,200 
（税抜 ¥122,000）

¥146,300 
（税抜 ¥133,000）

¥188,100 
（税抜 ¥171,000）

¥213,400 
（税抜 ¥194,000）
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品名 業務用ガステーブルコンロ 
　ピビンパガッツ+Plus ２口

業務用ガステーブルコンロ 
ピビンパガッツ+Plus ４口

業務用ガステーブルコンロ 
ピビンパガッツ+Plus ６口

品番 SPK-582 SPK-582T SPK-584 SPK-584T SPK-586 SPK-586T
外形寸法 (mm) W220 × D598 × H210 W440 × D598 × H210 W660 × D598 × H210
質量 (kg) 11.0 20.0 29.5

使用可能な最大鍋寸法 (cm) 石鍋 18-21 石鍋 18-21 石鍋 18-21

接続

13A φ 9.5 ガス用ゴム管 φ 13ガス用ゴム管 φ 13ガス用ゴム管
12A φ 9.5 ガス用ゴム管 φ 13ガス用ゴム管 φ 13ガス用ゴム管
LPG φ 9.5 ガス用ゴム管 15A（R1/2） 15A（R1/2）
電源 － － －

定格電圧・消費電力 － － －

ガス消費量
13A 7.45kW（6,400kcal/h） 14.9kW（12,800kcal/h） 22.4kW（19,200kcal/h）
12A 6.98kW（6,000kcal/h） 14.1kW（12,100kcal/h） 20.9kW（18,000kcal/h）
LPG 7.44kW（0.53kg/h） 14.8kW（1.06kg/h） 22.3kW（1.59kg/h）

点火方式 連続スパーク点火 連続スパーク点火 連続スパーク点火
火力調節 無段階火力調節 無段階火力調節 無段階火力調節
安全機能 － 立消安全装置 － 立消安全装置 － 立消安全装置

第三者認証 JIA-PS TG　JIA-PS LPG JIA 
防火性能評定

JIA 
防火性能評定

付属品 ○単 1形乾電池× 1　○取扱説明書 ○単 1形乾電池× 1　○取扱説明書 ○単 1形乾電池× 1　○取扱説明書

希望小売価格 ¥81,400 
（税抜 ¥74,000）

¥92,400 
（税抜 ¥84,000）

¥134,200 
（税抜 ¥122,000）

¥146.300
（税抜 ¥133,000）

¥188,100 
（税抜 ¥171,000）

¥213,400 
（税抜 ¥194,000）
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