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BZ 黒漆 WZ 雪白

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

象印特選品のご案内象印特選品のご案内
圧力IH炊飯ジャー

圧力IH炊飯ジャー

NEW NEW

TA ブラウン WA ホワイト

NW-JT10 
＜-TA＞＜-WA＞

●消費電力（W）（炊飯時）／1240
●外形寸法（約cm）／
　27.5×34.5×21.5
●本体質量（約kg）／6.5

オープン価格
3

省エネ基準達成率
年間消費電力量77.2kWh/年

110%目標年度
2008年度

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

5.5合炊き
NW-JT18 
＜-TA＞＜-WA＞

●消費電力（W）（炊飯時）／1370
●外形寸法（約cm）／
　30.5×37×24.5
●本体質量（約kg）／8.0

オープン価格
4

省エネ基準達成率
年間消費電力量120.5kWh/年

112%目標年度
2008年度

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

1升炊き
NP-BH10
＜-TA＞＜-WA＞

●消費電力（W）（炊飯時）／1240
●外形寸法（約cm）／
　26.5×40×22
●本体質量（約kg）／6.0

オープン価格
5

省エネ基準達成率
年間消費電力量77.8kWh/年

110%目標年度
2008年度

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

5.5合炊き
NP-BH18 
＜-TA＞＜-WA＞

●消費電力（W）（炊飯時）／1370
●外形寸法（約cm）／
　29.5×42.5×26
●本体質量（約kg）／7.0

オープン価格
6

省エネ基準達成率
年間消費電力量119.7kWh/年

112%目標年度
2008年度

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

1升炊き

NW-KA10 
<-BZ><-WZ>

●消費電力（W）（炊飯時）／1240
●外形寸法（約cm）／
　27.5×34.5×23.5
●本体質量（約kg）／8.5

オープン価格
1

省エネ基準達成率
年間消費電力量80.9kWh/年

105%目標年度
2008年度

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

5.5合炊き
NW-KA18 
<-BZ><-WZ>

●消費電力（W）（炊飯時）／1370
●外形寸法（約cm）／
　31×37.5×26.5
●本体質量（約kg）／10

オープン価格
2

省エネ基準達成率
年間消費電力量120.4kWh/年

112%目標年度
2008年度

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

1升炊き

お米は豪快に舞った方がおいしい「プレミアム対流」。
●わが家好みの食感に、８１通りで応える「わが家炊き」。
●におい残りを抑える「クリーニング機能」。
●毎回洗う点数がたった3点※6なので、お手入れ簡単

●におい残りを抑える「クリーニング機能」

40時間※5おいしく保温する「極め保温」

40時間※5おいしく保温する「極め保温」

TA ブラウン WA ホワイト

鉄器コート プラチナ厚釜
釜厚1.7mm

甘み成分（還元糖）を引き出し、
発熱効率を高める 鉄器コート プラチナ厚釜

○R○R

○R○R

※1 底IHヒーターを3つにし、それぞれを独立制御する技術 2018年5月31日新聞発表による。当社調べ。 ※2 中パッパ～沸とう維持工程の単位面積当たりの火力比較 201７年当社従来品NW-AT10型 約3.0W/㎠とNW-KA10型 約12.5W/㎠との比較（当社調べ）。単位面積当たりの火力算出方法＝中ぱっぱ
～沸とう維持工程の平均電力（W）÷IHヒーター加熱面積（㎠）×発熱効率（電波法に定める電磁調理器の高周波出力測定方法にて測定） ※3 家庭用炊飯ジャーにおいて、アルミ・ステンレスのクラッド材に鉄をはさんだ釜として。2018年5月31日新聞発表による。当社調べ。 ※4 内釜のフッ素加工は5年間無償交換しま
す。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。 ※5 メニューによって異なります。 取扱説明書をご確認ください。 ※6 その他のお手入れに関しては、取扱説明書をご確認ください。 ※7 内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外
です。 ●イラストは全てイメージです。 

釜厚2.2mm
釜のふち厚さ10mm

内釜

5年
 保証※4

内釜

5年
 保証※4

「鉄」を仕込んだ内釜

内面
アルミ

鉄

ステンレス

うまみプラス プラチナコート

業界初※3

3つの底IHヒーターでローテーション加熱
することでより激しい対流を実現。お米の
甘み成分（還元糖）をさらに引き出します。

内釜

3年
 保証※7

内釜

3年
 保証※7

内釜

3年
 保証※7

内釜

3年
 保証※7

わが家好みの食感に、
121通りの食感で応える！！

NEW

40時間※5

おいしく保温する
「極め保温」

●文字くっきり液晶で見やすい。　
●におい残りを抑える「クリーニング機能」。
●指紋残りが目立ちにくいフックボタン。　高い「蓄熱性」「発熱効率」「熱伝導」を実現しました。

鉄器コート 豪熱羽釜
釜厚2.2mm

IHと相性の良い鉄を
コーティングし、
発熱効率を高めた

操作手順
前回のご飯の感想を、
かたさ・粘りの項目から
選びます。

入力した情報をもとに、
食感を調整して炊きます。

どんな季節でも、どの銘柄米でも、「わが家炊き」を使うこ
とで食感を調整でき好みの味わいに炊くことができます。

３つのIHヒーターを独立制御する
「ローテーションIH構造」業界初※1

3つの独立制御

単位面積当たり
約12.5W/㎠

従来型の4倍以上※2

オススメ
商品
オススメ
商品

激しい炎のゆらぎを再現した、
新しいカタチのIH構造です。



ぷりっぷり
っ

1.2気圧 1.0気圧

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

オーブントースター

圧力IHなべ自動

●ワンタッチで上手に焼ける
　「マイコン自動コース」
●トースト4枚や25cmの
　ピザが焼ける
　「ビッグ＆ワイド庫内」
　（奥行29.5cm）

●設置面積が小さく、
　狭いキッチンにも
　置きやすい
●はずせるとびら

BZ マットブラック
BW モノトーン

話題の「サクふわトースト」が焼ける！
絶妙の火加減で感動の食感に
焼き上げる!!

こんがり焦げ目がつけられる！
「温度調節&上火グリル」

11 ET-GM30＜-BZ＞

●消費電力（W）／1300　●外形寸法（約cm）／39.5×34.5×22.5
●庫内寸法（約cm）／27×29.5×9　●トレー内寸（約cm）／25.5×25.5　●本体質量（約kg）／5

オープン価格

12 EQ-SA22＜-BW＞

●消費電力（W）／1000　●外形寸法（約cm）／33.5×29×26
●庫内寸法（約cm）／27×23.5×11
●トレー内寸（約cm）／22.7×20　●本体質量（約kg）／4.3

オープン価格

10 EL-MB30＜-VD＞

●最大調理容量（L）／1.5　●消費電力（W）／1200　
●外形寸法（約cm）／29×37.5×25（ふた開け時の高さ45.5） 
●本体質量（約kg）／7.0　
●炊飯用計量カップ　●メニュー番号ガイド

オープン価格

オススメ
商品
オススメ
商品

オススメ
商品
オススメ
商品

※2 自動調理できないレシピもあります。レシピによっては下ごしらえが必要なものもあります。 ※3 無水調理とは水やだし汁を使っていないものを指し、必要最低限の調味料は使用します。すべての
レシピが無水調理ではありません（無水調理は62レシピ） ※4 すべてのレシピが予約できるわけではありません。手動調理した場合は予約できません。 ※5 保温できないレシピもあります。手動調理
した場合は保温はできません。 ※6 予約調理で100℃加熱した場合と100℃加熱していない場合の比較。鶏ムネ肉ミンチ100g調理後、ケルダール法にてたんぱく質溶出量の比較。当社換算値【試
験依頼先】一般財団法人日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】平成29年7月11日【試験成績書発行番号】第17076752008-0101号他 結果より当社にてたんぱく質溶出量を算出。 
※7 予約調理で70℃加熱した場合と70℃加熱していない場合の比較。テンシプレッサーによる測定。当社自社基準による東京農業大学調べ。（※6※7共に食材の差、食材の量、調理方法等によって
異なります。） ※8 無水調理はできません。　●詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ●イラストは全てイメージです。

可変圧力 一定圧力
象印独自の圧力が味を染みこませる！

一度セットしたら、あとはほったらかしでOK。おまかせ自動調理※2

おまかせ予約調理※4 朝セットすれば帰宅後すぐに食べられる。

この1台で煮込み料理はおまかせ。本格調理もラクラクの圧力IHなべ。○R○R○R

アレンジ料理も「手動調理」※8で作れる。
なべ内の料理のにおい残りを抑える
「クリーニング機能」
●終了のメロディーが鳴ればすぐ開けられ食べられる！
●はずして洗える内ぶたセット

とっ手つき内なべ（なべ厚2.0mm）オレンジくっきり液晶

親切目盛 マグネットプラグ 蒸しカゴ

150
メニューの
レシピ
ブックつき

素材の栄養が
まるごと
食べられる。

40℃～100℃
まで10℃刻みの
温度調理が
できます。黒豆甘酒

❶肉を表面だけ先に加熱して、
　うまみを閉じこめます。※6
❷野菜は一定時間70℃で加熱して、
　表面をかたくすることで、
　煮くずれを抑えられます。※7
❸具材を調理します。　
❹適切な温度コントロールをします。
❺設定時間に合わせて再加熱。　
❻約75℃の食べごろ温度で保温します。

食べごろ
温度で保温

100℃
95℃

80℃
75℃
70℃
65℃
60℃
55℃

AM7:00 予約スタート PM7:00 できあがり

食品が腐敗しやすい温度帯

設
定
時
間1 3 6

2 4 5

VD ボルドー

無水調理※3

温度調理

例えば、朝７時に材料と調味料を入れて、
夜７時にできあがるように予約調理をセット。

AM7:00
朝に、夕食をセット。

AM8:00 出勤
家族を送りだして、
仕事に向かう。

保温※5

忙しいお父さんも、
おいしく食べられます。

調理後は
食べごろ温度（約75℃）

に保温。
最大12時間
予約可能※4

最大12時間
保温可能※5

設定時間になれば料理ができあがるので、
家族の食事がすぐに楽しめます。

PM7:00 帰宅
できたての料理を、
子供と一緒に。

PM8:00
パパ帰宅。

IH炊飯ジャー
○R○R

小容量IH炊飯ジャー
○R○R

 XT ステンレスブラウンTA ブラウン

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」 白米も玄米もおいしい!
ちょうどよいサイズの「IHタイプ」●好みのかたさが簡単に選べる「白米炊き分け３コース」

●におい残りを抑える「クリーニング機能」 ●豪熱沸とう　●パン（発酵・焼き）メニューつき

NP-VZ10
＜-TA＞

●消費電力（W）（炊飯時）／1105
●外形寸法（約cm）／25.5×37.5×20.5
●本体質量（約kg）／4.0

オープン価格
7

省エネ基準達成率
年間消費電力量80.4kWh/年

111%目標年度
2008年度

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

5.5合炊き
NP-VZ18 
＜-TA＞

●消費電力（W）（炊飯時）／1295
●外形寸法（約cm）／28×40.5×24.5
●本体質量（約kg）／5.0

オープン価格
8

省エネ基準達成率
年間消費電力量127.1kWh/年

112%目標年度
2008年度

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

1升炊き
NP-GH05
＜-XT＞

●消費電力（W）（炊飯時）／700
●外形寸法（約cm）／23×30×19
●本体質量（約kg）／3.2

オープン価格
9

省エネ基準達成率
年間消費電力量 50.3kWh/年

108%目標年度
2008年度

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

3合炊き

黒まる厚釜
釜厚1.7mm

NEW

NEW

30時間※1おいしく保温する
「うるつや保温」 30時間※1おいしく保温する

「うるつや保温」

煮くずれしにくく、
魚介や野菜などの
調理におすすめです。

煮物や煮込み料理に
味がしっかりと
染みこみます。

＆

黒まる厚釜
釜厚1.7mm

※1 メニューによって異なります。 取扱説明書をご確認ください。 ※1 メニューによって異なります。 取扱説明書をご確認ください。 

○R倶楽部○R倶楽部

コンパクト
タイプ

ブイヤベース 豚の角煮



なべ使用可能サイズ

直径12～26cmなべ使用可能サイズ

直径12～26cm

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

電動ポットマイコン沸とう

VE電気まほうびん マイコン沸とう

もちつき機マイコン 精米機

コーヒーメーカー

電気ケトル

IH調理器

食器乾燥器

グリルなべホットプレート

ブザーで
給水お知らせ

3分タイマー

HA グレー XB ステンレスブラック

カップめん／コーヒー
98℃

煎茶
80℃

●お湯の残量が確認しやすい
　赤玉水量計
●カフェドリップ給湯
●パノラマウインドウ
●蒸気セーブモード(選択式)
●保温設定（98℃・90℃・80℃）
●節約タイマー

●2段階の濃度調節機能
●洗って繰り返し使える
　「メッシュフィルター」

●送風仕上げ55分コース
●ソフト乾燥コース
●抗菌※8フィルター
●深かご12cm

オフィスに!大家族に！
大容量だから
たっぷり使える！

コーヒー本来のコクと香りを引き出す
「ダブル加熱 95℃抽出※6」

大容量でお手入れもカンタン。

21 CD-PB50＜-HA＞

●消費電力湯沸かし時（W）／985
●外形寸法（約cm）／23×30×33  ●本体質量（約kg）／3.0

メーカー希望小売価格 17,000円（税別）

22 EC-AS60<-XB>

●消費電力（W）／650　
●外形寸法（約cm）／23×15.5×28
●本体質量（約kg）／1.7　
●容量（mL）／810

メーカー希望小売価格 8,500円（税別）

23 EY-SB60 <-XH>

●消費電力（W）／330　●外形寸法（約cm）／52×41.5×41（フタ開閉時最大高さ46） 
●本体質量（約kg）／6.0

オープン価格

5.0 L

※7
約
1～6杯
コーヒーカップ

※6 コーヒー抽出温度安定時の最高温度が95℃以上。測定条件は、定格電力、水温20℃、室
温20℃。温度測定箇所は、ドリップしたバスケット内のコーヒー粉中央付近。（当社調べ） ※7
カップ1杯約120mL 

※8 試験機関：（一財）カケンテストセンター（旧（財）日本化学繊維検査協会） 試験方法：JIS L 1902に基づく 抗菌の方法：酸化チタン 抗菌の
対象部分：フィルター 試験結果：99.9%の抗菌効果 ※9 [水受け]試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 試験方法：JIS Z 2801に基づく 
抗菌の方法：Ag+ 抗菌の対象部分：水受け（水受け栓を除く） 試験結果：99.9％の抗菌効果 報告書番号：20215057403-1 [排水ホース]試
験依頼先：（一社）京都微生物研究所 試験方法：JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法：Ag+ 抗菌の対象部分：排水ホース 試験結果：99.9％の抗
菌効果 試験成績書発行番号：第1511-8092号、第1511-8094号 [はし立て受け]試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 試験方法：JIS 
Z 2801に基づく 抗菌の方法：Ag+ 抗菌の対象部分：はし立て受け 試験結果：99.9％の抗菌効果 報告書番号：20215045974-1  

Ⓡ

6
食器

（抗菌※9加工水受け＆
排水ホース＆はし立て受け）

XH ステンレスグレー

※4 室温23℃、水温23℃の場合 ※5 操作キーがロック状
態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると、注ぎ口や
蒸気口からお湯が流れ出る恐れがあります。

※2 日本電機工業会自主基準による測定（室温23℃、湯沸かし2回/1日、再沸とう1回/1日、保温90℃で23時間/1日、365日/年間 その他水量
等の試験条件：HD-112に基づく、新電力料金目安単価 27円/kWh（税込）で計算） 季節による周囲温度等の条件により、変動する場合があります。
※3 CV-GT30(VEまほうびん構造)とCD-WU30(電動ポット)との比較。

20 CK-AW08＜-RM＞＜-TM＞

●消費電力湯沸かし時（W）／1300
●外形寸法（約cm）／23×14.5×22.5（電源プレート含む）
●本体質量（約kg）／1.2（電源プレート含む）

メーカー希望小売価格 14,000円（税別）
0.8 L

18 CV-GT22＜-WA＞

●消費電力湯沸かし時（W）／905
●外形寸法（約cm）／22×29.5×26
●本体質量（約kg）／2.8

オープン価格
2.2 L 19 CV-GT30＜-WA＞

●消費電力湯沸かし時（W）／905
●外形寸法（約cm）／22×29.5×30
●本体質量（約kg）／3.0

オープン価格
3.0 L

RM メタリックレッド
WA ホワイト

（画像は3Lサイズです） TM メタリックブラウン

お湯がすぐに沸く！ 
1時間あったか保温で忙しい朝でも大活躍！少ない電気量で保温する

「まほうびん保温」 ●お茶の成分をより引き出す
　プラチナフッ素加工内容器●スピード沸とう

●沸とうセーブ(選択式)
●年間電気代※2

　CV-GT30：約7,400円

●保温設定
　（98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん）
●シニアの方でも見やすい
　「大型オレンジくっきり液晶」 ●転倒湯もれ防止構造※5

●熱くなりにくい本体設計
●3つのマイコン安全設計
1.マイコン沸とう検知センサー
2.マイコン空だき防止センサー
3.マイコン自動電源オフ

安全設計

蒸気レス
構造

1時間
あったか
保温

（選択式）

Ⓡ NEW

カップ1杯（140mL）
約65秒※4でお湯が沸く!

15 EZ-HG26＜-TA＞

●消費電力（W）／電力調節9段階／(60)、(190)、(310)、500、650、800、
  950、1100、1300ｗ （　）内は相当数で500WのON・OFF
●外形寸法（約cm）／32×36×4.5 ●本体質量（約kg）／2.7

オープン価格
16 BS-ED10＜-WA＞

●消費電力（W）／ヒーター600、モーター142/160（50/60Hz）
●外形寸法（約cm）／25×35.5×27.5
●本体質量（約kg）／7.5

オープン価格
17 BR-WA10＜-WA＞

●消費電力（W）／255/285（50/60Hz）
●外形寸法（約cm）／21×43.5×40
●本体質量（約kg）／11

オープン価格

14 EP-PX30＜-TA＞

●消費電力（W）／1300
●外形寸法（約cm）／
  38.5×35×20.5（土鍋風なべ使用時）
  35×35×18.5（平面スペースつき溝つき
  遠赤焼肉プレート・遠赤すき焼きなべ使用時）
  38.5×35×24（3枚重ね時）
●本体質量（約kg）／5.5

オープン価格
13 EA-BR30＜-TA＞

●消費電力（W）／1300
●外形寸法（約cm）／49×39×10.5
　（3枚重ね時 高さ15）
●本体質量（約kg）／7.0

オープン価格

●強火・中火・弱火をワンタッチ火かげん　
●9段階火かげん調節
●お湯が沸いたら自動で電源オフ!（湯わかしキー）
●煮込みモード

●つきあがるとブザーでお知らせ
●きめ細かくすりつぶす
　「みそ羽根」つき！
●「蒸す」から「つく」まで
　マイコンで全自動。
●とっ手があるので
　持ちやすい!

●３分づき～上白米まで
　１５段階選べる精米度。
●古い白米のおいしさと
　鮮度をリフレッシュ
　「白米フレッシュ」コース

TA ブラウン WA ホワイト

WA ホワイト

火かげん調節がカンタンだから、
手の込んだ料理もおまかせ！

いろいろ使える&つきたての
お餅の美味しさは格別！

お米屋さんと同じ圧力式で
お米どうしをこすり合わせて
やさしく精米。

お米屋さんと同じ圧力式で
お米どうしをこすり合わせて
やさしく精米。

Ⓡ

ちから

～1升

一台でメニューいろいろ  
一年中大活躍!

高い耐久性で傷がつきにくい
「トリプルチタンセラミックコート※1」

満水容量

3.7Ｌ

レパートリーが
増える！

ぎょうざや
リゾットも作れて 野菜も

焼ける！

焼肉しながら

●食材の彩り、だしの色が映える！
　「土鍋風なべ」
●斜めに置ける6角形の
　「ラク置きふたつまみ」

Ⓡ

平面スペースつき
溝つき遠赤焼肉プレート

遠赤すき焼きなべ

平面スペースつき
遠赤溝つき焼肉プレート

遠赤平面プレート

大たこ焼きプレート

土鍋風なべ

※1 遠赤外線プレートのみ。

TA ブラウン

TA ブラウン

水量目盛
つき！

Ⓡ

NEW

●軽い力でもセットできる
　「カチッと温度調節プラグ」
●プレートのふちに直接手が
　触れにくい「本体ガード」
●収納しやすいローフォルム

5つの安全機能
1.切り忘れ防止機能 
2.なべなし検知機能
3.小物検知機能 
4.Wセンサーによる
異常温度上昇
防止機能
5.マグネットプラグ 酸化が始まっている。

精米前

鮮度がよみがえる!

精米後

4,300円オトク！！※3
3.0Lの場合、
CD-WU30：約11,700円と比較すると



（抗菌※6加工
ハンドル）

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

ステンレスフードジャー

ステンレスマグ

保温弁当箱

メニュー広がる「ちょっと大きめサイズ」

RC クリアレッド NM ローズゴールド TD ダークココア
（0.45L・0.55Lとも3色あります。写真は0.45Lです。）

（0.36L・0.48Lとも4色あります。写真は0.36Lです。）

※8 フッ素コート2倍としていない当社従来品との比較。長時間塩分にふれるとサビの原因になる可能性があります。 ※9 水中に放置しないでください。

34 SW-GD36 ＜-PP＞＜-DP＞＜-AP＞

●外形寸法（約cm）／
　9.5×9.5×13.5
●保温効力（6時間）／57度以上　
●保冷効力（6時間）／10度以下
●本体質量（約kg）／0.28

メーカー希望小売価格 5,500円（税別）

0.36 L 36 SZ-MB04 ＜-BA＞

●外形寸法（約cm）／19×11×11（ポーチなし）
　21.5×12×20（ポーチ含む）
●保温効力（6時間）／54度以上（ポーチなし）
　56度以上（ポーチに入れた場合）
●本体質量（約kg）／0.5（ポーチなし）／0.6（ポーチ含む）

メーカー希望小売価格 6,000円（税別）

35 SZ-JB02＜-ZD＞

●外形寸法（約cm）／10.5×9×20.5（ポーチなし）
　15×9.5×25（ポーチ含む）
●保温効力（6時間）／49度以上（ポーチなし）
　53度以上（ポーチに入れた場合）
●本体質量（約kg）／0.37（ポーチなし）／0.44（ポーチ含む）

メーカー希望小売価格 6,000円（税別）

33 SW-GD26   ＜-PP＞＜-DP＞＜-AP＞

●外形寸法（約cm）／
　9.5×9.5×11
●保温効力（6時間）／50度以上　
●保冷効力（6時間）／11度以下
●本体質量（約kg）／0.25

メーカー希望小売価格 5,200円（税別）

0.26 L
31 SW-HC45＜-RC＞＜-NM＞＜-TD＞

●外形寸法（約cm）／9×9×14.5
●保温効力（6時間）／64度以上　
●保冷効力（6時間）／10度以下
●本体質量（約kg）／0.29

メーカー希望小売価格 6,000円（税別）

0.45 L 32 SW-HC55＜-RC＞＜-NM＞＜-TD＞

●外形寸法（約cm）／9×9×16
●保温効力（6時間）／67度以上　
●保冷効力（6時間）／9度以下
●本体質量（約kg）／0.31

メーカー希望小売価格 6,500円（税別）

0.55 L

30 SM-NA48 ＜-BA＞＜-WA＞＜-PA＞＜-DM＞

●外形寸法（約cm）／6.5×6.5×21.5 
●保温効力（6時間）／71度以上　
●保冷効力（6時間）／8度以下
●本体質量（約kg）／0.21

メーカー希望小売価格 5,500円（税別）

0.48 L29 SM-NA36   ＜-BA＞＜-WA＞＜-PA＞＜-DM＞

●外形寸法（約cm）／6.5×6.5×17.5
●保温効力（6時間）／66度以上　
●保冷効力（6時間）／9度以下
●本体質量（約kg）／0.19

メーカー希望小売価格 5,000円（税別）

0.36 L27 SM-TA36＜-BA＞＜-WA＞＜-PA＞＜-DM＞

●外形寸法（約cm）／6.5×7×18.5
●保温効力（6時間）／66度以上　
●保冷効力（6時間）／9度以下
●本体質量（約kg）／0.2

メーカー希望小売価格 5,500円（税別）

0.36 L 28 SM-TA48＜-BA＞＜-WA＞＜-PA＞＜-DM＞

●外形寸法（約cm）／6.5×7×22.5
●保温効力（6時間）／71度以上　
●保冷効力（6時間）／8度以下
●本体質量（約kg）／0.22

メーカー希望小売価格 6,000円（税別）

0.48 L

PP ベリー DP パンプキン AP チョコミント

程よく手になじむ「カップフォルム」

片手でラクラク操作
ワンタッチオープンタイプ

持ち運びしやすい
スクリュータイプ

（0.26L・0.36Lとも3色あります。写真は0.26Lです。）

保温保冷

保温保冷

はずせる
樹脂製
飲み口

つるつる
クリア
ステンレス

本体
丸洗い
OK

分解
せん

オリジナル
レシピ付

※9

共通機能

BA ブラック

約1.8杯分
（約0.7合）（約0.7合）

保温弁当箱

ふとん乾燥機 スチーム式加湿器

本体
丸洗い
OK

電子
レンジ
対応

（各容器の
ふたは除く）

※9

約1.2杯分
（約0.5合）（約0.5合）

本体
丸洗い
OK

電子
レンジ
対応

（各容器の
ふたは除く）

※9

ランチタイムまでごはんあったか！

ご飯やおかずの量が程よい
「スタンダードタイプ」

清潔な蒸気で加湿する
スチーム式

ZD マルチドット

●ポーチがランチョン
　マットに早変わり！
●「まほうびん保温ケース」

BA
ブラック

WA
ホワイト

PA
ピンク

DM
ハニーゴールド

（0.36L・0.48Lとも4色あります。写真は0.36Lです。）

BA
ブラック

WA
ホワイト

PA
ピンク

DM
ハニーゴールド

オススメ
商品
オススメ
商品

オススメ
商品
オススメ
商品

NEW

NEW

NEW

※6 試験依頼先：（一社）京都微生物研究所 試験成績書発行番号：第1702-8076
号、第1702-8078号 試験方法：JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法：Ag+ 抗菌の
対象部分：ハンドル 試験結果：99.9％の抗菌効果

●沸とうさせたきれいな蒸気を
　約65°Cまで冷ましてお部屋を加湿します
●お手入れ簡単「広口内容器」
　「フィルター不要」

チャイルドロック

ふた開閉ロック

転倒湯もれ防止構造
WA ホワイト

WA ホワイト

25 EE-RN35＜-WA＞

●消費電力(W)（湯沸かし立ち上げ時/加湿時)／985/305
●外形寸法（約cm）／24×26×27.5
●本体質量（約kg）／2.3　●タンク容量（約L）／2.2

オープン価格

26 EE-RN50＜-WA＞

●消費電力（W）（湯沸かし立ち上げ時/加湿時)／985/410 
●外形寸法（約cm）／24×26×31.5
●本体質量（約kg）／2.4　●タンク容量（約L）／3.0

オープン価格

※1 あたため・しっかりコース運転時。 ※2 ふとんの乾燥はできません。 ※3 素材の耐熱温度を確認してからご使用ください。（温風の最高温度約70℃） ※4 機能性寝具（低反発や高反発素材・ビーズ素材・
パイプまくらなど）は温度により機能を損なうことがあります。※5 試験機関：住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 試験方法：ELISA法に基づく 抑制の方法：抗アレル剤 対象部分：フィルター 試験結
果：抑制率「ダニの死がい98%」「スギ花粉95%」

24 RF-EA20＜-WA＞

●消費電力(W)(50/60Hz)／655/645 
●運転音（約dB）／46（ふとん乾燥時）
●外形寸法（約cm）／28×13×35/
  33.5×13×35（コードバスケット含む）
●本体質量（約kg）／4.1（コードバスケット含む）

オープン価格

NEW

Wファンの大風量で、しっかり乾燥、しっかりあたため

※このサーモグラフは約30分経過後の
　掛け布団をめくった状態です。
　すみずみまで温まっていることがわかります。
　（温風コース運転時）

分解
せん

広口
約4cm

結露
抑制
構造

スポーツ
ドリンクOK!

内面
フッ素コート
2倍

※8 本体
丸洗い
OK

※9

共通機能
なめらかな
ビンくち形状

ペアでそろえてせんをつけ替え※7! シーンに合わせて使い分け！

あったか～い

35℃以上

30分寒～い

寒～い
室温5℃

●あたため・しっかりコース
寝る前のちょっとした時
間に人が寝るスペース
（首元から足元まで）を

であたためます。
たった10分

寒い冬の寝室を想定ふとんあたため

※1

●あたため・お急ぎコース※2

※写真は前機種です。
早く乾かしたい
お子様の靴に！

部屋干しの
洗濯物に！

ブーツの乾燥に！

衣類や靴の乾燥に便利な「マニュアル運転」 ●マット不要だからパッと開くだけでセットが簡単。ホース
不要だから折りたたむだけ片
付けも簡単。

●衣類や靴の乾燥に便利な
角度調整ノズル　

●薄さ約13cm 　
●「羊毛」「羽毛」「綿」「化学繊
維」などのふとんに対応※３、４　

●アレル物質抑制フィルター※5

飲み口

SM-NASM-TA

2WAY

※7 SM-TAとNAの両方をご購入の場合、もしくは、別売りのせんセットをご購入の場合。




