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●��このカタログに掲載しております商品の価格には､運送費等は含まれていません｡
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●��製品・箱寸法はW（幅）×D（奥行）×H（高さ）の順で表示しています｡
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身近に感じる、べんりに使える。
くらしよろこぶ夢グッズ。

生活夢グッズ

Since 1913



ネイルをしたままでも開けやすい、180度
回転でオープンできる上蓋。

口あたりがソフトな飲み口で、HOTドリン
クも飲みやすく。

重さはわずか165g。バッグに入れても邪
魔にならない直径58㎜のスリムさとあわ
せて、スマートな使い心地を。

美しいミラー仕上げの内容器は汚れにくく
清潔で、温かさ・冷たさも長持ち。

クリスタルをモチーフにしたダイヤカット
リングで、さりげない可愛さを演出。

※MBL-300の重量

※

165

1 2

明るく、軽〜い毎日を。

いつでもどこでも、飲みたい時にすぐ飲める
ワンタッチ栓タイプのステンレスマグボトル。

超軽ステンレスマグボトル
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ml

400
ml

JAN
502017（WP）
502253（PM）

JAN
504011（WP）
504257（PM）

MBL-300 MBL-400オープン価格 オープン価格

ステンレスマグボトル
【クリスタルマグ】（300ml）
○カラー	 ：	プレシャスホワイト（WP）	

ミスティピンク（PM）
○製品寸法	：59×59×177mm
○箱寸法	 ：63×63×180mm/12(梱)
○保温効力	：88度以上(1H)、64度以上(6H)
○保冷効力	：9度以下(6H)

ステンレスマグボトル
【クリスタルマグ】（400ml）
○カラー	 ：	プレシャスホワイト（WP）	

ミスティピンク（PM）
○製品寸法	：59×59×219mm
○箱寸法	 ：63×63×222mm/12(梱)
○保温効力	：89度以上(1H)、68度以上(6H)
○保冷効力	：8度以下(6H)

片手でらくらく！ 
ワンタッチオープン
デスクでも外出先でも、飲みた
い時にすぐ飲めるワンタッチ
栓。片手で完結するスムーズな
操作性と、口当たりの良い飲み
口。ロックカバー付きで持ち運
びも安心です。

お手入れカンタン！ 本体丸洗いOK
シームレスな構造だから、ザブン
と丸洗いできて汚れても安心。
※浸け置き洗いはしないでください。

保温も保冷も長持ち！ 
ステンレス製まほうびん構造
真空二重のステンレス製まほうびん構造だから、
保温・保冷力も抜群。温かいものも冷たいものも
長時間キープできます。

SP SP SB CR MG MG CBCBSB

わずか175g※の超軽量ボトル！
強度を保ちながら極限まで薄く加工したステンレスびん
と、コンパクトなキャップ形状の組み合わせにより、驚く
ほどの軽さを実現。

※400mlの重量

400
ml

600
ml

500
ml

JAN
504127（SP）
504042（SB）

JAN
516106（MG）
516021（CB）

MBK-400 オープン価格

ステンレスマグボトル
【ワンタッチ栓】（400ml）
○カラー	 ：	サクラピンク　　	(SP)		

	サックスブルー	 (SB)
○製品寸法	：66×71×187mm
○箱寸法	 ：70×70×197mm/12(梱)
○保温効力	：87度以上(1H)、62度以上(6H)
○保冷効力	：9度以下(6H)

MBK-600 オープン価格

ステンレスマグボトル
【ワンタッチ栓】（600ml）
○カラー	 ：		モカゴールド　　　(MG)	

チャコールブラック	(CB)	
○製品寸法	：66×71×253mm
○箱寸法	 ：70×70×263mm/12(梱)
○保温効力	：89度以上(1H)、68度以上(6H)
○保冷効力	：8度以下(6H)

JAN
515123（SP）
515048（SB）
515031（CR）

JAN
515109（MG）
515024（CB）

MBK-500 オープン価格

ステンレスマグボトル
【ワンタッチ栓】（500ml）
○カラー	 ：			サクラピンク						 		 (SP)	

	サックスブルー	 (SB)	
カシスレッド	 (CR)	
モカゴールド	 (MG)	
チャコールブラック	(CB)	

○製品寸法	：66×71×220mm
○箱寸法	 ：70×70×230mm/12(梱)
○保温効力	：88度以上(1H)、65度以上(6H)
○保冷効力	：8度以下(6H)

ONE TOUCH OPEN

WP PMWP PM

185



3 43 4

保温も保冷も長持ち！
ステンレス製まほうびん構造
真空二重のステンレス製まほうびん構造だから､
保温･保冷力も抜群。温かいものも冷たいものも
長時間キープできます｡

お手入れカンタン！
本体丸洗いOK

氷もらくらく入る！
広口タイプ

ジュエリーのように
美しく輝くカラー
ボディ表面のゆるやかな起伏と鏡面加工が相まって、
まるでジュエリーのような美しい輝きを演出。
ひとときのリラックスタイムを美しく優雅に彩ります。

抜群の保温・保冷力

口当たりよく飲みやすい

氷止め付き樹脂製飲み口

スリム&軽量コンパクトボディ
持ちやすさやコンパクトさを考え、各サイズで直径を個
別に設定。よりスリムで持ちやすく、バッグにもすっぽ
り入ります。また、薄板のステンレス鋼により、真空二
重びんでありながら軽量化を実現。まほうびんメーカー
ならではの品質です。

CP CG NB CP CG NB CG NB

PO ZB

片手でらくらく！ 
ワンタッチオープン
デスクでも外出先でも､ 飲みたい時にすぐ飲めるワン
タッチ栓。片手で完結するスムーズな操作性と､
口当たりの良い飲み口でスマートなブレイクタイムを｡
ロックカバー付きで持ち運びも安心です。

ONE TOUCH
OPEN

マイボトルで身近なエコ
いつでもどこでも､飲みたい時にすぐ飲めるワンタッチ栓タイプのステンレスマグボトル。

ジュエリーのように美しい
ステンレスマグボトル。

STAINLESS MUG BOTTLE

てこの原理を利用したレバー
式給湯だから、小さな力でも
スムーズ& スピーディに給水
可能。

てこの原理でらくらく!
レバー式給湯

デスクでも、キッチンでも。
桜舞う、くらし。

カンサイ	

片手で完結するスムーズな操
作性と口あたりの良い樹脂製
飲み口。ロックカバー付きで
持ち運びも安心です。

飲みたい時にすぐ飲める、
ワンタッチ栓。

抜群の保温・保冷力

中栓やパッキンに加え、口金
部分も取り外せるので、汚れ
がたまりやすいびん口周りの
お手入れが簡単に行えます。

お手入れカンタン!
分解型

付属の保温キャップに付け替
えるとより保温力が高くなり、
スープなどの一時保存に便利
な保温容器に早変わり。

使い方いろいろ、
便利な保温キャップ付き

保温キャップを
使用した場合の保温効力

40度以上(24時間) 
59度以上(10時間)

指1本でらくらく給湯。
使いやすい操作パネル

大きな窓で
見やすい水量計

お手入れカンタン! 
いつも清潔

フッ素加工内容器

Kansai SAKURAシリーズ
ブランドコンセプト

自分なりのスタイルを持ち、トレンドを取り入れながらもふ

りまわされないで伝統あるものにも目を向ける。そんな商

品選択眼の肥えた20 代後半〜30 代前半を主なターゲット

に、身近な生活雑貨を"モダンユニフォーム"として位置付

け。トレンドをほどよく取り入れながらもKANSAI の普遍的

なエレメントである"和 "のテイストを現代的にアレンジし、

ライフスタイルの一部として提案していくブランドです。

PO ZB OB PO ZB

電動給湯

たっぷりのお湯も
指1本でらくらく給湯

空焚き
防止機能
自動的に沸かし
ヒーターがOFF｡

カルキ抜き
自動沸騰

強力沸騰でカルキ臭
をカットします｡

フッ素加工
内容器

汚れにくく､お手入れ
簡単でおいしいお湯｡

自動安全
ロック

小さなお子様のいる
ご家庭にも安心です｡

再沸騰機能

ボタン1つでいつでも
沸騰したお湯に｡

360°回転

本体がくるっと回る
のでとても便利｡ 360°回転

本体がくるっと回る
のでとても便利｡

MBS-350 オープン価格

JAN
505568（CP）
505575（CG）
505582（NB）

ステンレスマグボトル
【ワンタッチ栓】（350ml）
○カラー	 ：	コーラルピンク			(CP)		

	シャンパングレー	(CG)	
ネイビーブラック	(NB)

○製品寸法	：68×76×167mm
○箱寸法	 ：70×70×177mm/12(梱)
○保温効力	：83度以上(1H)、54度以上(6H)
○保冷効力	：10度以下(6H)

350
ml

250
ml

500
ml

340
ml

450
ml

MBM-250 オープン価格

JAN
508132（PO）
508088（ZB）
508590（OB）

ジュエルマグ（250ml）
○カラー	 ：	ピンクオパール	 (PO)	

ジルコンブラウン	(ZB)	
	オニキスブラック	(OB)

○製品寸法	 ：約61×約61×約160mm
○箱寸法	 ：約64×約64×約165mm/12(梱)
○保温効力	：84度以上(1H)、55度以上(6H)
○保冷効力	：12度以下(6H)

MBS-500 オープン価格

JAN
506565（CP）
506572（CG）
506589（NB）

ステンレスマグボトル
【ワンタッチ栓】（500ml）
○カラー	 ：	コーラルピンク (CP)		

	シャンパングレー	(CG)	
ネイビーブラック	 (NB)

○製品寸法	：68×76×217mm
○箱寸法	 ：70×70×227mm/12(梱)
○保温効力	：85度以上(1H)、60度以上(6H)
○保冷効力	：9度以下(6H)

JAN
509139（PO）
509085（ZB）

MBM-340 オープン価格

ジュエルマグ（340ml）
○カラー	 ：		ピンクオパール			(PO)		

		ジルコンブラウン	(ZB)
○製品寸法	：約63×約63×約186mm
○箱寸法	 ：約67×約67×約190mm/12(梱)
○保温効力	：87度以上(1H)、63度以上(6H)
○保冷効力	：12度以下(6H)

600
ml

MBS-600 オープン価格

JAN
507579（CG）
507586（NB）

ステンレスマグボトル
【ワンタッチ栓】（600ml）
○カラー	 ：	シャンパングレー (CG)		

	ネイビーブラック	 (NB)
○製品寸法	：68×76×249mm
○箱寸法	 ：70×70×259mm/12(梱)
○保温効力	：86度以上(1H)、63度以上(6H)
○保冷効力	：8度以下(6H)

JAN
503137（PO）
503083（ZB）

MBM-450 オープン価格

ジュエルマグ（450ml）
○カラー	 ：		ピンクオパール			(PO)		

		ジルコンブラウン	(ZB)
○製品寸法	：約66×約66×約214mm
○箱寸法	 ：約70×約70×約216mm/12(梱)
○保温効力	：88度以上(1H)、68度以上(6H)
○保冷効力	：9度以下(6H)

JAN 631489

EDA-25K オープン価格

電動給湯ポット (2.5L)
○カラー	 ：サクラ（SK)	
○製品寸法	：222×282×268mm
○箱寸法	 ：250×250×306mm/6(梱)
○定格	 ：100V/700W
○保温時消費電力量：28W/h

JAN 124486

HSS-10K オープン価格

分解型ステンレスハンディポット（1.0L）
○カラー	 ：サクラ（SK）	
○製品寸法	：124×180×212mm
○箱寸法	 ：160×155×230mm/12(梱)
○保温効力	：38度以上(24H)、57度以上(10H)
○付属品	 ：保温キャップ

JAN 230484

AML-18K オープン価格

ステンレスエアーポット（1.8L）
○カラー	 ：サクラ（SK）	
○製品寸法	：152×205×318mm
○箱寸法	 ：169×169×334mm/6(梱)
○保温効力	：58度以上(24H)、74度以上(10H)
○保冷効力	：7度以下(6H)

JAN 504486

MBO-25K オープン価格

ドレスマグ ワンタッチ栓（250ml）
○カラー	 ：サクラ（SK）	
○製品寸法	：60×76×165mm
○箱寸法	 ：72×72×175mm/12(梱)
○保温効力	：84度以上(1H)、55度以上(6H)
○保冷効力	：12度以下(6H)

2.5L

1.0L

1.8L

250
ml
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40度以上
(24時間)

 59度以上
(10時間)

ステンレスまほうびん

保温キャップ付
あると便利な

口金部分を外して付属の保温キャップに付
け替えるとより保温力が高くなり、スープや
みそ汁などの一時保温に便利な保温容器に
早変わり。

真空二重構造のステンレスまほ
うびんだから、丈夫で省エネ。
ハードな業務用にも最適です。

3つのポイント
お手入れカンタン

中栓やパッキンに加え、口金部分も取り外せ
るので、汚れがたまりやすいビン口周りのお
手入れが簡単に行えます。コーヒーなどを入
れて使用する業務用にも最適。

1 内側までスッキリ

分解できる

中　栓

2 汚れやすい
ビン口周りもらくらく

口　金
外して洗える

3  大きな氷もOK、
お手入れもカンタン

広口びん
口径70mm

保温キャップを
使用した場合の保温効力

真
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ピッチャー時の保冷効力（※室温20℃での実測値です）

10℃

20℃（室温）

5℃

15℃

4℃（開始温度） 12時間後でも約10℃以下

6時間後で約7℃

3H 6H 9H 12H

一般的なピッチャー：約2時間で15℃以上

ピッチャー時の保冷効力（※室温20℃での実測値です）

10℃

20℃（室温）

5℃

15℃

4℃（開始温度） 12時間後でも約10℃以下

6時間後で約7℃

3H 6H 9H 12H

一般的なピッチャー：約2時間で15℃以上

ピッチャー時の保冷効力（※室温20℃での実測値です）

10℃

20℃（室温）

5℃

15℃

4℃（開始温度） 12時間後でも約10℃以下

6時間後で約7℃

3H 6H 9H 12H

一般的なピッチャー：約2時間で15℃以上

ピッチャー時の保冷効力（※室温20℃での実測値です）

10℃

20℃（室温）

5℃

15℃

4℃（開始温度） 12時間後でも約10℃以下

6時間後で約7℃

3H 6H 9H 12H

一般的なピッチャー：約2時間で15℃以上

2WAY仕様
ハンディポット用
中栓

保温ケースに付けられるシ
ンプルな中栓。断熱材入り
なので温かいものもしっか
り保温できます。

結露を防いで温度を保つ
真空断熱保温ケース

まほうびんと同じ真空二重構造を持った
ステンレス製の保温ケース。
結露せず、卓上で長時間の保冷・保温が
可能です。

保温ケースに付属の中栓をつければ、温かいものも保温できる1.5L
のステンレス製ハンディポットに早変わり！冬場でも大活躍です。

保温もバッチリ！
ステンレス製ハンディ
ポットに変身！

3

保温ケースはまほうびんと同じ真空断熱構造だから、
食卓上でも結露なしで長時間冷たさキープ！
氷いらずでアイスコーヒーやアイスティーも薄まらず、おいしさもキープできます！

ピッチャー時の保冷効力（※室温20℃での実測値です）

10℃

20℃（室温）

5℃

15℃

4℃（開始温度） 12時間後でも約10℃以下

6時間後で約7℃

3H 6H 9H 12H

一般的なピッチャー：約2時間で15℃以上

氷いらず・結露なしで
長時間保冷！2

9℃以下を
約6時間キープ！

食卓びっしょりな
結露なし！

アイスコーヒーも
薄まらない！

結露なし！ 氷いらず！ ワイン
クーラー
としても
使える！

熱を遮断する
真空層

（断面イメージ）

冷蔵庫で冷やしたピッチャーを、保温ケースへセットするだけ！
移し替えの手間いらずでカンタン保冷。
ピッチャーを複数用意すれば、常に冷たい飲み物がストックできます。

冷蔵庫で冷やして、
卓上で簡単保冷。1 冷蔵庫の開閉も減って

さらに省エネ！

お手軽サイズの1.2L
ピッチャーセット

1.2L のプラスチック製ピッチャー。
スリムなので冷蔵庫のドアポケットに
すっぽり収まります。

［保冷専用］

結露による食卓のベタベタを解決！

のイチオシPOINT！

ドアポケットに
すっぽり収まる
スリムピッ
チャー

ひと味違うハンディポットは

使いやすさとお手入れしやすさが

普段使いにちょうどイイ!

1.2L

JAN
147010（WH）
147881（XS）

PIT-12 オープン価格

真空断熱ピッチャー「露しらず」(1.2L)
○カラー	 ：	ホワイト	(WH)		

	ステン				( XS)
○製品寸法	：	(ピッチャー時)	136×194×330mm	

(ポット時)	　　136×191×299mm	
(ピッチャーセット)	133×138×302mm

○箱寸法	 ：	148×165×332mm/12(梱)
○保温効力	：39度以上(24H)、59度以上(10H)
○保冷効力	：9度以下(6H)
○付属品 	 ：中栓

JAN 121614

HAS-100 オープン価格

分解型ステンレスハンディポット（1.0L）
○カラー	 ：クリアピンク(CP)
○製品寸法	：124×180×212mm
○箱寸法	 ：160×155×230mm/12(梱)
○保温効力	：38度以上(24H)、57度以上(10H)
○付属品	 ：保温キャップ 1.0L
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※グラフの温度は AML-18型の試験数値（めやす）です。
　使用状況により温度は異なります。

テーブルでも邪魔にならない、

コンパクトな1.8Lサイズ。

注ぎ口がくるりと回る360°回転底で、

座ったままでもらくらく。

たっぷり使える大容量サイズ。
業務用としても最適！

少人数でも使いやすい、
1.8Lコンパクトサイズ。

吐出口は取り外して洗える中栓タイプ。
揚水パイプもステンレス製なので、お手
入れしやすくいつも清潔！

上ぶたもボタン1つで簡単に取り外せます。

お手入れらくらくの広口びん
大きな氷もOK

手がすっぽり入る口径74mmの広口びん
なので、中びんのお手入れや大きな氷も
らくらく。

上ぶたを開けたらすぐ給水できる、手間
いらずの中栓なし構造。

中栓
なし

②がロックされるまで①を持ち上げ、
①を押して給湯します。

①を持ち上げ、②を押した状態で元
の位置に戻す。

飲み物を注ぐときは… 注ぎ終わったら…

①

② ②
①

真空二重構造のステンレス製まほうびんだから、

温かいものでも冷たいものでも長時間キープ！

本体クリアコーティングで汚れもサッと一拭き！

丈夫で省エネ! ステンレスまほうびん

てこの原理を利用したレバー式構造だから、

従来のプッシュ式に比べて

より小さな力でスムーズ& スピーディに給湯できます。

レバーを収納すればよりコンパクトになり、持ち運びも安全。

ココが特徴！レバー式給湯

レバーをかる〜く下げるだけ！
小さな力でらくらく注げる。
レバー式給湯。

お手入れカンタン！外して洗える中栓。

イメージ図

熱を通さない
真空二重構造

保温効力

0 6 12 18 24（時間）
40
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6時間後でも、煎茶に
最適な80℃をキープ。

12時間後でも70℃以上

（温度）

0 6 12 18 24（時間）

5

10

15
（温度）

6時間後でも、冷茶が
おいしい7℃以下。

24時間後でも冷たさキープ

保冷効力

●上記保温効力・保冷効力はAML-18型（1.8L）の試験数値です。外部環境や飲料物の容量によって、数値は異なります。
●保温効力とは室温20度±2度において、2時間以上開栓して放置した製品に熱湯を満たし、湯温が95度±1度の時から
24時間及び10時間放置した場合におけるその湯の温度。

●保冷効力とは室温20度±2度において、2時間以上開栓して放置した製品に冷水を満たし、水温が4度±1度の時から6時
間放置した場合におけるその水の温度。

保温効力

0 6 12 18 24（時間）
40

60

80

100

6時間後でも、煎茶に
最適な80℃をキープ。

12時間後でも70℃以上

（温度）

0 6 12 18 24（時間）

5

10

15
（温度）

6時間後でも、冷茶が
おいしい7℃以下。

24時間後でも冷たさキープ

保冷効力

●上記保温効力・保冷効力はAML-18型（1.8L）の試験数値です。外部環境や飲料物の容量によって、数値は異なります。
●保温効力とは室温20度±2度において、2時間以上開栓して放置した製品に熱湯を満たし、湯温が95度±1度の時から
24時間及び10時間放置した場合におけるその湯の温度。

●保冷効力とは室温20度±2度において、2時間以上開栓して放置した製品に冷水を満たし、水温が4度±1度の時から6時
間放置した場合におけるその水の温度。

360°回転

本体がくるっと回る
のでとても便利｡

360°回転

本体がくるっと回る
のでとても便利｡

360°回転

本体がくるっと回る
のでとても便利｡

JAN 231832

AML-18 オープン価格

ステンレスエアーポット（1.8L）
○カラー	 ：ステンレス(XS)	
○製品寸法	：152×205×318mm
○箱寸法	 ：169×169×334mm/6(梱)
○保温効力	：58度以上(24H)、74度以上(10H)
○保冷効力	：7度以下(6H) 1.8L

JAN 269859

AHL-25 オープン価格

ステンレスエアーポット（2.5L）
○カラー	 ：ステン(XS)	
○製品寸法	：195×243×290mm
○箱寸法	 ：202×201×305mm/6(梱)
○保温効力	：52度以上(24H)、70度以上(10H)
○保冷効力	：7度以下(6H) 2.5L

JAN 270855

AHL-30 オープン価格

ステンレスエアーポット（3.0L）
○カラー	 ：ステン(XS)	
○製品寸法	：195×243×315mm
○箱寸法	 ：202×201×330mm/6(梱)
○保温効力	：56度以上(24H)、72度以上(10H)
○保冷効力	：7度以下(6H) 3.0L



ガ
ラ
ス
ま
ほ
う
び
ん

電
気
エ
ア
ー
ポ
ッ
ト

H
O

M
E

H
O

M
E

9 10

ムリなく､ムダなく､
省エネライフ。E

N

ER G Y  S A V I N
G

LF SV

レバーを押すだけ !ワンタッチ栓で使いやすい、パーソナルサイズのハンドポット。

電気を使わず、しっかり保温。
いつでもどこでもお手軽に。
環境にもやさしい、
省エネのキホンです。

ガラスまほうびん

大きなプッシュ板で押しやすく、
しかも従来の半分の力で
らくらくお湯が注げます。

かる〜く押すだけのエアーポット

MADE IN JAPAN

日本製

MADE IN JAPAN

日本製

●プラグを外しても給湯できるエアー式
●大きく押しやすいプッシュ板
●お手入れカンタン！	フッ素加工内容器

視野角100°視野角100°

お手入れカンタン! 
いつも清潔

フッ素加工内容器

電気で沸かしてエアーで給湯。
シンプル機能の電気エアーポット

WH LG MB

LF SV

MADE IN JAPAN

日本製
360°回転

本体がくるっと回る
のでとても便利｡

自 動
湯わかし

水を入れると､自動的
にお湯が沸きます｡

フッ素加工
内容器

汚れにくく､お手入れ
簡単でおいしいお湯｡

360°回転

本体がくるっと回る
のでとても便利｡

JAN
180017（WH）
180154（LG）
180161（MB）

JAN 115026
JAN 634015 JAN 635012

HNC-06
HUS-101 EAX-22 EAX-30

オープン価格
オープン価格 オープン価格 オープン価格ハンドポット（0.6L）

○カラー	 ：	ホワイト(WH)	
ライトグレー(LG)	
ミルキーブラウン(MB)

○製品寸法	：115×148×219mm
○箱寸法	 ：130×110×224mm/24(梱)
○保温効力	：49度以上(24H)、66度以上(10H)

ハンドポット（1.0L）
○カラー	 ：ハーモニー(HA)
○製品寸法	：130×153×250mm
○箱寸法	 ：135×132×255mm/24(梱)
○保温効力	：51度以上(24H)、68度以上(10H)

電気エアーポット（2.2L）
○カラー	 ：セラミックホワイト(CW)
○製品寸法	：222×280×238mm
○箱寸法	 ：245×250×275mm/6(梱)
○定格	 ：100V/700W
○保温時消費電力量：37W/h

電気エアーポット（3.0L）
○カラー	 ：セラミックホワイト(CW)
○製品寸法	：222×280×273mm
○箱寸法	 ：245×250×310mm/6(梱)
○定格	 ：100V/700W
○保温時消費電力量：42W/h

0.6L 1.0L 2.2L 3.0L

JAN
240018（LF）
241091（SV）

ASY-22 オープン価格

中栓なしエアーポット（2.2L）
○カラー	 ：リーフ(LF)、シルバー(SV)
○製品寸法	：183×228×314mm
○箱寸法	 ：195×195×344mm/6(梱)
○保温効力	：60度以上(24H)、74度以上(10H)

2.2L

JAN
260016（LF）
261099（SV）

ASY-30 オープン価格

中栓なしエアーポット（3.0L）
○カラー	 ：リーフ(LF)、シルバー(SV)
○製品寸法	：183×228×365mm
○箱寸法	 ：195×195×395mm/6(梱)
○保温効力	：64度以上(24H)、78度以上(10H)

3.0L
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ポーチ付きで
アクティブに使える、
ポータブルボトル。

軽くて丈夫なプラスチック製。 
気軽に使えるベーシックモデル。

2.3Lの大容量で
ゴクゴク飲める､
ポータブルジャグST

ワンタッチで素早く水分チャージ！
真空二重構造で保冷力抜群のポータブルシリーズ！

ベルト付きでスポーツや通学に最適！

頑丈なモールド底採用の
専用ポーチ付き。

ワンタッチでゴクゴク飲める､
ダイレクトな飲み口｡
ロック付きで持ち運びも安心｡

ワンタッチでゴクゴク飲める､
ダイレクトな飲み口｡
ロック付きで持ち運びも安心｡

ワンタッチオープン

ワンタッチオープン

大きな氷もらくらく、広口内容器

かち割り氷もらくらく入る､口径70mm
広口内容器｡手もすっぽり入るのでお手
入れも簡単｡

①

②

③

コンパクトなハンドル
丈夫で持ちやすいので､持ち運びも安心。

ステンレス製のまほ
うびん構造だから､
真空層が熱をしっか
り遮断｡長時間冷た
さをキープ！

ステンレス製
まほうびん構造
ステンレス製
まほうびん構造
保冷専用

FB FK

BK

JAN 721050

PJ-22 オープン価格

ポータブルジャグ（2.2L）
○カラー	 ：ブルー(BL)
○製品寸法	：183×166×320mm
○箱寸法	 ：190×190×327mm/12(梱)
○保冷効力	：9度以下(6H)

JAN
718043（FB）
718999（FK）

PJX-23 オープン価格

ポータブルジャグST（2.3L）
○カラー	 ：	フレイムブルー		 (FB)、	

フレイムブラック(FK)
○製品寸法	：180×145×334mm
○箱寸法	 ：150×150×345mm/12(梱)
○保冷効力	：7度以下(6H)

2.2L
保冷専用

保冷専用

2.3L

真空断熱で、冷たさ超キープ！

AG

JAN
711020（BK）
711068（AG）

PBG-10 オープン価格

ポータブルボトル（1.0L）
○カラー	 ：ブラック(BK)、ネイビー(AG)
○製品寸法	：86×86×293mm（ポーチ含まず）
○箱寸法	 ：103×103×308mm/12(梱)
○保冷効力	：9度以下(6H)

(℃)

4

8

12

16

20

1 2 3 4 5 6（H）

PJ型：約9℃
2Lペットボトル：19℃

グラフ：室温20℃での保冷力実験

発泡ポリウレタンの断熱材で、冷たさキープ！

ワンタッチオープン 大きな氷もらくらく
広口内容器

高密度発泡ポリウレタン断熱材
が放熱を軽減。長時間冷たさを
キープします。

1
3

ホコリから飲み口をしっかり
ガード。飲みたい時にすぐ飲め
るワンタッチカバー。ロック付
きで持ち運びも安心。

110110
mmmm

かち割り氷もらくらく入る、口径
110mm広口内容器。手もすっ
ぽり入るのでお手入れも簡単。

1.0L
保冷専用

イメージ図

熱を遮断する
真空層

2
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ガスも電気も使わないので手軽で省エネ、安全です。

つくる、たべる。これ一台!
そのまま食べられる真空保温調理容器!

お米と沸騰したお湯を注いで60分!
おいしいおかゆのできあがり。

冷やご飯からも

OK!

どんぶりジャーは、どんぶり自体が保温効果の高
い真空二重のまほうびん構造になっていますの
で、丼物やスープなど、出来上がった料理を約2
時間あたたかい状態で保温でき、そのまま保温食
器としてもご使用いただけます。

約2時間
あったか
保温

保温食器として
使用する場合

火加減なしでお手軽クッキング!
ガスや電気を使わない、
エコで省エネな保温調理シリーズ

温泉卵

芋がゆ 鶏がゆ もち米の小豆がゆ 茶がゆ 五目雑炊 ミルクリゾット

ミネストローネ ふろふき大根

ぶっかけうどん おろしそば ラーメン ペペロンチーノ 五目おじや あったかポトフ

米麹でつくる甘酒クリームシチュー ほうれん草のおひたし

雑炊や温泉卵、リゾットなどの調理レシピが付属していますので、
お粥以外にもいろいろな料理が楽しめ、使い方の幅が広がります。

広がる・使える・
らくらく調理レシピ付。
和風・洋風など全18品目を収録

KL-800 お手軽麺類から本格保温調理まで

33種類の調理レシピ付。 KM-100

ガスや電気を使わず保温調理。
外びんと中びんの間は、まほうびんと同じ真空状態になっています。
この真空層が熱を閉じ込めて逃がさないので、
電気もガスも使用せず、中に入れたお湯や食材の温度を保ったまま
保温調理が可能なのです。

保温調理の
ヒミツ

こだわりPOINT!

沸騰したお湯を
注ぎます。

予熱の終わったどん
ぶりジャーにめんを
入れます。

付属のスープと指定量
のお湯を注いでよくか
きまぜます。

湯切りネットと蓋を付けて
約3分待ちます…

フタを外して
湯切りします。

調理済みの具材などを
いれてできあがり。

液体スープ

3分

おかゆ作りで手間がかかると言われている火加減などは一切不要。

お米と沸騰したお湯を注ぐだけで、あとは全ておかゆ釜が調理を行います。

60分

研いだお米と沸騰したお湯
を入れ、予熱します。

予熱が終わったら、
いったんお湯を捨て、
再度沸騰したお湯を注ぎます。

蓋をして約60分待って・・・ おいしいお粥のできあがり。

60分

研いだお米と沸騰したお湯
を入れ、予熱します。

予熱が終わったら、
いったんお湯を捨て、
再度沸騰したお湯を注ぎます。

蓋をして約60分待って・・・ おいしいお粥のできあがり。

60分

研いだお米と沸騰したお湯
を入れ、予熱します。

予熱が終わったら、
いったんお湯を捨て、
再度沸騰したお湯を注ぎます。

蓋をして約60分待って・・・ おいしいお粥のできあがり。

60分

研いだお米と沸騰したお湯
を入れ、予熱します。

予熱が終わったら、
いったんお湯を捨て、
再度沸騰したお湯を注ぎます。

蓋をして約60分待って・・・ おいしいお粥のできあがり。研いだお米と沸騰したお湯を入れ、
予熱します。

予熱の終わった
どんぶりジャーに
めんを入れます。

予熱が終わったら、いったんお湯を
捨て、再度沸騰したお湯を注ぎます。 蓋をして約 60分待って・・・ おいしいお粥のできあがり。

1.

沸騰したお湯を
注ぎます。

予熱の終わったどん
ぶりジャーにめんを
入れます。

付属のスープと指定量
のお湯を注いでよくか
きまぜます。

湯切りネットと蓋を付けて
約3分待ちます…

フタを外して
湯切りします。

調理済みの具材などを
いれてできあがり。

液体スープ

3分

沸騰したお湯を
注ぎます。

2.

沸騰したお湯を
注ぎます。

予熱の終わったどん
ぶりジャーにめんを
入れます。

付属のスープと指定量
のお湯を注いでよくか
きまぜます。

湯切りネットと蓋を付けて
約3分待ちます…

フタを外して
湯切りします。

調理済みの具材などを
いれてできあがり。

液体スープ

3分

湯切りネットと
蓋を付けて

約3分待ちます…

3.

沸騰したお湯を
注ぎます。

予熱の終わったどん
ぶりジャーにめんを
入れます。

付属のスープと指定量
のお湯を注いでよくか
きまぜます。

湯切りネットと蓋を付けて
約3分待ちます…

フタを外して
湯切りします。

調理済みの具材などを
いれてできあがり。

液体スープ

3分

フタを外して
湯切りします。

4.

沸騰したお湯を
注ぎます。

予熱の終わったどん
ぶりジャーにめんを
入れます。

付属のスープと指定量
のお湯を注いでよくか
きまぜます。

湯切りネットと蓋を付けて
約3分待ちます…

フタを外して
湯切りします。

調理済みの具材などを
いれてできあがり。

液体スープ

3分

付属のスープと指定量
のお湯を注いでよくか
きまぜます。

5.

沸騰したお湯を
注ぎます。

予熱の終わったどん
ぶりジャーにめんを
入れます。

付属のスープと指定量
のお湯を注いでよくか
きまぜます。

湯切りネットと蓋を付けて
約3分待ちます…

フタを外して
湯切りします。

調理済みの具材などを
いれてできあがり。

液体スープ

3分

調理済みの具材などを
いれてできあがり。

6.2. 3. 4.1.

JAN 101029

KL-800 オープン価格

おかゆ釜（0.78L）
○カラー	 ：ブラック(BK)
○製品寸法	：164×164×142mm
○箱寸法	 ：175×175×185mm/12(梱)
○保温効力	：52度以上（10H)、63度以上（6H)
○付属品	 ：計量・洗米カップ、おたま、調理レシピ

JAN 101050

KM-100 オープン価格

どんぶりジャー（0.9L）
○カラー	 ：ストーンイエロー(SY)
○製品寸法	：158×158×152mm
○箱寸法	 ：170×170×173mm/12(梱)
○保温効力	：53度以上（6H)、83度以上（1H)
○付属品	 ：	湯切りネット、計量・洗米カップ、	

おたま、調理レシピ
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お粥のつくりかた（白がゆ） 生タイプラーメンのつくりかた


