


BZ 黒漆 WZ 雪白

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

（イメージ図）

うるおい二重内ぶた 内ぶた 内釜

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象印特選品のご案内

※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。 ※8 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。   

40時間※6おいしく保温する「極め保温」

40時間※6おいしく保温する「極め保温」
40時間※6おいしく保温する「極め保温」

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。

お手入れ簡単。「蒸気口セットレス」なので
毎回洗う点数がたったの3点※7。

●急ぎの時も、おいしく炊ける「白米特急＆急速メニュー」
NW-KB10 5.5合

炊き<-BZ><-WZ>
オープン価格
● 0421／）時飯炊（）W（力電費消
●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。

NW-KB18 1升
炊き<-BZ><-WZ>

オープン価格
● 0731／）時飯炊（）W（力電費消
●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。

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構造業界初※2

業界初※4

豪炎かまど釜で「大火力＆高圧力」。
●８１通りの「わが家炊き」メニュー。
●プラチナコートの内釜と内ぶたで
　甘み成分（還元糖）をより引き出す。
●毎回洗う点数がたった3点※7。

かたさ、やわらかさ、もちもち、しゃっきり ごはんの食感をわが家好みに調整できます。

BA ブラック WA ホワイト

NW-JU10
<-BA><-WA>
オープン価格
● 0421／）時飯炊（）W（力電費消
●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

NW-JU18
<-BA>
オープン価格
● 0731／）時飯炊（）W（力電費消
●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。

1升
炊き

NP-BJ10
<-BA><-WA>
オープン価格
● 0421／）時飯炊（）W（力電費消
●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

NP-BJ18
<-BA>
オープン価格
● 0731／）時飯炊（）W（力電費消
●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。

1升
炊き

BA ブラック WA ホワイト

わが家好みの食感に
49通りで応える。

内釜

3年
 保証※8

内釜

3年
 保証※8

内釜

3年
 保証※8

内釜

3年
 保証※8

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

●プラチナコートの内釜で甘み成分（還元糖）を
　より引き出す。

圧力IH炊飯ジャー ○R

Ⓡ

釜厚2.2mm
釜のふち厚さ10mm

内釜

5年
 保証※5

内釜

5年
 保証※5

炎舞炊きの集中加熱を
活かす鉄を仕込んだ内釜。

「わが家炊き」のオーダーメイド炊飯で
121通りの炊きわけから家族の一番おいしいを見つける！

Ⓡ

人工知能
AI炊飯

テレビCMでも
話題のおいしさ
炎舞炊き

圧力IH炊飯ジャー ○R

圧力IH炊飯ジャー ○R

※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。 

人工知能
AI炊飯 人工知能

AI炊飯

※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。 

※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。 

※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。 

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/



幅約48.4cm幅約48.4cm

150
メニューの
レシピブック
つき

ぷりっぷり
っ

1.2気圧 1.0気圧

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

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）
●強火で炊き続け、
　うまみを引き出す
　「豪熱沸とうＩＨ」
●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

NEW

NW-VA18
<-TA>
オープン価格
● 5921／）時飯炊（）W（力電費消
●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。

NW-VA10
<-TA>
オープン価格
● 5011／）時飯炊（）W（力電費消
●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

30時間※1

おいしく保温する
「うるつや保温」 鉄器コート

プラチナ厚釜
釜厚1.7mm

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」

TA ブラウン

いろいろなメニューで
家族だんらん
いろいろなメニューで
家族だんらん

横長ワイド約48cmのプレート
だから、たくさん焼ける!
横長ワイド約48cmのプレート
だから、たくさん焼ける!

●強火・中火・弱火をワンタッチ火かげん 
●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

Wフィンチタンコートカッターで
細かくカットするから
舌ざわりもなめらかに。

Wフィンチタンコートカッターで
細かくカットするから
舌ざわりもなめらかに。
●「安全ダブルロック構造」で安心。
●刃のまわりの汚れをゆっくり
　かくはん洗浄できる
　「クリーニングボタン」

●金属ヘラが使え、丈夫で耐久性が高い
　「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
●料理が取りやすい「薄型ボディ」

TA ブラウン

EA-DD10
ホットプレート

<-TA>
オープン価格
●消費電力（W）／1350
●外形寸法（約cm）／60×38×11 ●本体質量（約kg）／5.5

EQ-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

BA ブラック

「サクサクフライあたため」コースで
フライもピザもサクッとあげたて食感。

こんがり焦げめをつけたい時に
便利な「上火グリル」

●「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※3 おまかせ予約調理※5
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」※6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
　すぐ開けて食べられる！

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※4 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。

＆

EL-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

※4 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） ※5 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。 ※6 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。

●雑穀米、玄米、金芽米が炊ける
　「健康米メニュー」
●「パン（発酵・焼き）」メニュー
●汚れがつきにくい
　「ステンレスボディ・ふた」

●プラチナコートの内釜で
　甘み成分（還元糖）をより引き出す

黒まる厚釜
釜厚1.7mm

NP-RZ05 3合
炊き<-BA>

オープン価格
● 007／）時飯炊（）W（力電費消
●外形寸法（約cm）／
  23×32×19.5
●本体質量（約kg）／4.1

省エネ基準達成率
年間消費電力量 47.2kWh/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。

 XT ステンレスブラウン

内釜

3年
 保証※2

内釜

3年
 保証※2

NP-GJ05
<-XT>
オープン価格
● 007／）時飯炊（）W（力電費消
●外形寸法（約cm）／
  23×30×19
●本体質量（約kg）／3.2

3合
炊き

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。

EQ-AG22
オーブントースター

<-BA>
オープン価格
●消費電力（W）／1000 ●外形寸法（約cm）／38.5×27×23
●庫内寸法（約cm）／26×22×10.5
●トレー内寸（約cm）／22.7×20 ●本体質量（約kg）／4.0

○R倶楽部○R倶楽部

●「３０分ロングタイマー」で
　やきいもにも対応。
●火力5段階切りかえ
●おもちがたれずに上手に焼ける。
●パンくずがさっと捨てられる
　「スライド式くず受皿」

BA ブラック

TA ブラウン

EZ-HG26
<-TA>
オープン価格
●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

IH調理器

9段階
火かげん調節

YA イエロー

当社独自の
Wフィン

氷だって砕ける！

BA ブラック

※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。 ※2 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。   

遠赤平面プレート
■BM-RF08
<-YA>
オープン価格
●消費電力（W）／225 ●容量（L）／0.75
●外形寸法（約cm）／21×15.5×36
●本体質量（約kg）／2.9
※ミル容器セット、ミル容器フタ、お茶ミル容器はついていません。

ミキサー

しゃっきりからもちもちまで
好みの食感に炊き分ける
4通りの「炊き分け圧力」

コンパクトで使いやすく
夫婦サイズで
常に炊きたてのおいしさを

IH炊飯ジャー ○R 圧力IH炊飯ジャー ○R小容量 小容量 IH炊飯ジャー ○R

トースト
2枚

トースト
2枚

※3 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。 

一度セットしたら

後はほったらかし！！
※3



通常

ハンドドリップ
モード

●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

29.5㎝

72.5㎝

29.5㎝

WA ホワイト

※13 タバコの有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭など）はすべて除去できるわけではありません。脱臭性能はご使
用により低下します。 ※14 試験機関：(一財）北里環境科学センター 試験対象：浮遊した１種類のウイルスで実施 型名：PU-AA50 風量：標準コース 試験方法：25㎥の
密閉した試験空間で日本電機工業会 規格（JEM1467）の性能評価試験にて実施 試験結果：28分で99％以上抑制《試験番号：北生発2019-0140号》

BA ブラック

●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

CV-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
CV-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

905Wスピード沸とう

約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。 

電気代を抑える
「まほうびん保温」。

TA ブラウン
（写真は3.0Lです。）

じっくりと
ドリップを楽しめる
「ハンドドリップモード」

CK-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
蒸気レス
構造

※6 1時間
あったか
保温

（選択式）

EC-KT50
コーヒーメーカー

<-RA><-GD>
メーカー希望小売価格 16,500円（税別）
●消費電力（W）／650 
●外形寸法（約cm）／24×16.5×31.5  
●本体質量（約kg）／2.4 ●容量（mL）／675

○R

GD ダークグリーン

RA レッド

おいしさ長持ち、
ヒーターを使わず保温できる
ステンレスサーバー。
●3段階の濃度調節機能 
●しずくもれ防止機構 約

1～5杯
コーヒーカップ ※7

※7 カップ1杯約120mL 

まほうびんタイプ

RF-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）

開いて置くだけ！ マット・ホース不要！！ 

60分※12※12

250mL ※11※11

※11 当社自社基準による。 ※12 当社自社基準によ
る。乾燥・標準コース選択時（室温:20℃、湿度:60%、ふ
とん：シングルサイズ（掛：綿、敷：羊毛）当社調べ）周囲環境
（温度・湿度など）によって異なります。 

スーコ」準標「】燥乾【

ジメッとしたふとんを
カラッとふわふわに！

WA ホワイト

EY-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※8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※9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。

花粉とハウスダストを360度全方位で吸引・清浄できる。

排水ホース

5
食器

（抗菌※10加工
 水受け＆排水ホース）

HA グレー

※8 製品端部からホース先端が80ｃｍ以上。 ※9 「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）） ※10 [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
1708-8105号、第1708-8106号

PU-AA50
空気清浄機

<-WA>
オープン価格
●消費電力(W)／標準10 弱6 静音4 
●運転音（約dB）／標準39 弱29 静音19 ●本体質量（約kg）／10.5

適用床面積（目安）
～24畳（40㎡） PM2.5対応

切り替え
スイッチ

44㎝

54㎝

31㎝

8畳を約12分で清浄し、 最大約24畳まで対応！8畳を約12分で清浄し、 最大約24畳まで対応！

●図書館（40dB）より静かな運転音（39dB）
　（静音運転時19dB）
●フィルターのお手入れは不要！
　（フィルター交換は2年1回が目安）
●DCモーターと効率の良いファン、
　大面積のフィルターで消費電力を抑えます。
● 。載搭」ドーモ粉花「」ドーモせかまお「
●お部屋の状態がひと目でわかる
　「エアーサインプラス」

パッと開いて セットして スイッチON
●衣類や靴の乾燥に便利な「手動運転」。好きな角度で調整できます。

送風 コース温風 コース

床上30cmに
多いといわれる汚れを
360度全方位で

しっかり吸引するので
小さなお子さまがいる
ご家庭でも安心。

集塵・脱臭※13する種類

花粉 ダニの死骸浮遊ウイルス※14 タバコのニオイ※13

25㎥の試験空間での効果であり、実使用空間での実証効果ではありません。

チリ・ホコリペットのニオイ※13 生ゴミのニオイ※13

詳細はホームページでご覧ください。▶
www.zojirushi.co.jp/syohin/air-cleaner/puaa/

部屋干しの
洗濯物に！

早く乾かしたい
お子様の靴に！

枕の乾燥に！ ブーツの乾燥に！

●Wファンの大風量で、
　しっかり乾燥、しっかりあたため。



BA ブラック

NW-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
CP-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。

EC-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

EA-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

※5 カップ1杯 約120mL

約
1～3杯
コーヒーカップ ※5

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

●水滴が飛び散りにくい構造
●飲み物がスムーズに出てくる飲み口 ●結露しにくく安心

●｢なめらかな飲み口」
　取りはずして洗える樹脂カバーつき。

●ちょっとした外出時に。
　ポケットやかばんに入れやすい。

SM-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

SM-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

SD-FB10
ステンレスクールボトル

<-HG><-AJ><-PJ><-AG> 
メーカー希望小売価格 7,500円（税別）
●外形寸法（約cm）／10×10×28
●保冷効力（6時間）／7度以下
●本体質量（約kg）／0.49

1.0L SD-FB15
<-HG><-AJ><-AG> 
メーカー希望小売価格 8,500円（税別）
●外形寸法（約cm）／11×11×32.5
●保冷効力（6時間）／7度以下
●本体質量（約kg）／0.7

1.5L

SM-SE60
<-NZ><-RZ><-BZ>
メーカー希望小売価格 6,500円（税別）
●外形寸法（約cm）／6.5×7×25
●保温効力（6時間）／73度以上　
●保冷効力（6時間）／8度以下
●本体質量（約kg）／0.235

0.6L
）。すでL63.0は真写（）。んせまいざごは柄LAはL6.0（

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

SM-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

SM-ED20
ステンレスマグ

<-WP><-VP>
メーカー希望小売価格 4,500円（税別）
●外形寸法（約cm）／6×6×13
●保温効力（6時間）／63度以上 
●保冷効力（6時間）／10度以下 ●本体質量（約kg）／0.14

0.2L

SM-ED30
<-WP><-VP>
メーカー希望小売価格 5,000円（税別）
●外形寸法（約cm）／6×6×17.5
●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）／0.17

0.3L
SM-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。）

PM
フローラルピンク

WA
ホワイト

AD
ネイビー

（写真は0.2Lです。）

WP
パール
ホワイト

VP
パール
ラベンダー

AJ 
ブルー
ストライプ

HG 
ライム
グレー

PJ 
ボタニカル
ピンク

AG 
ネイビー
ミント

）。すでL0.1は真写（）。んせまいざごは柄JPはL5.1（

NEW

※1 水中に放置しないでください。 ※2 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：せん（飲み口） 試験結果：99.9％の抗菌効果（試験番号20215002351-1） ※3 2倍フッ素コートとしていない当社従来品との比較。 ※4 本体上部 

PP ベリー DP パンプキン AP チョコミント
（写真は0.26Lです。）

ステンレスフードジャー
SW-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 SW-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

氷が溶けにくく
結露しない！！

ステンレス真空２重まほうびんで
おいしい温度が続く！
●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※1
●つるつるクリアステンレス ●分解せん

●熱を外に逃がさない高い保冷・保温力
　「ステンレス真空2重まほうびん構造」。
●飲み口はなめらか、内面はキズや汚れが
　目立ちにくい。
●保冷時は結露しにくく
　保温時は熱くなりにくい。

保温保冷
保温保冷 口径

約7.5ｃｍ
口径※4

約8ｃｍ

SX-DN30
<-NC><-AC>
オープン価格
●外形寸法（約cm）／8.5×8.5×10
●保温効力（1時間）／42度以上
●保冷効力（1時間）／8度以下
●本体質量（約kg）／0.13

0.3L
ステンレスタンブラー

SX-DN45
<-NC><-AC>
オープン価格
●外形寸法（約cm）／8.5×8.5×14
●保温効力（1時間）／49度以上
●保冷効力（1時間）／7度以下
●本体質量（約kg）／0.18

0.45L

ゴクゴク飲める！
「スムーズダイレクト飲み口」（エアーベントつき）

マイボトルを持って小さなエコを始めませんか？

●驚きの保冷力！　
●本体丸洗いOK※1
●Ag+抗菌加工の飲み口※2

●内面の
　フッ素コート２倍※3

　だから、サビに強い

「象印＆クックパッド
オリジナルレシピ」

つき

保冷専用

NC クリアカッパー

AC クリアブルー
（写真は0.45Lです。）

SM-SE・SM-JF・SM-ED 共通機能

口径
約4ｃｍ

口径
約4ｃｍ

口径
約3ｃｍ

保温保冷

ワンタッチオープンタイプマグ スクリュータイプマグ ■■■スクリュータイプマグ小容量

●軽量＆コンパクト  ●「内面フッ素コート」  ●本体丸洗いOK※1  ●洗いやすい分解せん

詳細はホームページでご覧ください。▶ www.zojirushi.co.jp/syohin/stan/
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