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BZ 濃墨 WZ 粉雪

釡厚2.2mm
釜のふち厚さ
3.0mm

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。

アルミ

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。

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

ふちの部分は厚くし、熱が外に逃げるのを抑え、効率よく加熱します。

イメージ

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。

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」

一段と激しくゆらぐ※1炎が、お米をより激しく舞い上げる。

炎舞炊きの集中加熱を活かす、鉄を仕込んだ内釜。

81通りの炊き方で、わが家の好みの
食感になる「わが家炊き」メニュー。1NW-PS10 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）／27.5×34.5×21.5
●本体質量（約kg）／6.5

省エネ基準達成率
年間消費電力量76.7kWh/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。

2NW-PS18 1升
炊き<-BZ>

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119.2kWh/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。

炎舞炊き（ローテーションIH構造）

豪炎かまど釜で「大火力＆高圧力」。
●わが家好みの食感に、８１通りで応える。
●毎回洗うのは、2点だけでOK!。
　（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）
●「麦ごはん」メニュー

BA ブラック

3NW-JW10
<-BA>

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

4NW-JW18
<-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）／7.5

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

5NP-BK10
<-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）／5.5

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

6NP-BK18
<-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。

1升
炊き

BA ブラック WA ホワイト

内釜

3年
 保証※6

内釜

3年
 保証※6

内釜

3年
 保証※6

内釜

3年
 保証※6

鉄器コート プラチナ厚釜
釜厚1.7mm

Ⓡ

●わが家好みの食感に４９通りで応える。
●プラチナコートの内釜で
　甘み成分
　をより引き出す。
●「麦ごはん」メニュー

圧力IH炊飯ジャー ○R

「大火力炊飯」で
お米の甘み成分を引き出す。

圧力IH炊飯ジャー ○R

Ⓡ

釜厚2.2mm
釜のふちの厚さ3.0mm

内釜

3年
 保証※3

内釜

3年
 保証※3

Ⓡ

人工知能
AⅠ炊飯

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

強火で炊き続け、うまみを
引き出す「豪熱沸とうＩＨ」。

●「白米炊き分け3コース」
●「麦ごはん」メニュー
●「洗える内ぶた」
　「フラット庫内」

黒まる厚釜
釜厚1.7mm

8NW-VB18
<-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。

7NW-VB10
<-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

30時間※5

おいしく保温する
「うるつや保温」

TA ブラウン

底IHヒーターを4ブロックに分け、対角線上にある２つのヒーターを
同時加熱していきます。同時に2カ所加熱するので、より激しい対流
でかき混ぜ、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。

※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-PS10型 約6.0W/㎠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） 

※3 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。 

【2つの独立制御 】
4つの底IHヒーター

イメージ

約2倍※2

1つの底IHヒーター
加熱と比較

単位面積当たり 
約6.0W/㎠

I Hと相性の良い鉄素材を間に組み込み、高い蓄熱性・発熱
効率・熱伝導を実現。内釜内面のうまみプラスプラチナ
コート（遠赤外線＋プラチナナノ粒子）の効果で、ごはんの
甘みとうまみを引き出します。

洗える内ぶた内釜

蒸気口セットなしで
毎回洗うのは、2点だけでOK!
（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）

NEW

NEW NEW NEW

４０時間までおいしく保温する
「極め保温」※4。
食べやすく、おいしく炊ける
2通りの「麦ごはん（ふつう・もちもち）」メニュー。

※4 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。 

※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 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。   

進化した炎舞炊きで家ごはんを最高に！圧力ＩＨなら冷めてもおいしいのでお弁当にもお薦め！

（　　　　　　）甘み成分のひとつ
である還元糖

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/
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★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。

気になるお部屋の空気をきれいに・快適に

PP ベリー DP パンプキン AP チョコミント
CA ベージュ GA グリーン PA ピンク

（写真は0.26Lです。）ステンレスフードジャー
35
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 36
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

ステンレス真空２重まほうびんで
おいしい温度が続く！

温かさを保って
もっとおいしく。

●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※11
●つるつるクリアステンレス ●分解せん

●ポーチに入れるともっと
　あったか+約4℃※14

Sサイズ：フードジャーサイズ
 250～400mL

保温保冷
口径※13

約8ｃｍ

「象印＆クックパッド
オリジナルレシピ」つき

38
保温弁当箱

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）

37
フードジャーポーチ

メーカー希望小売価格 2,000円（税別）
●外形寸法（約cm）／
 11×11.5×16.5（持ち手を除く）
●本体質量（約kg）／0.08

39
保温弁当箱

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）

BA ブラック

本体
丸洗い
OK

電子
レンジ
対応

（各容器の
ふたは除く）

※11

本体
丸洗い
OK

電子
レンジ
対応

（各容器の
ふたは除く）

※11

本体
丸洗い
OK
※15

約1.2杯分
（約0.5合※16）

ランチタイムまで
ごはんあったか！

ポーチがランチョン
マットに早変わり！
ポーチがランチョン
マットに早変わり！

ZD マルチドット

（抗菌※17
加工容器）

（抗菌※17
加工容器）

まほうびん
保温ケース

32
ステンレスマグ

メーカー希望小売価格 5,500円（税別）
●外形寸法（約cm）／6.5×6.5×13.0
●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）／0.19

0.24L 33
ステンレスマグ

メーカー希望小売価格 5,000円（税別）
●外形寸法（約cm）／6.5×6.5×17.5
●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）／0.20

0.36L 34
メーカー希望小売価格 5,500円（税別）
●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）／0.23

0.48L

WM 
ペール
ホワイト

BM 
スレート
ブラック

AM 
ミント
ブルー

VM 
ペール
オーキッド

GZ 
アッシュ
グリーン

PZ 
スモーキー
ピンク

AZ 
ダスティ
ブルー

TZ 
ラテ
ベージュ

例：AZ柄デザイン
色柄によって

デザインは異なります。

口径
約4ｃｍ

口径
約4ｃｍ

●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 
●洗いやすい分解せん

30
ステンレスマグ

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 31
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
（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

ワンタッチオープンタイプマグ スクリュータイプマグ

口径
約4ｃｍ

SM-SE・SM-ZP・SM-ZA 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※11 ●結露しにくく安心

SM-ZP・SM-ZA共通機能小容量
タイプ

大容量タンクで
給水頻度が減って
手間も減る!!

マイボトルで始めるみんなのエコ生活

※1 試験機関：（一財）北里環境科学センター 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 試験対象：浮遊した1種類のウイルスで実施 試験結果：60分で99％以上抑制 品番：PA-HA16（PU-HC35と
同等性能機種＜当社判断＞） 風量：急速モード 試験番号 北生発23_0120号 ※2 試験機関：（一財）北里環境科学センター 試
験方法：25㎥の試験空間で日本電機工業会 自主基準（HD-131）性能評価試験にて実施 試験対象：1種類の浮遊カビで実施 試
験結果：約40分で99％以上抑制 品番：PA-HA16（PU-HC35と同等性能機種＜当社判断＞） 風量：急速モード 試験番号 北生
発2015号_1258号 ※3 試験機関：（一財）北里環境科学センター 試験方法：25㎥の試験空間で日本電機工業会 自主基準
（HD-131）性能評価試験にて実施 試験対象：1種類の浮遊細菌で実施 試験結果：約40分で99％以上抑制 品番：PA-HA16
（PU-HC35と同等性能機種＜当社判断＞） 風量：急速モード 試験番号 北生発2015_0258号 ※4 1日にタバコ5本吸った
場合。フィルターの交換目安は、ご使用になる環境により異なります。 ※5 適用床面積は日本電機工業会規格（JEM1467）によ
るものです。   

16畳
タイプ26

空気清浄機

オープン価格
●消費電力（W）（50/60Hz）／急速：38/44 標準：20 静音：15/13
●外形寸法（約cm）／39.5×12.5×41.5 ●本体質量（約kg）／3.9

WA ホワイト

置き場所を選ばない奥行き約12.5cm。

●空気清浄機が浮遊ウイルス※1浮遊カビ※2浮遊細菌※3を抑制
●パワフル＆スピーディ！　前面から吸気する「フロントパネル全面吸気」
●花粉を素早くパワフル除去する「花粉モード」
●フィルターは約2年※4に一度
　交換するだけの簡単お手入れ
●お部屋のにおいを感知して
　ランプでお知らせ「エアーサイン」
●おまかせモード・花粉モード・エコモード

※6 安全のため「切」キー（EE-RQ型）「入／切」キー（EE-DB型）を押すと運転が停止します。 ※7 ふたが
しっかりと閉まっていることをご確認ください。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。 ※8 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。 ※9 室温２０℃、水温２０℃。満水時に連続「強」コースで運転し
た場合。 ※10 適用床面積の目安は、日本電機工業会規格（JEM1426）に基づきプレハブ住宅洋室の場合
を最大適用面積とし、木造和室の場合を最小適用面積としたものです。ただし壁・床の材質、部屋の構造・使用暖
房器具等によって適用床面積は異なりますので販売店にご相談ください。 

EE-RQ・EE-DB  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」

●トリプル安心設計

●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※8

チャイルドロック※6
ふた開閉ロック

転倒湯もれ防止構造※7

【EE-RQ】
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-DB】
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
タイマーを個別に選択できます。

●「入、切デュアルタイマー」

●「水位線」つき

（写真は
35サイズです）

27
スチーム式加湿器

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

28
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

29
スチーム式加湿器

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

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。

大容量
４．０Ｌタンク

連続加湿
　８時間※9

連続加湿
6時間※9

清浄時間適用床面積（目安）※5 適用床面積（目安）

30分で清浄できる面積です
8畳 17分で清浄 ～16畳（26m2）

※11 水中に放置しないでください。 ※12 せんとパッキンをひとつにしたせん構造の技術。ステンレスボトルにおいて2020年7月30日 当社調べ。 ※13 本体上部 ※14 象印マホービン株式会社・フードジャーSW-H型。ポーチ有りなしでの比較。 ※15 手洗いできます ※16 保温米飯量とは炊く
前のお米の量の目安です。 ※17 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 

●やさしい口当たりの
　「なめらか飲み口」

寝室 玄関

加湿適用床面積※10
プレハブ洋室
～13畳 
～22㎡

加湿適用床面積※10
プレハブ洋室
～13畳 
～22㎡

加湿適用床面積※10
プレハブ洋室
～10畳 
～16㎡

約1.8杯分
（約0.7合※16）

業界初※12

●せんとパッキンがひとつに
   なって分解洗浄が不要に。
　お手入れカンタン
　「シームレスせん」
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★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。

TA ブラウン

WA ホワイト

離乳食作りがラクラク
「ベビーごはん」メニュー!
離乳食作りがラクラク
「ベビーごはん」メニュー!

黒まる厚釜
釜厚1.7mm

NEW

●ごはんの甘みを引き出す「熟成炊き（白米）」
●雑穀米、玄米、金芽米※2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」

●ふつう・しゃっきり・やわらか 3通りの「炊き分け圧力」
●お米の栄養素を引き出す「熟成炊き（白米・玄米）」
●雑穀米、玄米、金芽米※2が炊ける「健康米メニュー」

黒まる厚釜
釜厚1.7mm

9NP-RM05 3合
炊き<-TA><-WA>

オープン価格
●消費電力（W）（炊飯時）／700
●外形寸法（約cm）／
  23×32×19.5
●本体質量（約kg）／4.0

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

10NP-GJ05
<-XT>

オープン価格
●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

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。

小容量でおいしさを求めるなら圧力IHタイプ！ コンパクトでありながら多機能で使いやすい！
圧力IH炊飯ジャー ○R小容量 IH炊飯ジャー ○R小容量

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」

※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 金芽米は東洋ライス株式会社の登録商標です。

 マイコン沸とう  電動ポット
13CP-CA12 1.2L
<-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）／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。

BA ブラック

BA ブラック WA ホワイト

BA ブラック WA ホワイト

12EA-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

深さ4cmの「深型プレート」深さ4cmの「深型プレート」
11NW-SA10

IH炊飯ジャー

<-BA><-WA>

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

5.5合
炊き

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

17RF-FA20

ふとん乾燥機

＜-WA＞＜-HA＞
オープン価格
●消費電力(W)(50/60Hz)／905/910　●運転音（約dB）／50（ふとん乾燥時）
●外形寸法（約cm）／23×15×36　●本体質量（約kg）／3.8

足もとまでしっかり暖かいマット・ホース無し！ふとん乾燥機！

WA ホワイト HA グレー

開く ふとんをかける 運転スタート
●ツインファンによる大風量と
　乾燥効率の良いノズル形状で
　３５分のスピード乾燥

●アタッチメント不要。
　急ぎの衣類や靴の乾燥に
　便利な角度調整ノズル

●ベッドサイドに収納できる
　コンパクト設計
●ふとんのサイズに合わせて選べる
　「シングル」「ダブル」コース

運動靴などちょっとした乾燥に

●電気で沸かして「まほうびん保温」
●年間電気代※4

　CV-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※6」（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

15CV-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 ®

16CV-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

約4,300円オトク！！※5

905Wスピード沸とう

※4 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（税込）［2014年4月改定］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。※5 CV-GB30(VEまほうびん構造)とCD-WU30(電動ポット)との比較。 
※6 90℃、80℃、70℃に設定可能。 

いつもお湯があればインスタント
食品・飲料をすぐ用意できる！

TA ブラウン 
（写真は3.0Lです。）

簡単
3ステップ

イメージ
「温風」コース

温風に弱いものに風をあてて
乾燥するコース

「送風」コース

衣類や布団の外干しが気になる方は

深型だから料理のレパートリーが豊富！深型だから料理のレパートリーが豊富！

お茶を飲むときも
オシャレな雰囲気が
感じられるポット！

お茶を飲むときも
オシャレな雰囲気が
感じられるポット！

14EC-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

※3 カップ1杯 
　   約120mL

約
1～3杯
コーヒーカップ ※3

リビングで
コーヒーの香りを楽しもう！
リビングで
コーヒーの香りを楽しもう！

「レシピブック」つき
省エネ基準達成率
年間消費電力量89.2kWh/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。

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）をたった10分であたためます。

ふとんあたため「お急ぎ」コース
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★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。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

遠赤平面プレート

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（竹串専用）

深型プレート

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

グリルなべ
21
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

Ⓡ

ホームベーカリー
23
オープン価格
●消費電力（W）／ヒーター450、モーター69/63（50/60Hz） ●外形寸法（約cm）／22.5×31.5×34.5 ●本体質量（約kg）／7.5

Ⓡ

一台でメニューいろいろ。
家族で楽しいごはんの時間。
一台でメニューいろいろ。
家族で楽しいごはんの時間。

家族で楽しくふんわりパン作り。家族で楽しくふんわりパン作り。

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」
●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」

TA ブラウン

土鍋風なべ

水量目盛
つき！

揚げ物をみんなで
作れば外食気分。
揚げ物をみんなで
作れば外食気分。
●19cmの大きなエビも
　ラクラク揚がる！
●油温調節機能
　（160～200℃）  
●マグネットプラグ
●フッ素樹脂加工（なべ）

●パン屋さんの窯焼きを再現！
　「高火力・底面加熱ダブルヒーター」。

●カンタンにつくれるコースが多彩！

邪魔なコードもすっきり収まる
コードリール採用

BA ブラック

TＪ メタリックカカオ

22
電気フライヤー

メーカー希望小売価格 11,000円（税別）
●消費電力（W）／1000 
●外形寸法（約cm）／30×17×18 ●本体質量（約kg）／2.1

○R

プチホットケーキを
みんなで作るおやつの時間。
プチホットケーキを
みんなで作るおやつの時間。

「深型プレート」で
おしゃれなメニューを
みんなで囲む。

「深型プレート」で
おしゃれなメニューを
みんなで囲む。

たっぷり焼けて、
みんなでわいわい楽しめる。
たっぷり焼けて、
みんなでわいわい楽しめる。

●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 
　「遠赤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」

●「焼く」から「煮る」まで
　料理のレパートリーが広がる
　深さ３．５ｃｍの「深型プレート」

●丈夫で長持ち、
　３層構造の傷つきにくい
　「遠赤トリプルチタンセラミックコート」
●でっかく焼ける「ワイドな48cm」
　大きなお好み焼きが
　2枚焼ける
●「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」

XB 
ステンレスブラック

18
ホットプレート

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）

19
ホットプレート

オープン価格
●消費電力（W）／1300
●外形寸法（約cm）／
  48×33×14（2枚重ね時高さ16） 
●本体質量（約kg）／5.5

20
ホットプレート

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

BA 
ブラック

●コーヒーのコクと香りを引き出す
　「マイコン予熱&
   ダブル加熱 高温抽出」
●2段階の挽き目と濃さが選べる
　「味わい調節」

「全自動挽きたてドリップ」で
本格的なおいしいコーヒー。
お手入れもカンタン。

25
オープン価格
●消費電力（W）／740 
●外形寸法（約cm）／24×25×32
●本体質量（約kg）／3.7 
●容量(mL)／540（コーヒーカップ約4杯）

○Rコーヒーメーカー

ヒーター:底から上部へ、一気に熱を伝えます。

ふわっ

WA ホワイト

1斤

※1 カップ1杯 約120mL

約
1～4杯
コーヒーカップ ※1

「ガラスジャグ」採用で
本体がコンパクトに。

おうちごはんを　　　美味しく！ 楽しく!もっと

BA ブラック

24
マイコン オーブントースター

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

BZ マットブラック

毎朝極上のトーストが
楽しめるしあわせ。
●今話題の「サクふわトースト」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
　「ビッグ&ワイド庫内」
●８０℃～高温２５０℃ 温度調節
●お手入れ簡単！「はずせるとびら」
●「30分ロングデジタルタイマー」で
　生から焼きいもが焼ける。

120メニューの
カラーレシピ
ブックつき

プレートの溝が
傾斜していて

落ちた脂が流れやすい
「傾斜溝つき焼肉プレート」
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★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。

TA ブラウン

WA ホワイト

離乳食作りがラクラク
「ベビーごはん」メニュー!
離乳食作りがラクラク
「ベビーごはん」メニュー!

黒まる厚釜
釜厚1.7mm

●ごはんの甘みを引き出す「熟成炊き（白米）」
●雑穀米、玄米、金芽米※2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」

●ふつう・しゃっきり・やわらか 3通りの「炊き分け圧力」
●お米の栄養素を引き出す「熟成炊き（白米・玄米）」
●雑穀米、玄米、金芽米※2が炊ける「健康米メニュー」

黒まる厚釜
釜厚1.7mm

9 3合
炊き

オープン価格
●消費電力（W）（炊飯時）／700
●外形寸法（約cm）／
  23×32×19.5
●本体質量（約kg）／4.0

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

10
オープン価格
●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

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。

小容量でおいしさを求めるなら圧力IHタイプ！ コンパクトでありながら多機能で使いやすい！
圧力IH炊飯ジャー ○R小容量 IH炊飯ジャー ○R小容量

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」

※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 金芽米は東洋ライス株式会社の登録商標です。

 マイコン沸とう  電動ポット
13 1.2L

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。

BA ブラック

BA ブラック WA ホワイト

BA ブラック WA ホワイト

12
ホットプレート

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

深さ4cmの「深型プレート」深さ4cmの「深型プレート」
11
IH炊飯ジャー

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

5.5合
炊き

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

17
ふとん乾燥機

＜ ＞＜ ＞
オープン価格
●消費電力(W)(50/60Hz)／905/910　●運転音（約dB）／50（ふとん乾燥時）
●外形寸法（約cm）／23×15×36　●本体質量（約kg）／3.8

足もとまでしっかり暖かいマット・ホース無し！ふとん乾燥機！

WA ホワイト HA グレー

開く ふとんをかける 運転スタート
●ツインファンによる大風量と
　乾燥効率の良いノズル形状で
　３５分のスピード乾燥

●アタッチメント不要。
　急ぎの衣類や靴の乾燥に
　便利な角度調整ノズル

●ベッドサイドに収納できる
　コンパクト設計
●ふとんのサイズに合わせて選べる
　「シングル」「ダブル」コース

運動靴などちょっとした乾燥に

●電気で沸かして「まほうびん保温」
●年間電気代※4

　CV-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※6」（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

15 2.2L
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 ®

16 3.0L
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

約4,300円オトク！！※5

905Wスピード沸とう

※4 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（税込）［2014年4月改定］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。※5 CV-GB30(VEまほうびん構造)とCD-WU30(電動ポット)との比較。 
※6 90℃、80℃、70℃に設定可能。 

いつもお湯があればインスタント
食品・飲料をすぐ用意できる！

TA ブラウン 
（写真は3.0Lです。）

簡単
3ステップ

イメージ
「温風」コース

温風に弱いものに風をあてて
乾燥するコース

「送風」コース

衣類や布団の外干しが気になる方は

深型だから料理のレパートリーが豊富！深型だから料理のレパートリーが豊富！

お茶を飲むときも
オシャレな雰囲気が
感じられるポット！

お茶を飲むときも
オシャレな雰囲気が
感じられるポット！

14
コーヒーメーカー

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

※3 カップ1杯 
　   約120mL

約
1～3杯
コーヒーカップ ※3

リビングで
コーヒーの香りを楽しもう！
リビングで
コーヒーの香りを楽しもう！

「レシピブック」つき
省エネ基準達成率
年間消費電力量89.2kWh/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。

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）をたった10分であたためます。

ふとんあたため「お急ぎ」コース
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★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。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

遠赤平面プレート

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（竹串専用）

NEW

深型プレート

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

グリルなべ
21EP-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

Ⓡ

ホームベーカリー
23BB-ST10
<-WA>

オープン価格
●消費電力（W）／ヒーター450、モーター69/63（50/60Hz） ●外形寸法（約cm）／22.5×31.5×34.5 ●本体質量（約kg）／7.5

Ⓡ

一台でメニューいろいろ。
家族で楽しいごはんの時間。
一台でメニューいろいろ。
家族で楽しいごはんの時間。

家族で楽しくふんわりパン作り。家族で楽しくふんわりパン作り。

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」
●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」

TA ブラウン

土鍋風なべ

水量目盛
つき！

揚げ物をみんなで
作れば外食気分。
揚げ物をみんなで
作れば外食気分。
●19cmの大きなエビも
　ラクラク揚がる！
●油温調節機能
　（160～200℃）  
●マグネットプラグ
●フッ素樹脂加工（なべ）

●パン屋さんの窯焼きを再現！
　「高火力・底面加熱ダブルヒーター」。

●カンタンにつくれるコースが多彩！

邪魔なコードもすっきり収まる
コードリール採用

BA ブラック

TＪ メタリックカカオ

22EFK-A10

電気フライヤー

<-TJ>

メーカー希望小売価格 11,000円（税別）
●消費電力（W）／1000 
●外形寸法（約cm）／30×17×18 ●本体質量（約kg）／2.1

○R

プチホットケーキを
みんなで作るおやつの時間。
プチホットケーキを
みんなで作るおやつの時間。

「深型プレート」で
おしゃれなメニューを
みんなで囲む。

「深型プレート」で
おしゃれなメニューを
みんなで囲む。

たっぷり焼けて、
みんなでわいわい楽しめる。
たっぷり焼けて、
みんなでわいわい楽しめる。

●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 
　「遠赤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」

●「焼く」から「煮る」まで
　料理のレパートリーが広がる
　深さ３．５ｃｍの「深型プレート」

●丈夫で長持ち、
　３層構造の傷つきにくい
　「遠赤トリプルチタンセラミックコート」
●でっかく焼ける「ワイドな48cm」
　大きなお好み焼きが
　2枚焼ける
●「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」

XB 
ステンレスブラック

18EA-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）

19EA-KE20

ホットプレート

<-BA>

オープン価格
●消費電力（W）／1300
●外形寸法（約cm）／
  48×33×14（2枚重ね時高さ16） 
●本体質量（約kg）／5.5

20EA-DE10

ホットプレート

<-BA>

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

BA 
ブラック

●コーヒーのコクと香りを引き出す
　「マイコン予熱&
   ダブル加熱 高温抽出」
●2段階の挽き目と濃さが選べる
　「味わい調節」

「全自動挽きたてドリップ」で
本格的なおいしいコーヒー。
お手入れもカンタン。

25EC-SA40
<-BA>

オープン価格
●消費電力（W）／740 
●外形寸法（約cm）／24×25×32
●本体質量（約kg）／3.7 
●容量(mL)／540（コーヒーカップ約4杯）

○Rコーヒーメーカー

ヒーター:底から上部へ、一気に熱を伝えます。

ふわっ

WA ホワイト

1斤

NEW

※1 カップ1杯 約120mL

約
1～4杯
コーヒーカップ ※1

「ガラスジャグ」採用で
本体がコンパクトに。

おうちごはんを　　　美味しく！ 楽しく!もっと

BA ブラック

24ET-GN30

マイコン 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

BZ マットブラック

毎朝極上のトーストが
楽しめるしあわせ。
●今話題の「サクふわトースト」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
　「ビッグ&ワイド庫内」
●８０℃～高温２５０℃ 温度調節
●お手入れ簡単！「はずせるとびら」
●「30分ロングデジタルタイマー」で
　生から焼きいもが焼ける。

120メニューの
カラーレシピ
ブックつき

NEW

プレートの溝が
傾斜していて

落ちた脂が流れやすい
「傾斜溝つき焼肉プレート」
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BZ 濃墨 WZ 粉雪

釡厚2.2mm
釜のふち厚さ
3.0mm

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。

アルミ

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。

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

ふちの部分は厚くし、熱が外に逃げるのを抑え、効率よく加熱します。

イメージ

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。

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」

一段と激しくゆらぐ※1炎が、お米をより激しく舞い上げる。

炎舞炊きの集中加熱を活かす、鉄を仕込んだ内釜。

81通りの炊き方で、わが家の好みの
食感になる「わが家炊き」メニュー。1 5.5合

炊き
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76.7kWh/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。

2 1升
炊き

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119.2kWh/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。

炎舞炊き（ローテーションIH構造）

豪炎かまど釜で「大火力＆高圧力」。
●わが家好みの食感に、８１通りで応える。
●毎回洗うのは、2点だけでOK!。
　（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）
●「麦ごはん」メニュー

BA ブラック

3
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

4
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）／7.5

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

5
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）／5.5

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

6
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。

1升
炊き

BA ブラック WA ホワイト

内釜

3年
 保証※6

内釜

3年
 保証※6

内釜

3年
 保証※6

内釜

3年
 保証※6

鉄器コート プラチナ厚釜
釜厚1.7mm

Ⓡ

●わが家好みの食感に４９通りで応える。
●プラチナコートの内釜で
　甘み成分
　をより引き出す。
●「麦ごはん」メニュー

圧力IH炊飯ジャー ○R

「大火力炊飯」で
お米の甘み成分を引き出す。

圧力IH炊飯ジャー ○R

Ⓡ

釜厚2.2mm
釜のふちの厚さ3.0mm

内釜

3年
 保証※3

内釜

3年
 保証※3

Ⓡ

人工知能
AⅠ炊飯

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

強火で炊き続け、うまみを
引き出す「豪熱沸とうＩＨ」。

●「白米炊き分け3コース」
●「麦ごはん」メニュー
●「洗える内ぶた」
　「フラット庫内」

黒まる厚釜
釜厚1.7mm

8
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。

7
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

30時間※5

おいしく保温する
「うるつや保温」

TA ブラウン

底IHヒーターを4ブロックに分け、対角線上にある２つのヒーターを
同時加熱していきます。同時に2カ所加熱するので、より激しい対流
でかき混ぜ、高温の熱をお米一粒一粒に伝えます。

※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-PS10型 約6.0W/㎠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） 

※3 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。 

【2つの独立制御 】
4つの底IHヒーター

イメージ

約2倍※2

1つの底IHヒーター
加熱と比較

単位面積当たり 
約6.0W/㎠

I Hと相性の良い鉄素材を間に組み込み、高い蓄熱性・発熱
効率・熱伝導を実現。内釜内面のうまみプラスプラチナ
コート（遠赤外線＋プラチナナノ粒子）の効果で、ごはんの
甘みとうまみを引き出します。

洗える内ぶた内釜

蒸気口セットなしで
毎回洗うのは、2点だけでOK!
（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）４０時間までおいしく保温する

「極め保温」※4。
食べやすく、おいしく炊ける
2通りの「麦ごはん（ふつう・もちもち）」メニュー。

※4 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。 

※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 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。   

進化した炎舞炊きで家ごはんを最高に！圧力ＩＨなら冷めてもおいしいのでお弁当にもお薦め！

（　　　　　　）甘み成分のひとつ
である還元糖

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/
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★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。

気になるお部屋の空気をきれいに・快適に

PP ベリー DP パンプキン AP チョコミント
CA ベージュ GA グリーン PA ピンク

（写真は0.26Lです。）ステンレスフードジャー
35SW-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 36SW-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

ステンレス真空２重まほうびんで
おいしい温度が続く！

温かさを保って
もっとおいしく。

●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※11
●つるつるクリアステンレス ●分解せん

●ポーチに入れるともっと
　あったか+約4℃※14

Sサイズ：フードジャーサイズ
 250～400mL

保温保冷
口径※13

約8ｃｍ

「象印＆クックパッド
オリジナルレシピ」つき

38SZ-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）

37SW-PA01

フードジャーポーチ

<-CA><-GA><-PA>

メーカー希望小売価格 2,000円（税別）
●外形寸法（約cm）／
 11×11.5×16.5（持ち手を除く）
●本体質量（約kg）／0.08

39SZ-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）

BA ブラック

本体
丸洗い
OK

電子
レンジ
対応

（各容器の
ふたは除く）

※11

本体
丸洗い
OK

電子
レンジ
対応

（各容器の
ふたは除く）

※11

本体
丸洗い
OK
※15

約1.2杯分
（約0.5合※16）

ランチタイムまで
ごはんあったか！

ポーチがランチョン
マットに早変わり！
ポーチがランチョン
マットに早変わり！

ZD マルチドット

（抗菌※17
加工容器）

（抗菌※17
加工容器）

まほうびん
保温ケース

NEW

NEW

32SM-ZP24

ステンレスマグ

<-GZ><-PZ><-AZ><-TZ>

メーカー希望小売価格 5,500円（税別）
●外形寸法（約cm）／6.5×6.5×13.0
●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）／0.19

0.24L 33SM-ZA36

ステンレスマグ

<-BM><-VM><-AM><-WM>

メーカー希望小売価格 5,000円（税別）
●外形寸法（約cm）／6.5×6.5×17.5
●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）／0.20

0.36L 34SM-ZA48
<-BM><-VM><-AM><-WM>

メーカー希望小売価格 5,500円（税別）
●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）／0.23

0.48L

WM 
ペール
ホワイト

BM 
スレート
ブラック

AM 
ミント
ブルー

VM 
ペール
オーキッド

GZ 
アッシュ
グリーン

PZ 
スモーキー
ピンク

AZ 
ダスティ
ブルー

TZ 
ラテ
ベージュ

例：AZ柄デザイン
色柄によって

デザインは異なります。

口径
約4ｃｍ

NEW

口径
約4ｃｍ

●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 
●洗いやすい分解せん

30SM-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 31SM-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
（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

ワンタッチオープンタイプマグ スクリュータイプマグ

口径
約4ｃｍ

SM-SE・SM-ZP・SM-ZA 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※11 ●結露しにくく安心

SM-ZP・SM-ZA共通機能小容量
タイプ

大容量タンクで
給水頻度が減って
手間も減る!!

マイボトルで始めるみんなのエコ生活

※1 試験機関：（一財）北里環境科学センター 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 試験対象：浮遊した1種類のウイルスで実施 試験結果：60分で99％以上抑制 品番：PA-HA16（PU-HC35と
同等性能機種＜当社判断＞） 風量：急速モード 試験番号 北生発23_0120号 ※2 試験機関：（一財）北里環境科学センター 試
験方法：25㎥の試験空間で日本電機工業会 自主基準（HD-131）性能評価試験にて実施 試験対象：1種類の浮遊カビで実施 試
験結果：約40分で99％以上抑制 品番：PA-HA16（PU-HC35と同等性能機種＜当社判断＞） 風量：急速モード 試験番号 北生
発2015号_1258号 ※3 試験機関：（一財）北里環境科学センター 試験方法：25㎥の試験空間で日本電機工業会 自主基準
（HD-131）性能評価試験にて実施 試験対象：1種類の浮遊細菌で実施 試験結果：約40分で99％以上抑制 品番：PA-HA16
（PU-HC35と同等性能機種＜当社判断＞） 風量：急速モード 試験番号 北生発2015_0258号 ※4 1日にタバコ5本吸った
場合。フィルターの交換目安は、ご使用になる環境により異なります。 ※5 適用床面積は日本電機工業会規格（JEM1467）によ
るものです。   

16畳
タイプ26PU-HC35

空気清浄機

<-WA>

オープン価格
●消費電力（W）（50/60Hz）／急速：38/44 標準：20 静音：15/13
●外形寸法（約cm）／39.5×12.5×41.5 ●本体質量（約kg）／3.9

WA ホワイト

置き場所を選ばない奥行き約12.5cm。

●空気清浄機が浮遊ウイルス※1浮遊カビ※2浮遊細菌※3を抑制
●パワフル＆スピーディ！　前面から吸気する「フロントパネル全面吸気」
●花粉を素早くパワフル除去する「花粉モード」
●フィルターは約2年※4に一度
　交換するだけの簡単お手入れ
●お部屋のにおいを感知して
　ランプでお知らせ「エアーサイン」
●おまかせモード・花粉モード・エコモード

NEWNEW

※6 安全のため「切」キー（EE-RQ型）「入／切」キー（EE-DB型）を押すと運転が停止します。 ※7 ふたが
しっかりと閉まっていることをご確認ください。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。 ※8 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。 ※9 室温２０℃、水温２０℃。満水時に連続「強」コースで運転し
た場合。 ※10 適用床面積の目安は、日本電機工業会規格（JEM1426）に基づきプレハブ住宅洋室の場合
を最大適用面積とし、木造和室の場合を最小適用面積としたものです。ただし壁・床の材質、部屋の構造・使用暖
房器具等によって適用床面積は異なりますので販売店にご相談ください。 

EE-RQ・EE-DB  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」

●トリプル安心設計

●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※8

チャイルドロック※6
ふた開閉ロック

転倒湯もれ防止構造※7

【EE-RQ】
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-DB】
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
タイマーを個別に選択できます。

●「入、切デュアルタイマー」

●「水位線」つき

（写真は
35サイズです）

27EE-RQ35

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

28EE-RQ50
<-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

29EE-DB50

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

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。

大容量
４．０Ｌタンク

連続加湿
　８時間※9

連続加湿
6時間※9

清浄時間適用床面積（目安）※5 適用床面積（目安）

30分で清浄できる面積です
8畳 17分で清浄 ～16畳（26m2）

※11 水中に放置しないでください。 ※12 せんとパッキンをひとつにしたせん構造の技術。ステンレスボトルにおいて2020年7月30日 当社調べ。 ※13 本体上部 ※14 象印マホービン株式会社・フードジャーSW-H型。ポーチ有りなしでの比較。 ※15 手洗いできます ※16 保温米飯量とは炊く
前のお米の量の目安です。 ※17 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 

●やさしい口当たりの
　「なめらか飲み口」

寝室 玄関

加湿適用床面積※10
プレハブ洋室
～13畳 
～22㎡

加湿適用床面積※10
プレハブ洋室
～13畳 
～22㎡

加湿適用床面積※10
プレハブ洋室
～10畳 
～16㎡

約1.8杯分
（約0.7合※16）

業界初※12

●せんとパッキンがひとつに
   なって分解洗浄が不要に。
　お手入れカンタン
　「シームレスせん」


