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29.5㎝29.5㎝

72.5㎝72.5㎝

29.5㎝29.5㎝

WA ホワイト

23㎝23㎝

36㎝36㎝

15㎝15㎝

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。

※6 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》 ※7 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。

3PU-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

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！（交換目安は2年に1回）
●航空機・船舶で使われる技術「二重反転プロペラファン」と
　「DCモーター」で効率よく気流を生み出し、高い清浄能力・
　静かな運転音を実現しつつ消費電力を抑えます。
●「おまかせモード」「花粉モード」搭載
●お部屋の状態がひと目でわかる「エアーサインプラス」

●お手入れ簡単
　「フィルター不要」＆
　「フッ素加工広口容器」

●トリプル安心設計

●自動加湿3段階
●お部屋の状態をランプで
　確認できる「湿度モニター」

集塵・脱臭※7する種類
●浮遊ウイルス※6 ●花粉
●ダニの死骸 ●タバコのニオイ※7
●ペットのニオイ※7
●生ゴミのニオイ※7 ●チリ・ホコリ
●ハウスダスト
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。

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

4

ふとん乾燥機

RF-FA20
＜-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

セットが簡単！ 開いて置くだけ！ 
大風量で乾燥も温めも早い！

浮遊ウイルス※6・花粉などを360度全方位から
強力に吸引するスピード清浄！

WA ホワイト HA グレー

●「３５分のスピード乾燥※8」
　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。
●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 

①開く ②ふとんをかける ③運転スタート

※8 「標準・冬」コース、シングルサイズ使用の場合。室温20℃、湿度60～70％の場合。使用条件によって異なります。

NEW

※1 安全のため「入／切」キー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。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。 ※3 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。 ※4 室温20℃、満水時に連続「強」コースで運転した場合。 ※5 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。 

「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

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」

●「湯沸かし音セーブモード」※3
●「水位線」つき
●給水お知らせ
●内容器をキレイにできる
　クエン酸（別売）洗浄機能

1EE-DC35
スチーム式加湿器

<-WA><-HA>
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）／24.0×27.5×32.5 ●本体質量（約kg）／2.7
●タンク容量（約L）／3.0 ●定格加湿能力（mL/h）／350

2EE-DC50
<-WA><-HA>
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）／24.0×27.5×36.5 ●本体質量（約kg）／2.9
●タンク容量（約L）／4.0 ●定格加湿能力（mL/h）／480

ＨＡ グレーWA ホワイト

清潔な蒸気でリビングにも寝室にも快適なうるおいを！

連続加湿
約8時間※4

簡単!!

3
ステップ

■の「角度調整ノズル」で
色々な乾燥に便利！

象印独自

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。

PM2.5
対応

適用床面積（目安）
～24畳（40㎡）

加湿適用床面積※5
プレハブ洋室 ～10畳（16㎡）
木造和室 ～6畳（10㎡）

加湿適用床面積※5
プレハブ洋室 ～13畳（22㎡）
木造和室 ～8畳（13㎡）

清潔な蒸気のスチーム式

沸とうさせたきれいな蒸気を、約65℃
まで冷ましてお部屋を加湿します。

50サイズ
リビングなどの広い空間に。
50サイズ
リビングなどの広い空間に。

35サイズ
寝室などの個室や
一人暮らしのワンルームに。

35サイズ
寝室などの個室や
一人暮らしのワンルームに。

大容量タンクで
給水頻度が減って
手間も減る！！

による大風量と
　乾燥効率の良いノズル形状。

　「シングル」「ダブル」コース 

色々な乾燥に便利！

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

マット・
ホース
なし

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/

おうち時間を快適に！ ウイルス・ダニ対策にオススメ！
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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。

●もちが上手に焼ける
　「もち焼きネット」
●パンくずが捨てやすい
　「スライド式くず受皿」
●「30分ロングタイマー」で
　焼きいもがおいしく焼ける

共通機能

遠赤トリプルチタン
セラミックコート
平面プレート

遠赤トリプルチタン
セラミックコート平面プレート

遠赤大たこ焼き
プレート
（竹串専用）

遠赤穴あき焼肉プレート
油の飛び散りが
約70％カット※6！
煙の量も
約50％カット※7に！

48㎝48㎝
43㎝43㎝

BA ブラック

BA ブラック

11
ミル付きミキサー

BM-SS10
＜-BA＞
オープン価格
●消費電力（W）／225 ●容量（L）／1.0（ミル使用時0.2）
●外形寸法（約cm）／15×15×36.5（ミル使用時13×15×27）
●本体質量（約kg）／1.9 （ミル使用時1.6）

コーヒー豆などが
挽けるミル容器

なめらかスムージーが作れてお手入れしやすい！！なめらかスムージーが作れてお手入れしやすい！！

表面をこんがり
焼き上げる
「上火グリル」

表面をこんがり
焼き上げる
「上火グリル」

トースト４枚が同時に焼ける
「ビッグ&ワイド庫内」
トースト４枚が同時に焼ける
「ビッグ&ワイド庫内」

一気に作れば時短にもなる!!一気に作れば時短にもなる!!

時短・自動でおうちごはんが充実！ 「STAN.」シリーズから自動調理なべが新登場！！時短・自動でおうちごはんが充実！ 「STAN.」シリーズから自動調理なべが新登場！！

毎日の食卓で大活躍！
1台3役のホットプレート。
毎日の食卓で大活躍！
1台3役のホットプレート。

たこ焼きたこ焼き チョコバーガー風
プチケーキ
チョコバーガー風
プチケーキ

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。 ●「粉砕」と「切削」、

　2つの役割を持たせた、
　象印独自の「クラッシュ＆カット 
　チタンコートブレード」

●とにかく軽くて丈夫な
　樹脂製ミキサー容器
　約0.65kg
●たっぷり作れる1.0L容器
●1人分※8の材料から調理可能
●「安全ダブルロック構造」
●隅々まで洗える分解構造※9

●ミル容器で「砕く」・「混ぜる」の
　両方使用ＯＫ

※8 約160gの食材を想定。小松菜とりんごのグリーンスムージー3人分の食材約490gより算出。 ※9 本体を除く。

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
10EP-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

Ⓡ

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！

切 削

粉 砕

葉物野菜を
細かくカット。

氷など硬い材料も
パワフルに粉砕。

NEW

9EQ-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

●火力5段階切りかえ
トースト
2枚

8ET-GT30
オーブントースター

<-VD>
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）／5.0

○R倶楽部○R倶楽部

●80℃～高温250℃まで
　温度調節が可能。
●ハイパワー「1300W」
●「５本ヒーター」

トースト
4枚

VD ボルドー

●市販の金属ヘラが使える3層構造で
　丈夫で長持ち平面プレート
●「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」

7EA-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）

BA ブラック

●市販の金属ヘラが
　使える3層構造で
　丈夫で長持ち
　平面プレート
●でっかく焼ける
　「ワイドな48cm」
●「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」

6EA-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

5EL-KA23
自動調理なべ

<-BA><-WA>
オープン価格
●消費電力（W）／900  ●最大容量（L）／2.3 ●外形寸法（約cm）／28.5×31×22.5（フタ開け時の高さ46.5）
●本体質量（約kg）／7.0 ●電源コード（m）／1.4 ●ナベブタ、パックホルダー、パックホルダーカバー、計量カップ、レシピブックつき

XB ステンレスブラック
※6 肉を焼いたときの油の飛散数を比較。当社自社基準による。穴あきプレート及び平面プレートを使用し、油の飛散数を比較することにより算出。（油の飛散数）平面プレート：約
18,200 穴あきプレート：約4,550 （条件）プレート温度250℃ 調理時間10分 牛バラ肉100g使用 ＊肉の種類によって飛散数は異なります。　※7 試験方法：NBS発煙性試験装
置（アメリカ工業規格ASTM-E662 に準拠）により煙濃度を測定。平面プレート比 当社調べ

●誰でもカンタンに作れる
　「区切り線つき
　大たこ焼きプレート」

BA ブラック WA ホワイト

NEW

ほったらかしでも手間をかけたように
おいしく出来あがる「おまかせ自動調理」※１
ほったらかしでも手間をかけたように
おいしく出来あがる「おまかせ自動調理」※１
材料を入れて作りたいレシピのコースを選ぶだけの自動調理。
火加減や、途中で材料を入れる必要が無いので、ほったらかし
のおまかせ自動調理ができます。

おでかけ中に一品できる
「おまかせ予約調理」※2
おでかけ中に一品できる
「おまかせ予約調理」※2

お手入れカンタン!!お手入れカンタン!!

コンパクトなのに
大容量6人前サイズ！！
コンパクトなのに
大容量6人前サイズ！！

簡単に作れる
「パック調理」※4対応
最大2品同時調理が可能

簡単に作れる
「パック調理」※4対応
最大2品同時調理が可能

蓄熱性の高い「ホーローなべ」蓄熱性の高い「ホーローなべ」

毎回洗う点数はたった3点。

ホーロー
なべ 内ぶた つゆ受け
❶ ❷ ❸

（ビーフカレーを自動調理できる目安量）

主菜と副菜が同時に作れて
カンタン便利!!

●食べごろ温度で保温する
　「保温機能」つき
●料理のにおいが気になる時の
　「クリーニング」機能

●あたため直しできる
　「再加熱」機能
●なべ内部の温度を
　正確に検知「蒸気センサー」

※１ 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場合もあります。 ※２ 予約調理時間は最大12時間です。すべてのレシピが予約できるわけではありません。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※3 保温ができないメニュー
もあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※4 ジッパー付き食品保存袋で、ポリエチレン製の耐熱温度１００℃以上、厚さ0.06ｍｍ以上、サイズ縦21cm横18㎝以下のものをご使用ください。穴などが開いていないことを確認した上でご使用くださ
い。ジッパーがついていない袋はご使用になれません。象印として保存袋の保証はしません。調理後はそのまま放置せず、すぐに取り出してください。早めに食べきってください。 ※5 焼き物・炒め物・揚げ物など、水分のないものには使えません。 

・カレー/シチュー ・スープ ・煮込み ・米料理

最大12時間
予約・保温が可能※3

出来上がりの料理を
そのまま食卓へ。

ガスコンロに対応（IH非対応）。
あたためなおしも手軽に。

例えば、朝出かける前に材料をセットし、
出来あがり時間を設定すれば出来上
がってすぐに食べられます。 冷蔵庫にそのまま保存できる「ホーローなべ用ふた」がついています。

レシピブックと
WEBで
100レシピ
対応！

直火
OK※5
（ガス火）

30コ

おうち時間満喫！ 家族でおいしい・楽しいお料理♪
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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。

WA ホワイト

コーヒー・カップめんを
すぐ用意できる！
コーヒー・カップめんを
すぐ用意できる！

NEW

PP 
ベリー

DP 
パンプキン

AP 
チョコミント

（写真は0.26Lです。）

（写真は0.32Lです。）

ステンレスフードジャー
22SW-GD26
<-PP><-DP><-AP>
メーカー希望小売価格 5,720円（税込）
●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 23SW-GD36
<-PP><-DP><-AP>
メーカー希望小売価格 6,050円（税込）
●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

ステンレスキャリータンブラー
20SX-JA30
<-GM><-PM><-AM><-HM>
メーカー希望小売価格 6,600円（税込）
●外形寸法（約cm）／7.5×7.5×19.0
●保温効力（6時間）／56度以上
●保冷効力（6時間）／10度以下
●本体質量（約kg）／0.25

0.32L 21SX-JA40
<-GM><-PM><-AM><-HM>
メーカー希望小売価格 7,150円（税込）
●外形寸法（約cm）／7.5×7.5×22.5
●保温効力（6時間）／62度以上
●保冷効力（6時間）／9度以下
●本体質量（約kg）／0.29

0.42L

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 
●つるつるクリアステンレス ●分解せん

保温保冷
口径※12

約8ｃｍ
「象印＆クックパッド
オリジナルレシピ」つき

24SZ-JB02
保温弁当箱

<-ZD>
メーカー希望小売価格 6,600円（税込）
●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）

本体
丸洗い
OK

電子
レンジ
対応

（各容器の
ふたは除く）

※11

約1.2杯分
（約0.5合※13）

縦型のポーチなので
かばんに入れやすい！

ZD マルチドット

（抗菌※14
加工容器）

まほうびん
保温ケース

本体
丸洗い
OK
※11

口径
約6ｃｍ

なめらか
飲み口

内面
フッ素
コート

本体
丸洗い
OK
※11

※11 水中に放置しないでください。 ※12 本体上部 ※13 保温米飯量とは炊く前のお米の量の目安です。 ※14 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 

●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

12CV-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 ®

13CV-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！！※2

905W
スピード
沸とう

ハイ
パワー
1300W

※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（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。 ※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。 

TA ブラウン 
（写真は3.0Lです。）

GM 
ウォータリー
グリーン

PM
ウィ゙ンテージ
ローズ

AM
フォグブルー

HM 
フォレストグレー

16SM-ZA36
ステンレスマグ

<-BM><-VM><-AM><-WM>
メーカー希望小売価格 5,500円（税込）
●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

17SM-ZA48
<-BM><-VM><-AM><-WM>
メーカー希望小売価格 6,050円（税込）
●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

18SM-WA36
ステンレスマグ

<-PA><-AA><-GL><-YA>
<-DA><-BA><-HL><-GD>
メーカー希望小売価格 6,050円（税込）
●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

19SM-WA48
<-PA><-AA><-GL><-YA>
<-DA><-BA><-HL><-GD>
メーカー希望小売価格 6,600円（税込）
●外形寸法（約cm）／6.5×7×21.5
●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

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

口径
約4ｃｍ

（写真は0.36Lです。） （写真は0.36Lです。）

スクリュータイプマグ

スクリュータイプキャリータンブラー

ワンタッチオープンタイプマグ

BA 
ブラック

HL 
アイス
グレー

GD 
カーキ

PA 
ピーチ
ピンク

 AA
ブルー

GL 
アップル
グリーン

YA 
レモン

DA 
オレンジ

洗う点数が本体とフタのみで
お手入れがラク！
洗う点数が本体とフタのみで
お手入れがラク！

「シームレスせん」で洗いやすさが向上！！「シームレスせん」で洗いやすさが向上！！
保温保冷 保温保冷

●飲み物の漏れをしっかり防ぐ「キャップパッキン」。 
●洗いやすさが向上した「新エアーベント」搭載。
●口をつけるパーツは分解できるから清潔。

本体
丸洗い
OK

※11

なめらか
飲み口

内面
フッ素
コート

口径
約4ｃｍ

本体
丸洗い
OK
※11

保温保冷
密閉フタで漏れない！！ シームレスせんのキャリータンブラーが登場！！

持ちやすい
ハンドルタイプ

溝が浅いので
洗いやすい

せんとパッキンを1つにした
「シームレスせん」で
お手入れがカンタンに！

せんとパッキンを1つにした
「シームレスせん」で
お手入れがカンタンに！

※10 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日発表による 当社調べ。 

一般的なパッキンは別部品付け外し
不要 紛失しない つけ忘れの

心配なし
対象品番：SM-ZA型・SM-WA型・SX-JA型

業界初!
※10

14CK-DA08  0.8L
<-WA><-CA><-AD>
オープン価格
●消費電力湯沸かし時（W）／1300
●外形寸法（約cm）／22×16.5×20（ベース含む）
●本体質量（約kg）／1.0（ベース含む）

電気ケトル

丸みのあるかわいいデザインケトル丸みのあるかわいいデザインケトル ステンレスサーバーはもちろん、
ステンレスマグやカップ※7※8に
直接抽出できる。

ステンレスサーバーはもちろん、
ステンレスマグやカップ※7※8に
直接抽出できる。

●ほこりの入りにくい
　「注ぎ口ほこりブロック」
●見やすい水量窓
●「なめらか注ぎ口」
●湯沸かし時間※6

　カップ１杯：約60秒
　満水：約4分

※4 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。 ※5 フタがしっかりと閉まっていることをご確認ください。 ※6 カップ１
杯（140mL)＝約60秒/満水0.8L＝約4分（室温２３℃・水温23℃・定格消費電力）

※7 ステンレスマグは、ふたをはずしたときの高さが約16.7cm以下、底部外径7.5cm以
下、口径4cm以上のサイズに対応。コーヒーカップやマグカップは高さ12cm以下のサイズ
に対応。 ※8 ステンレスマグ、コーヒーカップなどの容量に合わせて自動的に抽出をストッ
プする機能はありません。 ※9 カップ1杯約120mL 

CA ベージュ

AD ダークネイビー

①転倒湯もれ防止構造※4※5
②本体二重構造
③自動電源オフ
④空だき防止
⑤給湯ロックボタン
⑥蒸気セーブ構造

6つの安全設計

15EC-KV50
コーヒーメーカー

<-RA>
オープン価格
●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

RA レッド

●「断熱スイングバスケット」で
　コーヒーのコクと香りを引き出す「高温抽出」
●煮詰まりを防ぎ、おいしさ長持ち
　「まほうびん構造のステンレスサーバー」
●コーヒーの濃さが選べる「３段階濃度調節」
●はずせる「スイングバスケット」
　「フィルターケース」「水タンク」
●浄水フィルター ●「自動ＯＦＦ機能」
●専用カップ用トレー&
　受け皿（高さ2段階）

約
1～5杯
コーヒーカップ ※9

まほうびんタイプ

NEW
NEW

マイボトルではじめるみんなのエコ生活
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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。

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

4つの底IHヒーターで、一段と激しい炎のゆらぎ※1を再現。

炎舞炊きの集中加熱を活かす内釜。

●家族の1番を見つけられる81通りの食感「わが家炊き」
●食べやすく、おいしく炊ける
  「玄米」「雑穀米」「麦ごはん（ふつう・もちもち）」メニュー
●7通りの「炊き分け圧力」  ●熟成炊き（白米・玄米）
●高齢者もおいしく食べられる「やわらか」「よりやわらか」メニュー
●「Ag+抗菌加工※5立つしゃもじ＆プッシュボタン」
●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）

炎舞炊き（ローテーションIH構造）

Ⓡ

Ⓡ

人工知能
AⅠ炊飯

内釜

3年
 保証※3

内釜

3年
 保証 保証 保証 保証 保証※3

内釜

3年
 保証※3

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。

40時間※4まで
おいしく保温する
「極め保温」

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-PT10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） 

【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

25NW-PT10 5.5合
炊き<-BZ><-HZ>

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。

26NW-PT18 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。

※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。 ※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 試験機関：一般財団法人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：しゃもじ・プッシュボタン 99％の抗菌効果（試験番号20220018093-1） 

釡厚2.2mm
釜のふち厚さ3.0mm

動画を見るための
通信費用は、
お客様負担となります。

2次元コードについて

BZ 濃墨
HZ 胡桃

●「玄米」「雑穀米」「麦ごはん」メニュー
●「豪熱沸とうIH」  ●ステンレスボディ・ふた
●「パン（発酵・焼き）」メニュー

黒まる厚釜
釜厚1.7mm

 XT ステンレスブラウン

33NP-GK05
<-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。

毎日の健康ごはんを、少量でもおいしく。
IH炊飯ジャー ○R小容量IH炊飯ジャー ○R

30時間※6

おいしく保温する
「うるつや保温」

強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうＩＨ」。
●ふつう・やわらかめ・かためが選べる「白米炊き分け3コース」
●「玄米」「雑穀米」「麦ごはん」メニュー
●「パン（発酵・焼き）」「ケーキ」メニュー

黒まる厚釜
釜厚1.7mm

32NW-VC18
<-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

31NW-VC10
<-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

5.5合
炊き

1升
炊き

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。 お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

30時間※6

おいしく保温する
「うるつや保温」

TA ブラウン

釡厚2.2mm
釜のふち厚さ
3.0mm

●81通りの食感「わが家炊き」
●洗う点数が内釜と内ぶたのみ
●「玄米」「雑穀米」「麦ごはん」メニュー

お米を豪快にかきまぜおいしく炊き上げる！
「鉄（くろがね仕込み）豪炎かまど釜」の大火力！

BA ブラック

27NW-JX10
<-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

5.5合
炊き

お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。

28NW-JX18
<-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

29NP-BL10
<-BA>
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

30NP-BL18
<-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

内釜

3年
 保証※7

内釜

3年
 保証 保証 保証 保証 保証※7

内釜

3年
 保証※7

内釜

3年
 保証※7

内釜

3年
 保証 保証 保証 保証 保証※7

内釜

3年
 保証※7

鉄器コート 
プラチナ厚釜
釜厚1.7mm

Ⓡ

WA ホワイト

圧力の大火力とプラチナコートの内釜で
より甘みを引き出す！

圧力IH炊飯ジャー ○R 圧力IH炊飯ジャー ○R

人工知能
AⅠ炊飯

人工知能
AⅠ炊飯

40時間※6まで
おいしく保温する
「極め保温」40時間※6まで

おいしく保温する
「極め保温」

※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 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。   

●49通りの食感「わが家炊き」
●「玄米」「雑穀米」「麦ごはん」メニュー

NEW

NEW

NEW

NEW

おいしいごはんで楽しい食卓 圧力ＩＨなら冷めてもおいしいので
おにぎり・お弁当にもお薦め！
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