SURE Family series

Concept of Family series

家族として迎えたくなる家電
シュアーファミリーシリーズは「親しみ」
「 愛着」
「 楽しさ」を大切にしたシリーズです。
親しい人たちとの楽しい時間を演出し、思わずおウチにお迎えしたくなる家電を目指しています。
ひとりでも、みんなでも楽しめるステキな体験をあなたに。
Line-up of Family series
ファミリーベーカー for

Family Gummy & Choco maker
シュアーファミリー

付属品：

グミ＆チョコメーカー

３種 類モールド＆トレー

SGM-100(BK)

オリジナル・レシピ集

100V - 70W

ホットサンド

SHM-75 S

ファミリーベーカー for
ワッフル

SHM-75 W

ご使用の際は、
取扱説明書

製品に関するお問い合わ

東日本営業所

をよくお読みのうえ正しく

せや使い方・修理などのご

お使いください。

相談はシュアーお 客 様ご

〒111-0051

製品の色は印刷の具合で、

相談センターへ：

実物と多少異なる場合が

tel 048-931-3110

あります。
製品改良のため、予告なく
仕様・意匠を変更すること
があります。このカタログ
の内容は2017年4月現在の

ものです。

東京都台東区蔵前3-5-15

tel 03-5687-7031

受付時間：月~金

西日本営業所

祝日・年末年始・夏季などの休

大阪市西区新町1-25-7

９時~12時・13時~17時
業日を除く

〒550-0013

好きなグミを、つくろう。

tel 06-6541-3893
混ぜて、固めるだけ

SGM-100(BK)・17/04・T・C・2000

http://www.sure-ishizaki.co.jp

手作りグミ＆チョコ

Family

Family

Gummy & Choco

Gummy & Choco

maker

maker

家族で、つくろう。

簡単操作で安全設計だから、
お子様と一緒に楽しめます。
親子でいろいろな材料で試してみたり。
きっと素敵な家族だんらんの時間が過ごせるはず。

母の日

父の日

こども

みんなで、楽しもう。

気の許せる仲間たちとグミやチョコを作りながら、
手作りスイーツパーティーなんていかが？
秘密の話でワイワイ盛り上がるかも。

女子会

の日

記念日

ホーム

パーティー

カルピス® でつくる

ビタミンC豊富

お好み味でつくれる

もちふわ

香りも楽しめる

麹の香り漂う

グラノーラでつくる

大人のあじわい

優しい味のグミ

はちみつレモングミ

フルーツジャムのグミ

マシュマロのグミ

赤ワインのグミ

日本酒グミ

サクサク抹茶クランチ

ラムレーズングミ

幅広い世代に親しまれてい

ビタミンCが豊富で風邪予

フルーツジャムでグミがつ

もっちりふわふわの不思議

お好みの赤ワインとブド

お好きな日本酒を一風

グラノーラを使う栄養満

大人のデザートグミ。ラム

るドリンクが、
優しい味のグ

防にもなるグミ。ほどよい

くれます。お好みのジャム

な食感を楽しめる、新感覚

ウジャムでつくるちょっ

変わったかたちで楽し

点のサクサククランチ。

酒 が 舌 の上でとろ け て 、

ミに生まれ変わります。

酸味がヤミつきになりそう。

次第でレシピの幅が無限に

のグミ。

とリッチなグミ。

めます。

仕上がりに抹茶粉をま

レーズンがほどよい噛みご

ぶせばより深い味に。

こち。

※
「カルピス」
はアサヒ飲料(株)の登録商標です。

広がります。

Family

Family

Gummy & Choco

Gummy & Choco

maker

maker

ひとりで、じっくり。

大切な人へ贈るグミやチョコを手作りしたり、
自分だけのオリジナルレシピ作りに挑戦してみたり。
ひとりだけの贅沢な時間を過ごしてみては。

手作り

おやつ

美容

健康

グミの作り方

贈り物
ポットに具材と粉ゼラチンを入

スプーンで3〜4分軽くかき混

出来上がったものをシリコン

れて、スプーンで混ぜます。

ぜ、粉ゼラチンが溶けたら、水

モールドに流し入れ、冷蔵庫で

粉ゼラチンに水分がいきわ

あめやお好きな具材を加えて、

冷やして固めます。

たったのを確認して、電源を入

さらによく混ぜます。

れます。

チョコの作り方

すっぱくない

とろ〜り食感

誰でも上手にできる

甘くほろ苦い

梅ぼしでつくるグミ

自家製の生キャラメル

ナッツのチョコレート

クッキー＆クリームチョコ

梅ぼしグミは風味がまろや

自宅でつくれる無 添 加の

手作りチョコを誰でも上手

クリームサンドクッキーとホ

かで、酸味が苦手な方でも

キャラメルキャンディ。

に作れます。お好みのナッ

ワイトチョコレートでつく

美味しくいただけます。

お好みの食感と風味を楽

ツでアレンジ自由自在。

る、ティータイムによく合う

しめます。

おやつ。

12品の

専用レシピ集

チョコレートを細かく割って

チョコレートが溶けたら、好き

出来上がったものをシリコン

ポットに入れ、
電源を入れます。

な具材を加えて、全体を和える

モールドに流し入れ、冷蔵庫で

ように混ぜます。

冷やして固めます。

付属の専用レシピ集は、
お子様から大人まで楽しめる１２品を収録しています。
撥水加工を施したカードタイプで、
一枚ずつリングから外して使うこともできます。
みんなで分担作業する時にも便利です。

安定火力でかんたん・美味しい
ポット内の温度は緩やかに上昇し、上がり過
ぎないよう自動調節してくれるので、料理が
苦手な方でもかんたんにグミやチョコレート
を作れます。

使いやすさを追求したフォルム
ポットの形状とサイズは、食材に熱が均等に
行きわたるように最適化されており、取っ手
は持ちやすく、モールドに食材を流し入れや
すいように工夫されています。

焦げつきにくいフッ素樹脂加工
ポットの内側にはフッ素樹脂加工が施され
ているため、熱を効率よく食材に伝えます。
焦げつきにくく、かんたんに作ることができ
ます。

キレイに取り出せるモールド
食材が固まった後に取り出しやすいように、
やわらかいシリコン素材を採用しました。
お子様でも簡単に押し出すことができ、取り
出す際の型くずれも少ないモールドです。

トレー重ね置きで省スペース
モールドを載せる専用トレーは、冷蔵庫の中
しっ
か
味わ り
う

大き
さ
食感
◎

ひと
く
サイ ち
ズ

ジュエルモールド（25個分）

ハートモールド（12個分）

ベアーモールド（8個分）

宝石をイメージしたモールド。

定番モチーフのハートは、大切

キュートなクマ型のモールド。

一度に25個のグミが作れるの

な方へのギフトに最適。バラン

サイズが大きめなので、
しっか

で、大勢で楽しむパーティーな

スの良いサイズ で、グミでも

りと味や食感を楽しみたい時

どで重宝しそう。

チョコでも、ほどよい味と食感

にオススメです。

に仕上がります。
28×20mm/pcs

50×35mm/pcs

45×60mm/pcs

で積み重ねできるので、最小限のスペースで
商品名

グミ＆チョコメーカー

商品品番

SGM-100(BK)

定格

100V-70W

本体寸法
トレー寸法

50/60Hz

済みます。またモールドがしっかり安定する
ため、傾きによる液こぼれを防ぎます。

幅235 × 奥行140 × 高さ125mm
（ポットセット時）

本体質量

幅280 × 奥行200 × 高さ28mm / 1組（モールド含む）

トレー質量

約0.41kg（ポットセット時）

電源コード

約0.19kg / 1組（モールド含む）

温度過昇防止装置

約0.85m

JANコード

温度ヒューズ 192℃
4905058350724

お手入れラクラク
ポット、シリコンモールド、トレーは丸洗いが
可能。汚れの落ちやすい素材なので、簡単に
洗い流すことができます。

