


BZ 黒漆

WZ 雪白

断面図イメージ

優れた熱伝導で釜内に
しっかりと熱を伝えます。

ごはんの甘み成分(還元糖)と
うまみ成分(アミノ酸)を引き出します。

高い発熱効率と蓄熱性で、
炎舞炊きの大火力を活かします。

アルミ

鉄
蓄熱性、耐久性に優れています。

ステンレス

うまみプラス プラチナコート

象印特選品のご案内

★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。

※1 炎のゆらぎ…部分的加熱の火力切り替えを行うことを表現しています。 ※2 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。 ※3 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-KB10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＝中パッパ～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） ※4 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。 ※5 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。 ※6 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。 ※7 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。 ※8 中パッパ～沸とう維持工程の単位面積当たりの火力比較 2018年当社従来品NP-QT06型 約3.0W/㎠とNW-ES07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＝中パッパ～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）。 ※9 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。

BZ 濃墨

単身者・ご夫婦に合ったコンパクトな4合炊きの炎舞炊き 誕生！

進化した炎舞炊きのごはんを家族で心ゆくまで味わえる 5.5合・1升炊き

●わが家好みの食感に、８１通りで応える「わが家炊き」。
●お手入れラクラク「毎回洗う点数計3点」※7
●大火力炊飯を実現する「うるおい二重内ぶた」

30時間※6おいしく保温できる「うるつや保温」

40時間※6おいしく保温する「極め保温」

内釜

3年
 保証※9

内釜

3年
 保証 保証 保証 保証 保証※9

内釜

3年
 保証※9

2つの底IHヒーターをそれぞれ制御し、部分
的な集中加熱が可能に。釜内に温度差を生
み、激しく複雑な対流を起こし、お米一粒一粒
に伝えます。

炎舞炊きの集中加熱を活かす鉄を仕込んだ内釜。

4合炊き独自の、激しい炎のゆらぎを実現。 炎舞炊きの集中加熱を
活かす鉄を仕込んだ内釜。

激しい炎のゆらぎ※1を再現すると、お米が激しく舞い上がる。 121通りの食感で炊くたびに
進化する「わが家炊き」。

●急ぎの時も、おいしく炊ける「白米特急＆急速メニュー」
●ごはんのパサつきを抑える「うるおい二重内ぶた」
●お手入れラクラク「毎回洗う点数計3点」※7

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。

NEW 【小容量】圧力IH炊飯ジャー
○R○R

3NW-ES07 4合
炊き<-BZ>

オープン価格
●消費電力（W）（炊飯時）／1140
●外形寸法（約cm）／23×30.5×20.5
●本体質量（約kg）／6.0 

省エネ基準達成率
年間消費電力量47.0kWh/年

106%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。

圧力IH炊飯ジャー ○R○R

1NW-KB10 5.5合
炊き<-BZ><-WZ>

オープン価格
●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

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。

2NW-KB18 1升
炊き<-BZ><-WZ>

オープン価格
●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

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。

2つの独立制御

単位面積当たり 約12.5W/㎠

従来型の4倍以上※8

2つのヒーターを独立制御できる
ローテーションIH構造

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※3

3つの底IHヒーターで火力をそれぞれ制御し、部分的な集中加
熱を実現。釜内に温度差を生み、激しく複雑な対流を起こし、高
温の熱をお米一粒一粒に伝えます。

３つのヒーターを独立制御できるローテーションIH構造

Ⓡ

Ⓡ

釜厚2.2mm
釜のふち厚さ10mm

内釜

5年
 保証※5

内釜

5年
 保証 保証 保証 保証 保証※5

内釜

5年
 保証※5

人工知能
AI炊飯

人工知能
AI炊飯

NEW

釡厚2.2mm
釜のふち厚さ8mm

オススメ
商品

業界初※2

業界初※2

業界初※4

全商品の情報も詳しくご案内　象印のホームページをご覧ください。 www.zojirushi.co.jp/



●イラストは全てイメージです。 

150
メニューの
レシピブック
つき

遠赤平面プレート

遠赤穴あき焼肉プレート

遠赤大たこ焼きプレート

ぷりっぷり
っ

1.2気圧 1.0気圧

遠赤すき焼きなべ

平面スペースつき溝つき
遠赤焼肉プレート

★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。

※1 当社従来品 2016年 NP-YS型との比較 東京農業大学調べ ※2 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。 ※3 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。 ※4 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。 

お米は豪快に舞った方がおいしい※1
「大火力＆高圧力」。

強火で炊き続け、
うまみを引き出す
「豪熱沸とうＩＨ」●８１通りの「わが家炊き」メニュー。

●毎回洗う点数がたった3点※2なので、お手入れ簡単
●指紋がつきにくい「フックボタン」 ●大火力炊飯を実現する「うるおい二重内ぶた」

●４９通りの「わが家炊き」メニュー
●炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」
　（ふつう・やわらかめ・かため）
●おいしさ引き出す「熟成炊き（白米・玄米）」
●汚れがつきにくい
　「クリアコートふた」＆
　「ステンレスふた」

黒まる厚釜
釜厚1.7mm

40時間※3

おいしく保温する
「極め保温」

NEW

NEW

NEW

BA ブラック WA ホワイト

NEW

5NW-JU18
<-BA>
オープン価格
●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

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。

4NW-JU10
<-BA><-WA>
オープン価格
●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 

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

1升
炊き

圧力IH炊飯ジャー ○R○R

7NP-BJ18
<-BA>
オープン価格
●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

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。

6NP-BJ10
<-BA><-WA>
オープン価格
●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

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

1升
炊き

圧力IH炊飯ジャー ○R○R

9NW-VA18
<-TA>
オープン価格
●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

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。

8NW-VA10
<-TA>
オープン価格
●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

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

1升
炊き

IH炊飯ジャー ○R○R

BA ブラック WA ホワイト

NEW

甘み成分（還元糖）を引き出し、
発熱効率を高めた
 鉄器コート プラチナ厚釜

内釜

3年
 保証※4

内釜

3年
 保証 保証 保証 保証 保証※4

内釜

3年
 保証※4

内釜

3年
 保証※4

内釜

3年
 保証 保証 保証 保証 保証※4

内釜

3年
 保証※4

40時間※3

おいしく保温する
「極め保温」

30時間※3

おいしく保温する
「極め保温」

鉄器コート
プラチナ厚釜
釜厚1.7mm

Ⓡ

釡厚2.2mm
釜のふち厚さ
3.0mm

TA ブラウン

XB ステンレスブラック

●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」

※10
約
1～6杯
コーヒーカップ

※9 バスケット内のコーヒー粉中央付近の最高温度が95℃以上。満量抽出時。（当社
調べ）測定条件は、定格電力 水温20℃ 室温20℃。コーヒードリップ後の温度とは異
なります。 ※10 カップ1杯約120mL 

Ⓡ

コーヒーメーカー
15EC-AS60
<-XB>
メーカー希望小売価格 8,500円（税別）
●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

グリルなべ
14EP-PX30
<-TA>
オープン価格
●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

Ⓡ

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※9」

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※9」

一台でメニューいろいろ  
一年中大活躍!
一台でメニューいろいろ  
一年中大活躍!

煙が少ないから
お部屋のニオイも安心！！
煙が少ないから
お部屋のニオイも安心！！

満水容量

3.7Ｌ

●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」

●丈夫でキズがつきにくく
　耐久性にすぐれた平面プレート
　トリプルチタンセラミックコート
●「カチッと温度調節プラグ」

TA 
ブラウン

XB ステンレスブラック

土鍋風なべ

水量目盛
つき！

区切り線が
つきました

13EA-GW30
ホットプレート

<-XB>
オープン価格
●消費電力（W）／1300
●外形寸法（約cm）／54×37.5×12 （3枚重ね時高さ18）
●本体質量（約kg）／8.5（収納ホルダー含む9.5）

12ET-GN30
オーブントースター

<-BZ>
オープン価格
●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

○R倶楽部○R倶楽部

11EQ-JA22
オーブントースター

<-BA>
オープン価格
●消費電力（W）／1032 
●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）／25.5×20 ●本体質量（約kg）／4.7

○R倶楽部○R倶楽部

BZ マットブラック

BA ブラック

表面はサクッと中はふわっと
絶妙な食感「サクふわトースト」

あげたてのような食感が楽しめる
「サクサクフライあたため」コース

●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
●８０℃～高温２５０℃ 温度調節
●お手入れ簡単！「はずせるとびら」

●上下ヒーターを交互に高火力で加熱
　「高火力スイッチヒーティング」
●「サクふわトースト」コース
●「80℃～高温250℃温度調節」象印独自の圧力が味を染みこませる！

おまかせ自動調理※5 おまかせ予約調理※7
朝セットすれば 
帰宅後すぐに食べられる。

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」
●はずして洗える内ぶたセット
●終了のメロディーが鳴れば
　すぐ開けられ食べられる！

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

素材の栄養がそのまま味わえる。 40℃～100℃まで10℃刻みの
温度調理ができます。

VD 
ボルドー

無水調理※6 温度調理

煮物や煮込み料理に
味がしっかりと染みこみます。

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。

＆

10EL-MB30
<-VD>
オープン価格
●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

 自動 圧力IHなべ ○R○R○R

※5 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。 ※6 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） ※7 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。 ※8 無水調理は選べません。　●詳しくは取扱説明書をご覧ください。

一定圧力可変圧力

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自動圧力IHなべ。

NEW

オススメ
商品

冷蔵・冷凍から
手作りピザまで
楽しめる

フライの
あたため直しも
サクサク

一度セットしたら
本格調理もラクラクの自動圧力IHなべ。後はほったらかし！！

※5



●転倒湯もれ防止構造※4※5

●本体二重構造
●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

★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。 ●イラストは全てイメージです。

XA ステンレス

●電気で沸かして「まほうびん保温」
●年間電気代※1CV-GB30：約7,400円
    3.0Lの場合、CD-WU30：約11,700円と比較すると
　
●「沸とうセーブ※3」（選択式）
●大型オレンジくっきり液晶
●大きな文字の
　操作パネル

16CV-GB22 2.2L
<-TA>
オープン価格
●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）／2.7

 マイコン沸とう VE電気まほうびん ®

18CV-RA50 5.0L
<-XA>
オープン価格
●消費電力湯沸かし時（W）／1300
●外形寸法（約cm）／23×31.5×34 ●本体質量（約kg）／3.6

 マイコン沸とう 
VE電気まほうびん ®17CV-GB30 3.0L

<-TA>
オープン価格
●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

TA ブラウン
905W

スピード沸とう
1300W
高速沸とう

4,300円オトク！！※2

※1 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、電力料金目安単価 27円/kWh
［2014年4月改定］（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。※2 CV-GB30(VEまほうびん構造)とCD-WU30(電動ポット)との比較。 ※3 90℃、80℃、70℃に設定可能。 

お湯で下ごしらえも
スピーディー。

●電気で沸かして「まほうびん保温」　
●16時間まで設定できる
　「６段階節約ロングタイマー」
●「ステンレスボディ」

ハンドドリップ
モード
（切替式）

オフィスで大活躍
大容量＆コンパクト設計

じっくりとドリップを楽しむ

19CK-AX08
電気ケトル

0.8L
<-BA><-WA>
オープン価格
●消費電力湯沸かし時（W）／1300
●外形寸法（約cm）／23.0×14.5×22.5（電源プレート含む）
●本体質量（約kg）／1.2（電源プレート含む）
※4 フタがしっかりと閉まっていることをご確認ください。 ※5 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、注ぎ口からお湯が流れ出る恐れがあります。 ※6 室温23℃、水温
23℃、注水時。本体が温かいときや少量で湯沸かしすると注ぎ口から蒸気が出る場合があります。

WA ホワイト

BA ブラック

蒸気レス
構造

※6 1時間
あったか
保温

（選択式）

PP ベリー DP パンプキン AP チョコミント
（0.26L・0.36Lとも3色あります。）（写真は0.26Lです。）

ステンレスフードジャー
24SW-GD26
<-PP><-DP><-AP>
メーカー希望小売価格 5,200円（税別）
●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

0.26L 25SW-GD36
<-PP><-DP><-AP>
メーカー希望小売価格 5,500円（税別）
●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

0.36L

※7 水中に放置しないでください。 ※8 保温米飯量とは炊く前のお米の量の目安です。 ※9 試験機関:（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:ごはん容器、ごはん容器ふた、おかず容器 試験結果：99．9％の抗菌効果 試験番号：0803-8109、0803-8110

26SZ-JB02
保温弁当箱

<-ZD>
メーカー希望小売価格 6,000円（税別）
●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）

27SZ-MB04 
保温弁当箱

<-BA>
メーカー希望小売価格 6,000円（税別）
●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）

保温保冷
短時間の加熱でおまかせ保温調理！！
●程よく手になじむ「カップフォルム」
●はずせる樹脂製飲み口 ●本体丸洗いOK※7
●つるつるクリアステンレス ●分解せん

●「飛び散り抑制機構」
●「エアーベント構造飲み口」
●結露しにくく安心「結露抑制構造」

●｢なめらかな飲み口」
　取りはずして洗える
　樹脂カバーつき。

BA ブラック

約1.8杯分
（約0.7合※8）

本体
丸洗い
OK

電子
レンジ
対応

（各容器の
ふたは除く）

※7

約1.2杯分
（約0.5合※8）

本体
丸洗い
OK

電子
レンジ
対応

（各容器の
ふたは除く）

※7

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」

ZD マルチドット

29RF-EA20
ふとん乾燥機

<-WA>
オープン価格
●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）

セットがカンタン！ 手間なし、マットなし！ 
ホース不要だから片付けもカンタン。

パッと開いて セットして スイッチON

WA ホワイト

※13 ダニは逃げることがあるため、対策できない場合があります。 ※14 ふとんの乾燥はできません。 ※15 あたため・しっかりコース運転時。 ※16 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℃） ※17 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。 ※18 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%」  

28EY-GB50
食器乾燥器

<-HA>
オープン価格
●消費電力（W）／265
●外形寸法（約cm）／44×31×54（フタ開閉時最大幅45）　
●本体質量（約kg）／5.5

●80cm※10ロング排水ホースで
　水の処理もラクラク。
●庫内はオールステンレスで清潔
●夏場など暑い時の節電※11に
　「送風仕上げ55分コース」

スライド式扉の
省スペースタテ型モデル。

排水ホース

5
食器

（抗菌※12加工
 水受け＆排水ホース）

HA グレー

※10 製品端部からホース先端が80ｃｍ以上。 ※11 「40分コース」運転時と比較して、約30％
節電。自社基準による当社調べ。室温25℃・湿度80％・定格電圧・標準食器（5人分）乾燥での1回
運転時の消費電力量を比較。「送風仕上げ55分コース」（約99Wh（50Hz）、約113Wh
（60Hz））、「40分コース」（約142Wh（50Hz）、約169Wh（60Hz）） ※12 [水受け]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：水受け（水受け栓を除く） 試験結果：99.9％の抗菌効果 試験成績書発行番号：第
1504-8038号、第1504-8040号 [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

●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」

●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」

「象印＆クックパッド
オリジナルレシピ」つき

ワンタッチオープンタイプマグ スクリュータイプマグ
20SM-SE36
ステンレスマグ

<-AL><-NZ><-RZ><-BZ>
メーカー希望小売価格 5,500円（税別）
●外形寸法（約cm）／6.5×7×17.5
●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）／0.17

0.36L

21SM-SE48
<-AL><-NZ><-RZ><-BZ>
メーカー希望小売価格 6,000円（税別）
●外形寸法（約cm）／6.5×7×22
●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）／0.205

0.48L

22SM-JF36
ステンレスマグ

<-PM><-WA><-AD>
メーカー希望小売価格 4,500円（税別）
●外形寸法（約cm）／6.5×6.5×17
●保温効力（6時間）／66度以上　
●保冷効力（6時間）／10度以下
●本体質量（約kg）／0.21

0.36L

23SM-JF48
<-PM><-WA><-AD>
メーカー希望小売価格 5,000円（税別）
●外形寸法（約cm）／6.5×6.5×21.5
●保温効力（6時間）／70度以上　
●保冷効力（6時間）／9度以下
●本体質量（約kg）／0.25

0.48L

（写真は0.36Lです。） （写真は0.36Lです。）

AL
ライトブルー

NZ
ベージュゴールド

RZ
ガーネットレッド

BZ
マットブラック

PM
フローラルピンク

WA
ホワイト

AD
ネイビー

NEW
NEW

NEW

NEW

●選べる５つのふとんおまかせ運転コース
・「標準」コース
・「送風仕上げ」コース　
・「ダニ対策」コース※13

・「しっかり」コース※14
・「お急ぎ」コース※14あたため乾燥

SM-SE・SM-JF
共通機能

保温保冷
●軽量＆コンパクト 
●「内面フッ素コート」
●本体丸洗いOK※7
●洗いやすい分解せん
●氷が入れやすい
　広口4cm

（写真は3.0Lです。）

（抗菌※9加工容器）
（抗菌※9加工容器）

オススメ
商品

●「エアーベント構造飲み口」

オススメ
商品

※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）

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）
※13 ダニは逃げることがあるため、対策できない場合があります。 ※14 ふとんの乾燥はできません。 ※15 あたため・しっかりコース運転時。 
さい。（温風の最高温度：約70℃） ※17 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。 ※18 試験機関：住化エンバイロメンタルサ

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

※15

●あたため「お急ぎ」コース※14

●「羊毛」「羽毛」「綿」「化学繊維」
　などのふとんに対応※16.17

●アレル物質抑制フィルター※18



★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。

BA ブラック

34NW-SA10
IH炊飯ジャー

<-BA>
オープン価格
●炊飯時消費電力（W）／1115
●外形寸法（約cm）／23.5×29×19.5 
●ふた開き時の高さ（約cm）／42.5
●本体質量（約kg）／4.3

 マイコン沸とう  電動ポット
37CP-CA12 1.2L
<-BA>
オープン価格
●消費電力湯沸かし時（W）／1300 
●外形寸法（約cm）／17.5×27×25
●本体質量（約kg）／2.0

暮らしの道具を、おしゃれにちゃんと。
器のようなやさしい造形。日常に溶けこむ、シンプルな佇まい。

キッチンや食卓に、魅せる楽しみがうまれる。

日々の営みを見つめ、ひとの想いに寄り添うモノづくりから生まれた暮らしの道具。

象印らしさをカタチにしたSTAN. で、毎日を心地よく、美しく彩っていく。

36EC-XA30
コーヒーメーカー

<-BA>
オープン価格
●消費電力（W）／650
●外形寸法（約cm）／15×22.5×23.5
●本体質量（約kg）／1.8 ●容量（mL）／420

BA ブラック

BA ブラック

BA ブラック

35EA-FA10
ホットプレート

<-BA>
オープン価格
●消費電力（W）／1200
●外形寸法（約cm）／44.5×30.5×14
●本体質量（約kg）／4.8

※13 カップ1杯 約120mL

約
1～3杯
コーヒーカップ ※13

NEWNEW

NEW

深さ4cmの「深型プレート」深さ4cmの「深型プレート」

5.5合
炊き

※1 安全のため「切」キー（EE-RP型）「入／切」キー（EE-DA型）を押すと運転が停止します。 
※2 ふたがしっかりと閉まっていることをご確認ください。 ※3 本体を倒れたまま放置されま
すと、蒸気口から微量のお湯が流れ出ます。 ※4 加湿中の音や加湿中の再沸とうの音は変わり
ません。湯温が低いときは湯沸かし音も小さいため、低減効果が小さくなります。使用状況や使
用する水の成分により、効果にばらつきがあります。さらに音が気になる場合はクエン酸洗浄を
してください。 ※5 室温２０℃、水温２０℃。満水時に連続「強」コースで運転した場合。

EE-RP・EE-DA  共通機能
●スチーム式
●お手入れ簡単
　「フィルター不要」＆
　「広口容器」

●トリプル安全設計

●自動加湿3段階
●お部屋の状態がわかる
　「湿度モニター」
●湯沸かし音セーブモード※4

チャイルドロック※1
ふた開閉ロック

転倒湯もれ防止構造※2※3

【EE-RP】
入タイマーは６時間、切タイマーは２時間、
それぞれ個別に選択できます。
【EE-DA】
入タイマーは４・６・８時間、
切タイマーは１・２・４時間、
それぞれ３段階から個別に
選択できます。

●「入、切デュアルタイマー」

（写真は35サイズです）

30EE-RP35
スチーム式加湿器

<-WA>
オープン価格
●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

定格加湿能力

350mL/h

31EE-RP50
<-WA>
オープン価格
●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

定格加湿能力

480mL/h

32EE-DA50
スチーム式加湿器

<-WA>
オープン価格
●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）／24×27.5×36.5
●本体質量（約kg）／2.8　●タンク容量（約L）／4.0

定格加湿能力

480mL/h

（写真はEE-DA型）

オススメ
商品

２つのプロペラを互いに逆方向に回転さ
せることで、効率よく風を発生させ、小さ
いお子さんの生活ゾーンである床上３０ｃ
ｍの３６０度全方位からアレル物質を吸引。

二重反転プロペラファン

空気の汚れに応じて、自動的に風量（標準、
弱、静音）を調整しながら運転します。

おまかせモード

花粉の気になるときにおすすめ。最初の30
分は最大風量で運転し、お部屋の空気を入
れ替えます。その後、おまかせよりもホコリセ
ンサーが感知しやすい状態にし、自動で風量
（標準、弱、静音）を調整しながら運転します。

花粉モード

ダストとにおいのデュアルセンサーでお部
屋の空気の状態をお知らせ。お部屋の状
態を3段階で表示、汚れ具合がひと目でわ
かります。

エアーサイン+（プラス）

33PU-AA50
空気清浄機

<-WA>
オープン価格
商品仕様は、添付の価格表をご確認ください。

WA ホワイト

WA ホワイト

WA ホワイト

清潔な蒸気でお部屋にうるおいをしっかりチャージ。 清浄能力にこだわり、
花粉・ハウスダストを
360度の方向から吸引できる
タワー型空気清浄機

●8畳なら約12分で清浄　
●適用床面積（目安）「～24畳（40㎡）」

大容量
４．０Ｌタンク

連続加湿
　８時間※5

連続加湿
6時間※5
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