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オイルポット mini
シリーズ
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m.design
It is a cooker of the Europe style 
with a high design and the  functionality.

コンパクトで
邪魔に
ならない！

油の保管と
再利用に

ベストなデザイン！

置く場所を
選ばない！

どんなキッチンにもマッチする清潔感のあるモノトーン

鮮やかなグラデーションがキッチンを明るく演出！

お手入れが簡単な
シリコンコート加工

一枚絞りで油漏れなし！ 油切れのよいこしアミ 直接本体に
手が当たらない取っ手

使いやすい小型
0.8Lサイズ！

オイルポット mini
シリーズ

オイルポット mini
シリーズ

継ぎ目の無い深しぼりボディーで
油漏れの心配ナシ

ステンレス製のアミは錆びにくく
耐久性抜群

オイルポット本体に接触しない
安全なオーバル形状

継ぎ目の無い深しぼりボディーで
油漏れの心配ナシ

ステンレス製のアミは錆びにくく
耐久性抜群

オイルポット本体に接触しない
安全なオーバル形状

●本体・フタ・中皿アミ枠：

●こしアミ：ステンレススチール
●取っ手：フェノール樹脂

スチール（シリコンコート加工）

■材質の種類（共通）

●製品サイズ：約185×132×106㎜
●満水容量：1.1L
●使用容量：0.8L
●製品重量：約332g
●カートンサイズ：約440×440×240㎜
●カートン重量：約7.4㎏
●入数：18個入

m.design 
オイルポット mini 0.8L（ホワイト）

¥ 1,400メーカー希望小売価格 （税抜）

SMD-10品番： POS,350103
ITF,24978352350107

m.design 
オイルポット mini 0.8L（オレンジ）

¥ 1,400メーカー希望小売価格 （税抜）

SMD-11品番： POS,350110
ITF, 24978352350114



キッチンを明るく！楽しく！お洒落なグラデーションカラー！
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m.design
It is a cooker of the Europe style 
with a high design and the  functionality.

フライパンカバーm.design
竹炭竹炭コート効果で
遠赤外線効果 up!

熱くなりにくい
フェノール樹脂ハンドル

ハンバーグ等の
肉料理に

半熟の
目玉焼きに

餃子焼きに

アルミ
素材

竹炭コートとアルミ素材・フッ素コートの
遠赤外線放射率の比較
竹炭コートとアルミ素材・フッ素コートの
遠赤外線放射率の比較

も上昇！！

竹炭効果により
108.3フッ素コートよりも
456

％
％アルミ素材よりも

一般的な
フッ素コート

竹炭
コート

18.2％

76.6％83％

シリコンコートに竹炭微粒
子を配合することにより、
遠赤外線放射率をUP！
一般的なフッ素コートに比べ、
約108.3％の放射率上昇が、
アルミ素材にくらべ約456％
もの遠赤外線放射率の
上昇が認められました。

竹炭コートフライパン
カバーを使用することに
より、遠赤外線放射効果に
より、食材を包み込むように
芯から調理します。
油ハネや煙を控え、調理
時間を短縮。ガスや電気
代の節約にも。

竹炭コート 遠赤外線効果イメージ

m.design フライパンカバーS
（18・20・22㎝）

¥ 1,800メーカー希望小売価格 （税抜）

品番：CMD-1 POS,670010
ITF,24978352670014

●製品サイズ:約Φ230×57㎜
●パッケージ込サイズ:約270×230×59㎜
●製品重量:約300g●カートンサイズ:約530×255×295㎜
●カートン重量:約4.1㎏●入数:10個入

m.design フライパンカバーM
（24・26・28㎝）

¥ 2,000メーカー希望小売価格 （税抜）

品番：CMD-2 POS,670027
ITF,24978352670021

●製品サイズ:約Φ290×62㎜
●パッケージ込サイズ:約320×290×64㎜
●製品重量:約430g●カートンサイズ:約530×310×340㎜
●カートン重量:約5.9㎏●入数:10個入

m.design フライパンカバーL
（26・28・30㎝）

¥ 2,300メーカー希望小売価格 （税抜）

品番：CMD-3 POS,670034
ITF,24978352670038

●製品サイズ:約Φ315×70㎜
●パッケージ込サイズ:約345×315×72㎜
●製品重量:約515g●カートンサイズ:約530×340×370㎜
●カートン重量:約6.6㎏●入数:10個入

●本体：アルミニウム合金●表面処理：焼付け塗装　外面：シリコンコート加工　内面：竹炭コート加工
●取っ手：フェノール樹脂●ガラス：強化の種類　全面物理強化（耐熱温度差 約180℃）

材質の種類／

食材を芯まで美味しく調理！！食材を芯まで美味しく調理！！

岐阜県セラミック研究所調べ

（　　）平均
放射率

〒
TEL. （代）048（224）9531 FAX.048（223）4119

埼玉県川口市弥平3-3 -17332-0002
株式会社万年



使いやすいベーシックタイプ
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ウィンドークック フライパンカバー
竹炭竹炭コート効果で
遠赤外線効果 up!

ハンバーグ等の
肉料理に

半熟の
目玉焼きに

餃子焼きに

アルミ
素材

竹炭コートとアルミ素材・フッ素コートの
遠赤外線放射率の比較
竹炭コートとアルミ素材・フッ素コートの
遠赤外線放射率の比較

も上昇！！

竹炭効果により

一般的な
フッ素コート

竹炭
コート

18.2％

76.6％83％

シリコンコートに竹炭微粒
子を配合することにより、
遠赤外線放射率をUP！
一般的なフッ素コートに比べ、
約108.3％の放射率上昇が、
アルミ素材にくらべ約456％
もの遠赤外線放射率の
上昇が認められました。

岐阜県セラミック研究所調べ

竹炭コートフライパン
カバーを使用することに
より、遠赤外線放射効果に
より、食材を包み込むように
芯から調理します。
油ハネや煙を控え、調理
時間を短縮。ガスや電気
代の節約にも。

竹炭コート 遠赤外線効果イメージ

●本体：アルミニウム合金●表面処理：焼付け塗装　外面：竹炭コート加工　内面：竹炭コート加工
●取っ手：フェノール樹脂●ガラス：強化の種類　全面物理強化（耐熱温度差 約180℃）

材質の種類／

ウィンドークック

Window
Cook
食材を芯まで美味しく調理！！

（　　）平均
放射率

ターナーや菜箸が
置けます。

ターナーや菜箸が
置けます。

〒
TEL. （代）048（224）9531 FAX.048（223）4119

埼玉県川口市弥平3-3 -17332-0002
株式会社万年

108.3フッ素コートよりも
456

％
％アルミ素材よりも

品番：CFC-1 POS,780016
ITF,24978352780010

品番：CFC-2 POS,780023
ITF,24978352780027

ウィンドークック
フライパンカバーS（18・20・22㎝）

¥ 1,600メーカー希望小売価格 （税抜）

●製品サイズ:約Φ230×57㎜
●パッケージ込サイズ:約270×230×59㎜
●製品重量:約295g●カートンサイズ:約530×255×290㎜
●カートン重量:約4.0㎏●入数:10個入

ウィンドークック
フライパンカバーM（24・26・28㎝）

¥ 1,800メーカー希望小売価格 （税抜）

●製品サイズ:約Φ290×62㎜
●パッケージ込サイズ:約320×290×64㎜
●製品重量:約440g●カートンサイズ:約530×310×340㎜
●カートン重量:約5.8㎏●入数:10個入

ウィンドークック
フライパンカバーL（26・28・30㎝）

¥ 2,100メーカー希望小売価格 （税抜）

●製品サイズ:約Φ315×70㎜
●パッケージ込サイズ:約345×315×72㎜
●製品重量:約525g●カートンサイズ:約530×335×375㎜
●カートン重量:約6.9㎏●入数:10個入

品番：CFC-3 POS,780030
ITF,24978352780034



フライパンカバー／オイルポット

49-POS NO.
C
    D

NATIONAL
 CODE

78352
ITEM

 CODE

MAKER
 CODE

製品の仕様及びデザインは改善等のため
予告なく変更する場合があります｡
本体価格は、税抜き価格です。※

BX-AX
〒
TEL. （代）048（224）9531 FAX.048（223）4119

埼玉県川口市弥平3-3 -17332-0002
株式会社万年

ピアーチェとはイタリア語で
「いいね！」という意味です。

あなたのキッチンを
ビタミンカラーで明るく演出
してみてはいかがでしょうか。

アップタイプのフライパンの
ハンドルにあたらない

※一部フライパンの取っ手形状により適合しない場合がございます。ご注意ください。

アップハンドル対応！

便利なスタンド式！

ちょこっと置ける取っ手！
調理中に取っ手に菜箸が置けて便利

美味しさが見える
強化ガラス窓！
半熟の目玉焼き・ハンバーグやぎょうざなどに最適！

自立型だから調理中、
置き場所に困らない

アップハンドル対応！

便利なスタンド式！

ちょこっと置ける取っ手！

美味しさが見える
強化ガラス窓！

裏面は、シリコンコートに
竹炭微粒子配合しており
遠赤外線効果UP!

21～28㎝までのフライパン、
いため鍋に対応！

21～28㎝までのフライパン、
いため鍋に対応！

奇数サイズにも対応!

竹炭コート
竹炭微粒子配合コーティングで
遠赤外線放射率UP!!

竹炭コート竹炭コート
竹炭微粒子配合コーティングで
遠赤外線放射率UP!!

UP!UP!

オイルポット本体に
接触しない安全な
オーバル形状

本体、フタ、
中皿アミ枠、受皿は
シリコンコート加工

持ちやすい
耐熱性ハンドル

キッチンを汚さない
受皿付き

便利な受皿付き

油汚れが
落としやすい

ステンレス製のアミは
錆びにくく耐久性抜群

優れた
耐久性のアミ

持ちやすい
耐熱性ハンドル

便利な受皿付き

油汚れが
落としやすい

優れた
耐久性のアミ

Bamboo Charcoal
coating

安全

握りやすい取っ手！

清潔安心

取っ手が容器から離れて
おり、万が一熱くても取っ手が
離れていることでしっかり
握ることができます！

握りやすい取っ手！

フライパンカバー／オイルポットフライパンカバー／オイルポット

●製品サイズ：約φ300×53㎜●製品重量：約452g
●カートンサイズ：約490×430×355㎜
●カートン重量：約9.1㎏●入数：20個入

piace 
フライパンカバー
（スタンドタイプ）

¥ 1,400メーカー希望小売価格 （税抜）

PAE-1品番： POS,500010
ITF,24978352500011

piace 
オイルポット1.1L
（受皿付）

¥ 1,600メーカー希望小売価格 （税抜）

PAE-3品番： POS,500034
ITF,24978352500038

●本体：スチール
●表面処理：外面／シリコンコート加工　内面／竹炭コート加工
●取っ手：フェノール樹脂
●ガラス：強化の種類　全面物理強化（耐熱温度差約180℃）

■材質の種類

●製品サイズ：約183×133×127㎜●満水容量：1.39L
●使用容量：1.1L●製品重量：約431g
●カートンサイズ：約450×450×280㎜
●カートン重量：約7.7㎏●入数：18個入

●本体・フタ・中皿アミ枠・受皿：スチール（シリコンコート加工）
●取っ手：フェノール樹脂 ●こしアミ：ステンレススチール

■材質の種類



＆取扱説明書付レシピ
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毎日のお料理を楽しく、喜びのあるものに。 gioia
the joy in your kitchen life

本体に
秘密あり！

3層マーブルコート3層マーブルコート
汚れが落ちやすく、くっつきにくい
フッ素コート加工（ストーンマーブル）。 
〈2層フッ素コート〉+〈１層マーブル
コート〉の3層コート加工で
耐久性抜群！

ガス&IH オール熱源ガス&IH オール熱源
幅広い熱源に対応   
ステンレス製のツマミならばオーブ
ン調理にも対応。（240℃以下） 
鍋底面には有磁性ステンレスを圧着
しているのでIHクッキングヒーター
にも対応！

マーブルコーティング

トップコーティング

プライマーコーティング

アルミダイカスト

内側3層
コーティング

厚底4.5mm

熱伝導が良い熱伝導が良い
アルミニウムの熱伝導率は
鉄の約3倍！
熱の伝わりが均一だから、ふっくら
おいしく調理できます。時間短縮で
ガス・電気代の節約でエコクッキング♪

■一般的な材料の室温付近での熱伝導率
熱伝導率

(単位: W・m-1・K-1)

84
16.7 ー 20.9

238

材　料

鉄
ステンレス
アルミニウム

鉄の
約3倍！厚底4.5mm厚みが

たっぷり熱を蓄え
均一的に調理します！

フタ・ツマミに
秘密あり！

調理中に食材から出た水分は蒸気になり、鍋内で対流し、
フタ裏面にある無数の突起から食材にまんべんなく還元します。

それにより食材本来の水分を逃がしにくく、ふっくら調理します。

サイズにより
突起形状が
異なります。

※

フタ

無加水鍋ではありません。

水分循環の
しくみ

フタ裏の突起は蒸気を
集めて水滴に戻します。
※

2通りのツマミを使い分け

お好みや用途に応じて2種類のツマミを標準装備（ステンレス製／樹脂製）
ステンレス製つまみはオーブン調理（240℃以下）に対応。樹脂製は熱くなりにくい
ので毎日の使用に便利。お好みと用途に応じて使い分けが可能です。
（付け替えはプラスドライバーをご使用ください。）

ツマミ

●オーブン調理に●コンロ調理に

〒
TEL. （代）048（224）9531 FAX.048（223）4119

埼玉県川口市弥平3-3 -17332-0002
株式会社万年

ふっくら やわらかい



軽い 一般的な鋳鉄ホーロー製鍋にくらべ、重さ約5分の2で、
約60％も軽量です。軽量なアルミダイカスト製造だから、
使い勝手が良く、気軽に毎日使えます。 

寸法 一般的な鋳鉄製
ホーロー鍋

gioia 
キャセロール 重さ約2/5

16cm
20cm
24cm
26cm

2200～2300g
2800～3500g
4200～4900g
3200～4100g

約910g
約1296g
約1748g
約1558g

約60％も軽量
約60％も軽量
約60％も軽量
約60％も軽量

※重量は製品により多少のバラツキがございます。

丸型 丸型 丸型 楕円型オレンジ
XB-0620-OR

レッド
XB-0620-RE

オレンジ
XB-0624-OR

レッド
XB-0624-RE

オレンジ
XB-0626V-OR

レッド
XB-0626V-RE

オレンジ
XB-0616-OR

レッド
XB-0616-RE
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製品の仕様及びデザインは改善等のため
予告なく変更する場合があります｡
本体価格は、税抜き価格です。※

BX-XD

〈アルミ鋳物製品〉gioia キャセロール series

gioiaとは…イタリア語で「ジョイア」は「喜び、楽しさ」のこと。
gioia
the joy in your kitchen life

軽量なアルミダイカスト製造で、使いやすく、毎日楽しくクッキング。 お洒落なカラーで、キッチンや食卓を明るく演出します♪ 

〒
TEL. （代）048（224）9531 FAX.048（223）4119

埼玉県川口市弥平3-3 -17332-0002
株式会社万年

対応の熱源 IH200V対応

電子レンジ

IHクッキングヒーター

IH
ガスコンロ ラジエントヒーター ハロゲンヒーター シーズヒーター

ハイカロリーバーナーは必ず中火以下でご使用ください。
カセットコンロのご使用ではガスボンベの上に本製品がかからないように
ご注意ください。ボンベが過熱され爆発の恐れがあります。
オーブンは最高240℃まで、最長継続時間を2時間以内でご使用ください。
電子レンジにおいてのご使用はできません。

ハイカロリーバーナー カセットコンロ オーブン

●食器洗浄機
●食器乾燥器
使用不可

200ボルトのIHクッキングヒーター対応、
1～2人分に使いやすいサイズ

gioia  
ラウンドキャセロール16cm

レッド 品番：XB-0616-RE
POS,061627 ITF, 14978352061624

¥5,000メーカー希望小売価格 （税抜）

オレンジ 品番：XB-0616-OR
POS,061610 ITF, 14978352061617

200ボルトのIHクッキングヒーター対応、
2～4人分に使いやすいサイズ

gioia  
ラウンドキャセロール20cm

レッド 品番：XB-0620-RE
POS,062020 ITF, 14978352062027

¥7,000メーカー希望小売価格 （税抜）

オレンジ 品番：XB-0620-OR
POS,062013 ITF, 14978352062010

200ボルトのIHクッキングヒーター対応、
4～6人分に使いやすいサイズ

gioia  
ラウンドキャセロール24cm

レッド 品番：XB-0624-RE
POS,062426 ITF, 14978352062423

¥8,000メーカー希望小売価格 （税抜）

オレンジ 品番：XB-0624-OR
POS,062419 ITF, 14978352062416

200ボルトのIHクッキングヒーター対応、
魚やチキンなどの調理にも便利な楕円形

gioia 
オーバルキャセロール26×20cm

レッド 品番： XB-0626V-RE
POS,062624 ITF, 14978352062621

¥8,000メーカー希望小売価格 （税抜）

オレンジ 品番： XB-0626V-OR
POS,062617 ITF, 14978352062614

材料の種類（共通） ■

本　体： アルミニウム合金 （はり底 ： ステンレス鋼（クロム18％））　底厚 約4.5mm（はり底を含む）
表面処理／内面 ： フッ素樹脂塗膜加工 （ストーンマーブル）
　　　　　外面 ： シリコンコート加工

フ　タ ： アルミニウム合金
表面処理／内面 ： フッ素樹脂塗膜加工 （ストーンマーブル）　

外面 ： シリコンコート加工

ツマミ ： ステンレス仕様／ステンレス鋼（クロム16％）　樹脂仕様／フェノール樹脂

XB-0616
RE・OR 約230×173×125 Φ160×72 1.3ℓ 0.9ℓ以下 約910ｇ

製品寸法（mm)
最大外径×高さ 口径×内径深さ

製品形状 満水容量 適性容量 製品重量

（取っ手、フタ、ツマミ含む）商品名品番

約225×180×95 約1,100g 約7.0㎏ 6

化粧箱込重量

約375×245×310

XB-0620
RE・OR 約278×210×145 Φ200×85 2.5ℓ 1.8ℓ以下 約1,296ｇ 約240×245×110 約1,550g 約7.0㎏ 4約510×265×245

XB-0624
RE・OR 約314×251×165 Φ240×100 4.3ℓ 3.2ℓ以下 約1,748g 約270×275×125 約2,100g 約9.0㎏ 4約550×295×270

XB-0626V
RE・OR

ラウンド 16㎝

ラウンド 20㎝

ラウンド 24㎝

オーバル 26㎝ 約334×212×145 260×200×90 3.5ℓ 2.4ℓ以下 約1,558g 約220×340×115 約1,850g 約8.0㎏ 4約455×355×255

カートンサイズ（mm)化粧箱サイズ（mm) カートン重量 入数



スチーマー蒸し器 24cm

ラウンドキャセロール 24cmで
使用した製品イメージ

上から見た製品イメージ
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ナイロンレードル

オレンジ XB-LA01 レッド XB-LA02

point
1

ハンドル形状により、レードル先端部分が調理台に
つかないから、キッチンを汚しにくい。

point
2

point
3

point
4

ハンドルは持ちやすく耐熱性に
すぐれたシリコン製

シェル形状によりスープレードルと横口
レードルの長所を併せ持った形状で便利！

ハンドル形状により、　　　アルミキャセロール鍋に
ぴったりひっかかり安定します。

〈アルミ鋳物製品〉gioia キャセロール series

gioiaとは…イタリア語で「ジョイア」は「喜び、楽しさ」のこと。
gioia
the joy in your kitchen life

キャセロール専用シリコンハンドルカバー 

XB-HA24

シリコンハンドルカバーを開き、突起部分を
ハンドルの内側に確実にセットし装着してください。

熱くなりやすい取っ手を安全にカバーする
ことが出来ます。

鍋への装着方法gioia

●熱くなりやすい取っ手を安全にカバー
● gioiaキャセロール専用設計

●すべりにくく、優れた弾力性。
●油分に強く、汚れが落としやすい♪

230℃耐熱温度

全サイズ
共通

BX-XD
〒
TEL. （代）048（224）9531 FAX.048（223）4119

埼玉県川口市弥平3-3 -17332-0002
株式会社万年 製品の仕様及びデザインは改善等のため

予告なく変更する場合があります｡
本体価格は、税抜き価格です。※

¥ 2,500メーカー希望小売価格 （税抜）

●製品サイズ：直径 約253×100㎜ 内径 約240×98㎜
●製品重量：約455g
●化粧箱サイズ:約270×275×110㎜
●化粧箱込重量:約620g
●カートンサイズ:約560×300×475㎜
●カートン重量:約5.8kg●入数:8個入
●材料の種類：ステンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％）

gioia シリコンハンドルカバー24

gioia スチーマー蒸し器　24㎝

品番：XB-HA24 POS,060248 ITF, 34978352060249

●製品サイズ(1個):約84×38×30㎜
●パッケージ込サイズ:約140×190×35㎜
●製品重量:約106g/set(53g/個)
●入数:24個入
●カートンサイズ:約320×210×250㎜
●カートン重量:約2.8㎏●本体材質:シリコーンゴム
●耐熱温度:230℃

熱くなりやすい取っ手を安全にカバー。
gioia キャセロール 全サイズ共通

オープンメーカー希望小売価格

品番：XB-ST24 POS,062433
ITF, 14978352062430

gioia ナイロンレードル
●製品サイズ(最大外):約305×100×65㎜
●製品重量:約94g
●パッケージ込寸法:約305×100×65㎜
●パッケージ込重量:約107g●入数:12個入
●カートンサイズ:約350×350×150㎜
●カートン重量:約1.9㎏
●材質:(本体)ナイロン／
　　　(ハンドル部)シリコーンゴム

便利な機能でお洒落に使いやすい
　　　ナイロンレードル

¥1,000メーカー希望小売価格 （税抜）

レッド 品番： XB-LA02
POS,060620 ITF,24978352060624
オレンジ 品番： XB-LA01

POS,060613 ITF, 24978352060617



＆取扱説明書付レシピ

アルミ
素材

竹炭コートとアルミ素材・フッ素コートの遠赤外線放射率の比較竹炭コートとアルミ素材・フッ素コートの遠赤外線放射率の比較

一般的な
フッ素コート

竹炭
コート

18.2％

76.6％83％ シリコンコートに竹炭微粒子を配合すること
により、遠赤外線放射率をUP!
一般的なフッ素コートに比べ、約108.3％の放射率
上昇が、アルミ素地材にくらべ約456％もの
遠赤外線放射率の上昇が認められました。

（　　）
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製品の仕様及びデザインは改善等のため
予告なく変更する場合があります｡
本体価格は、税抜き価格です。※

BX-XD

ごはん鍋16cm（2合炊）gioia
gioia
the joy in your kitchen life

ごはん鍋16cm（2合炊）gioia

軽くて使いやすいアルミダイカスト製。竹炭コートによる遠赤外線

効果と優れた熱伝導でほくほく美味しいご飯が炊けます！

竹炭コート
竹炭微粒子配合
コーティングで
遠赤外線放射率UP!!

竹炭コート
竹炭微粒子配合
コーティングで
遠赤外線放射率UP!!

アルミ鋳物製品の特徴gioia アルミ鋳物製品の特徴gioia

軽い軽い 一般的な鋳鉄ホーロー
製鍋にくらべ、重さ

約5分の2で、約60％も軽量です。軽量な
アルミダイカスト製造だから、使い勝手が
良く、気軽に毎日使えます。

熱伝導が良い熱伝導が良い熱伝導が良い アルミニウムの熱伝導率は
鉄の約3倍！ 

熱の伝わりが均一だから、ふっくらおいしく調
理できます。時間短縮でガス・電気代の節約
でエコクッキング♪

竹炭コート竹炭コート シリコンコートに竹炭を配合しているので汚れが落ちやすく
お手入れもカンタン！！

くっつきにくいシリコンコート+遠赤外線効果の竹炭粒子のハイブリットコーティング。

ガス&IH オール熱源ガス&IH オール熱源ガス&IH オール熱源 幅広い熱源に対応ステンレス製のツマミならばオーブン調理にも
対応。（240℃以下）鍋底面には有磁性ステンレスを圧着している

のでIHクッキングヒーターにも対応！

寸法 一般的な鋳鉄製
ホーロー鍋

gioia 
ごはん鍋

重さ約2/5

16cm 2200～2300g 約910g 約60％も
軽量

※重量は製品により多少のバラツキがございます。

■一般的な材料の室温付近での熱伝導率
熱伝導率

(単位: W・m-1・K-1)
84

16.7 ー 20.9
238

材　料

鉄
ステンレス
アルミニウム

鉄の
約3倍！

竹炭コート

2通りのツマミを使い分けツマミ
お好みや用途に応じて2種類のツマミを
標準装備（ステンレス製／樹脂製）
ステンレス製つまみはオーブン調理（240℃以下）に
対応。樹脂製は熱くなりにくいので毎日の使用に
便利。お好みと用途に応じて使い分けが可能です。

フタ

ツマミ

フタ 調理中に食材から出た水分は蒸
気になり、鍋内で対流し、フタ裏面

にある無数の突起から食材にまんべんなく還元し
ます。それにより食材本来の水分を
逃がしにくく、ふっくら調理します。 

●オーブン調理に●コンロ調理に
（付け替えはプラスドライバーをご使用ください。）

※無加水鍋ではありません。

※サイズにより突起形状が異なります。

水分循環のしくみ
重すぎず、軽すぎず適度な重さのフタが蒸気を
調整し旨味を閉じこめご飯をおいしく炊き上げます。

ふっくら やわらかい

かわいいおにぎり型ツマミ♪

ごはん鍋gioia オリジナルレシピ集
ごはん鍋でいろいろ調理！！様々な料理に使える万能鍋です。ごはん鍋でいろいろ調理！！様々な料理に使える万能鍋です。

でつくる ！ごはん鍋gioia オリジナルレシピ集でつくる ！

材料の種類■

本　体： アルミニウム合金 （はり底 ： ステンレス鋼（クロム18％）） 　底厚 約4.5mm（はり底を含む）
表面処理／内面 ： 竹炭コート加工　外面 ： 竹炭コート加工

フ　タ ： アルミニウム合金　　表面処理／ 内面 ： 竹炭コート加工　外面 ： 竹炭コート加工

ツマミ ： ステンレス仕様／ステンレス鋼（クロム18％）　樹脂仕様／フェノール樹脂

製品仕様■

ごはん鍋 16cm 約230×171×121 φ160×72 1.3ℓ 0.9ℓ 以下 約910g

製品寸法（mm)
最大外径×高さ 口径×内径深さ

製品形状 満水容量 適性容量 製品重量 

（取っ手、フタ、ツマミ含む）呼　称

約225×180×95 約1,100ｇ 約7.0㎏ 6

化粧箱込重量

約375×245×310

カートンサイズ（mm)化粧箱サイズ（mm) カートン重量 入数

岐阜県セラミック研究所調べ

平均
放射率

遠赤外線
効果
イメージ

ふっくら白ごはん 五目炊き込みご飯

魚のパエリア プリン

白米 炊き
込み

炊き
込み デザート

〒
TEL. （代）048（224）9531 FAX.048（223）4119

埼玉県川口市弥平3-3 -17332-0002
株式会社万年

も上昇！！

竹炭効果により
108.3フッ素コートよりも
456

％
％アルミ素材よりも

gioia ごはん鍋 16㎝
品番：XB-0616G-BK
POS,061634
ITF, 14978352061631

¥5,000メーカー希望小売価格 （税抜）

対応の熱源 IH200V対応

電子レンジ

IHクッキングヒーター

IH
ガスコンロ ラジエントヒーター ハロゲンヒーター シーズヒーター

ハイカロリーバーナーは必ず中火以下でご使用ください。
カセットコンロのご使用ではガスボンベの上に本製品がかからないように
ご注意ください。ボンベが過熱され爆発の恐れがあります。
オーブンは最高240℃まで、最長継続時間を2時間以内でご使用ください。
電子レンジにおいてのご使用はできません。

ハイカロリーバーナー カセットコンロ オーブン

●食器洗浄機
●食器乾燥器
使用不可



Bamboo Charcoal
ceramic
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製品の仕様及びデザインは改善等のため
予告なく変更する場合があります｡
本体価格は、税抜き価格です。※

BX-AX
〒
TEL. （代）048（224）9531 FAX.048（223）4119

埼玉県川口市弥平3-3 -17332-0002
株式会社万年

食パン
焼き

竹炭微粒子配合セラミック網
遠赤外線焼き網

IH
ガスコンロ

カセットコンロ上でのご使用は、ガスボンベの
上には載らないようにセットしてください。
IHクッキングヒーター、電子レンジ、
ハロゲンヒーターにおいてのご使用はできません。

Siセンサーコンロ(温度センサー付き
ガスコンロ)で使用する時の注意

IHクッキングヒーター

ハロゲンヒーター

カセットコンロ

電子レンジ

Siセンサー付きコンロで使用される場合は、
高温炒め、又はセンサー解除ボタンを設定して
ご使用ください。
又、センサー解除機能がない場合は火力が
小さくなり途中消火する場合があります。

霧吹きで水分を
かけ、短時間で焼く

ことでパンの中に水分が
残り、外はカリッと中は
ふんわりとした食感が
得られます。

Point セラミック網で焼いたら ふっくら、おいしく 炭火で焼いたような香ばしさ

竹炭微粒子を配合したセラミック網の
遠赤外線効果で、外はカリッ！
中はしっとりふんわり。

竹炭セラミック

カリッ！ ふわっ！ 早い！

小物焼きにも
最適！

竹炭セラミック 竹炭微粒子配合セラミックで
炭火感覚の焼き上がり
竹炭微粒子配合セラミックで
炭火感覚の焼き上がり

セラミック網で焼いたら

遠赤外線効果で外はカリッ！
中はしっとりふんわり！

野菜などちょっと
焼くのにも最適です！

ふっくら、おいしく
炭火で焼いたような香ばしさ

●製品サイズ：約200×207×48㎜
●製品重量：約341g
●カートンサイズ：約460×430×230㎜
●カートン重量：約7.5㎏●入数：16個入

食パン焼き

¥ 1,500メーカー希望小売価格 （税抜）

CSP-200品番： POS,920207
ITF,24978352920201

●上アミ：鉄（クロームメッキ）
●下アミ：ラスアミ
（竹炭微粒子配合セラミックパウダー）

■材質の種類



セラミック魚焼器 炙り焼（あぶりやき）

セラミック魚焼器『プロが認めた魚焼器』

49-POS NO.
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NATIONAL
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78352
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 CODE
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 CODE

製品の仕様及びデザインは改善等のため
予告なく変更する場合があります｡
本体価格は、税抜き価格です。※

BX-XD

し
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焼
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食材本来の味を引き出す

こだわりの魚焼き器

白セラミックで炭火焼感覚の焼き上がり

個
食
向

こ

し
ょ
く

む
け

固形燃料使用の民芸コンロに最適です。

う
な
ぎ  

焼
ハ
マ︵
蛤
︶

ロングセラー
商品

ロングセラー
商品

センサー非対応センサー非対応センサー非対応センサー非対応センサー非対応センサー非対応

センサー非対応センサー非対応 センサー非対応センサー非対応 センサー非対応センサー非対応 センサー非対応センサー非対応

パンもこんがり おいしく焼ける！！

中はふっくら 外はカリッと！！中はふっくら 外はカリッと！！

パンもこんがり おいしく焼ける！！

〒
TEL. （代）048（224）9531 FAX.048（223）4119

埼玉県川口市弥平3-3 -17332-0002
株式会社万年

セラミック魚焼<大>
品番： H-7 POS,090016
ITF, 24978352090010

●製品サイズ：約217(385)×255×43㎜
●カートンサイズ：約445×310×270㎜
●製品重量：約575g●カートン重量：約6.0㎏●入数：10個入
●上アミ：鉄線（クロームメッキ）●取手：フェノール樹脂
●下アミ：ラスアミ（セラミックパウダー）

セラミックアミだから水洗いOK。
上アミが簡単に取り外せるワンタッチ式。

炭火の秘
品番： H-27 POS,090092
ITF,24978352090096

●製品サイズ:約215(390)×250×45㎜
●カートンサイズ:約430×350×270㎜
●製品重量:約615g●カートン重量:約7.0㎏●入数:10個入
●上アミ：スチール（クロームメッキ）●ハンドル：フェノール樹脂
●下アミ：ラスアミ（セラミックパウダー）

食材本来の味を引き出す
こだわりの魚焼器。

業務用炙り焼
品番： GY-1 POS,050126
ITF,24978352050120

●製品サイズ:約215(345)×250×43㎜
●カートンサイズ:約430×310×265㎜
●製品重量:約635g●カートン重量:約7.5㎏●入数:10個入
●取っ手：鉄線（クロームメッキ）●上アミ：鉄線（クロームメッキ）
●下アミ：ラスアミ（セラミックパウダー）

業務用にも最適、ひとまわり
大きい遠火のクロスアミ。

¥1,100メーカー希望小売価格 （税抜）¥1,500メーカー希望小売価格 （税抜）¥1,600メーカー希望小売価格 （税抜）

炙り焼 個食向け 165×165㎜

品番：KS-165 POS, 050140
ITF, 14978352050147

●製品サイズ:約165×180×46㎜（突起含む）
●カートンサイズ:約330×540×190㎜
●製品重量:約320ｇ●カートン重量:約6.4㎏
●入数:18個入●上アミ：クロームメッキ
●下アミ：ラスアミ(セラミックパウダー)

炙り焼 個食向け 150×150㎜

品番：KS-150 POS, 050133
ITF, 14978352050130

●製品サイズ:約150×165×48㎜（突起含む）
●カートンサイズ:約325×480×175㎜
●製品重量:約260ｇ●カートン重量:約5.8㎏
●入数:18個入●上アミ：クロームメッキ
●下アミ：ラスアミ(セラミックパウダー)

¥1,100メーカー希望小売価格 （税抜） ¥1,200メーカー希望小売価格 （税抜）

炙り焼 個食向け 200×200㎜

品番：KS-200 POS, 050157
ITF, 14978352050154

●製品サイズ:約200×210×46㎜（突起含む）
●カートンサイズ:約280×435×230㎜
●製品重量:約400ｇ●カートン重量:約4.7㎏
●入数:10個入●上アミ：クロームメッキ
●下アミ：ラスアミ(セラミックパウダー)

¥1,350メーカー希望小売価格 （税抜）

炙り焼 個食向け 220×220㎜

品番：KS-220 POS, 050164
ITF, 14978352050161

●製品サイズ:約220×230×49㎜
●カートンサイズ:約280×465×245㎜
●製品重量:約470ｇ●カートン重量:約5.3㎏
●入数:10個入●上アミ：クロームメッキ
●下アミ：ラスアミ(セラミックパウダー)

¥1,500メーカー希望小売価格 （税抜）



ホーローシリーズ

ホーローシリーズ

センサー
対応

ガスグリル専用 敷石

センサー
対応

アミの上から注ぎ足しができます。

水受け皿に水を半分ほど入れてお使
いください。

49-POS NO.
C
    D

NATIONAL
 CODE

78352
ITEM

 CODE

MAKER
 CODE

製品の仕様及びデザインは改善等のため
予告なく変更する場合があります｡
本体価格は、税抜き価格です。※

BX-XD

すばやい油の
吸収力

反射熱
効果

ロングセラー
商品

ロングセラー
商品

センサー非対応センサー非対応

センサー非対応センサー非対応 センサー非対応センサー非対応

魚焼器のベストセラー！

〒
TEL. （代）048（224）9531 FAX.048（223）4119

埼玉県川口市弥平3-3 -17332-0002
株式会社万年

ホーローマンネン焼

品番： M-1 POS, 010014
ITF, 34978352010015

●製品サイズ：約220(385)×255×25㎜
●カートンサイズ：約445×425×275㎜
●製品重量：約530g●入数：20個入●カートン重量：約11.5㎏
●本体：鉄（ホーロー加工）●アミ：鉄線（クロームメッキ）
●ハンドル：フェノール樹脂

魚焼器のスタンダード
ロングセラー商品

フッ素大判あわせ焼

品番：M-40 POS,010403
ITF, 24978352010407

●製品サイズ：約225(385)×265×38㎜
●カートンサイズ：約455×315×290㎜
●製品重量：約650g●入数：10個入●カートン重量：約7.6㎏
●本体：鉄（ホーロー加工）●上アミ：鉄線（フッ素コートコーティング）
●中アミ：ラスアミ（セラミックコーティング）
●ハンドル：フェノール樹脂

はしを使わず両面焼ける
大判サイズのセラミック入りあわせ焼

焼亭庵 水受け皿 クロスタイプ

品番： SI-2 POS,880228
ITF, 24978352880222

●製品サイズ：約230(395)×265×32㎜
●カートンサイズ：約510×465×280㎜
●製品重量：約690g●入数：16個入
●カートン重量：約12.0㎏●本体：鉄（ホーロー加工）
●上アミ：鉄線（クロームメッキ）
●取手：フェノール樹脂

温度センサー付
ガスコンロ対応魚焼器

グリルフレンド
品番：GF-1 POS,300078
ITF, 34978352300079

●製品サイズ：約110×150×38㎜
●カートンサイズ：約405×265×165㎜
●製品重量：約400g●入数：20個入
●カートン重量：約8.5㎏●ゼオライト

ガスグリルの受け皿敷石のＤＸ版。多腔質だから素早く油を
吸着しこんがり焼き上げます｡

オーブンミット シリーズ

耐熱オーブンミット 
13インチ黒

品番：TM-3 POS,420134
ITF, 34978352420135

●製品サイズ：約330×180×15㎜
●カートンサイズ：約390×360×245㎜
●重量：約90g●入数：24（6×4）個入

●表面：綿100％（特殊耐熱樹脂加工）
●裏面：綿100％（シリコン樹脂加工）
●中材：ポリエステル96％・ナイロン4％ 
●不織布：ポリプロピレン100％

耐熱温度約140℃のシリコンシリーズ。熱い鍋、うつわ、
冷凍食品の扱いに！汚れがつきにくいコーティング加工

耐熱温度約210℃の耐熱シリーズ。
電子レンジ、オーブンレンジ料理の扱いに！

●カートン重量：約3.0㎏

●製品サイズ：約255×180×15㎜
●カートンサイズ：約385×280×205㎜
●重量：約64g●入数：24（6×4）個入
●カートン重量：約2.0㎏
●表面：綿100％（シリコン樹脂加工）
●中材：ポリエステル99%・ナイロン1% 
●不織布：ポリプロピレン100％
●裏面：綿100％（シリコン樹脂加工）

シリコンオーブンミット 
10インチ銀

品番：SM-1 POS,400105
ITF, 34978352400106

シリコンオーブンミット 
13インチ銀

品番：SM-3 POS,400136
ITF, 34978352400137

●製品サイズ：約330×180×15㎜
●カートンサイズ：約390×360×205㎜
●重量：約71g●入数：24（6×4）個入

●表面：綿100％（シリコン樹脂加工）
●中材：ポリエステル99%・ナイロン1% 
●不織布：ポリプロピレン100％
●裏面：綿100％（シリコン樹脂加工）

●カートン重量：約2.4㎏

耐熱オーブンミット 
10インチ黒

品番：TM-1 POS,420103
ITF, 34978352420104

●製品サイズ：約255×180×15㎜
●カートンサイズ：約385×275×235㎜
●重量：約73g●入数：24（6×4）個入

●表面：綿100％（特殊耐熱樹脂加工）
●裏面：綿100％（シリコン樹脂加工）
●中材：ポリエステル96％・ナイロン4％ 
●不織布：ポリプロピレン100％

●カートン重量：約2.0㎏

耐熱温度約210℃の耐熱シリーズ。
鍋摑みとしても鍋敷きとしても！

耐熱オーブンミット鍋敷き21cm

品番： TM-5 POS,420158
ITF, 34978352420159

●製品サイズ(最大外径):約φ210×10㎜
●カートンサイズ:約430×230×160㎜
●重量:約53g●入数:24(6×4)個入
●カートン重量:約1.8㎏●表面:綿100%(特殊耐熱樹脂加工)
●中材:ポリエステル96%・ナイロン4%
●不織布:ポリプロピレン100%
●裏面:綿100%(シリコン樹脂加工)

オープンメーカー希望小売価格

オープンメーカー希望小売価格 オープンメーカー希望小売価格

オープン
メーカー希望小売価格

オープン
メーカー希望小売価格

オープン
メーカー希望小売価格

オープン
メーカー希望小売価格

¥900メーカー希望小売価格 （税抜）

¥1,500メーカー希望小売価格 （税抜）
¥650メーカー希望小売価格 （税抜）

焼亭庵クロス焼
品番：YT-2 POS,881027
ITF, 24978352881021

●製品サイズ：約215(385)×270×35㎜
●カートンサイズ：約425×410×285㎜●製品重量：約575g
●入数：16個入●カートン重量：約10.3㎏●本体：鉄（ホーロー加工）
●上アミ：鉄線（フッ素コーティング）●取手：フェノール樹脂
●中アミ：ラス（セラミックコーティング）

小さな物も上手に焼けるクロスアミ。フッ素加工でくっつきにくく
セラミックメッシュも入って美味しい焼き上がり。



ガラス窓から調理状態が見える 圧力鍋とは

ここが違う
！

全面物理強化
ガラス窓

エコ＆ヘルシー料理
いろいろな料理がお手軽につくれます！

調圧鍋は、
圧力鍋ではありません
従来の圧力鍋は、一度火にかけて
加圧すると、途中でフタをあけるこ
とはできません。それに対して本製
品は「低圧」なので加熱中でもワン
タッチでフタを開けることができ、
必要に応じて調味料の微調整もで
きます。再びロックをすると簡単に
圧力をかけられます。

取っ手のハンドルを回すだけでフタが簡単に
開閉できます。調理中でも開閉できるため、
食材の追加投入や味付け、アク取りなどができます。

「調圧中でも味見をしながら、
失敗なく作れます。」

圧力鍋とは

ここが違う
！

調理中にフタが
開けられる！

製品の仕様及びデザインは改善等のため
予告なく変更する場合があります｡
本体価格は、税抜き価格です。※

BX-XD日本製

調圧鍋

～圧力鍋ではありません～～圧力鍋ではありません～

ベローナ
調圧鍋 ！

ほど良い圧力で
調理時間が短縮！
ほど良い圧力で
調理時間が短縮

フタが開く！
調理中、

はは

調圧鍋

調理中でもフタを開閉できて、
味加減が調整できる注目の鍋

安心・
安全！！

炊く
おいしい玄米ご飯

調圧鍋を使って、ビタミン・ミネラル・食物繊維豊富な玄米ご飯を。

夏野菜のトマトカレー
調圧鍋を使って、さっぱり夏カレーが30分で出来上がり。

煮る

豚肉の大根おろし蒸し
豚バラ肉の上に、大根おろしをたっぷりとかけて蒸し煮にします。

ローストビーフ
調圧鍋を使うと、手間のかかりそうなローストビーフも簡単。

蒸す

焼く

〒
TEL. （代）048（224）9531 FAX.048（223）4119

埼玉県川口市弥平3-3 -17332-0002
株式会社万年



本　体 ： ステンレス鋼（クロム18％ ： ニッケル8％）
表面処理／内面 ： ヘアライン加工　外面 ： ポリッシュ加工

底　部 ： はり底（3層） ステンレス鋼（クロム18％ ： ニッケル8％）、アルミニウム合金、
ステンレス鋼（クロム18％）、底厚 ： 5.4mm（はり底含む）

フ　タ ： ステンレス鋼（クロム18％ ： ニッケル8％）  
表面処理／内面 ： ヘアライン加工　外面 ： ポリッシュ加工
ハンドル ： フェノール樹脂　ガラス種類 ： 全面物理強化（耐熱温度差約180℃）

取っ手： フェノール樹脂 パッキン： シリコーン

材料の種類■

▲鍋底は磁性ステンレスを
採用し、さまざまな熱源に対応。

製品の仕様及びデザインは改善等のため
予告なく変更する場合があります｡
本体価格は、税抜き価格です。※

BX-XD

調圧鍋調圧鍋

美味しいレシピ集！

エコ＆ヘルシー料理エコ＆ヘルシー料理
を使ってクッキング♪

かやくご飯

調圧鍋を使うと、ご飯が手早くとてもおいし
く炊けます。

爽やかなハーブが香る、豚肩ロース肉と
レンズ豆の煮込み。

調圧鍋で辛口の味つけに。さわやかな山椒の
風味が食欲をそそります。

金時の煮豆

調圧鍋では、豆がふっくらとおいしく煮えます。

いわしの山椒煮

豚肩ロース肉とレンズ豆の煮込み

【オプションアイテム】

日本製

100℃を超える高温調理で、調理時間は
普通の鍋の約2/3。
調圧ピストンが調理中の
鍋の圧力をコントロールし、
ふっくら、やわらかく、料理を
おいしくして、時間のかかる
煮込み料理もスピーディに
仕上がります。

普通の鍋と
は

 ここが違
う！ほど良い圧力で、調理時間が短縮

寒い冬に、栄養満点の
あったか～いポトフ鍋を。
寒い冬に、栄養満点の
あったか～いポトフ鍋を。煮る

肉や豆、根野菜など
短時間で柔らかく！

調圧鍋を使うと

ステンレス鋼とアルミニウム合金の3層構造の鍋底から、鍋全体を
包み込むように加熱して料理を芯からふっくらと仕上げます。

シリコーンパッキン

〈熱伝導に優れた3層構造の鍋底！〉

ステンレス鋼
（クロム18％・ニッケル8％）
アルミニウム合金
ステンレス鋼（クロム18％）

フタをして密封調理をするため、ビタミンや
ミネラルなどの栄養を逃さずキープ。
食材のうま味もぎゅっと凝縮しています。

「おいしい調理仕上り！」

¥ 15,000メーカー希望小売価格 （税抜） ¥ 20,000メーカー希望小売価格 （税抜）

¥ 1,000
メーカー希望小売価格

（税抜）

¥ 1,200
メーカー希望小売価格

（税抜）

対応の熱源 IH200V対応

電子レンジ オーブン

IHクッキングヒーター

IH
ガスコンロ ラジエントヒーター ハロゲンヒーター シーズヒーター

ハイカロリーバーナーは必ず中火以下でご使用ください。
カセットコンロのご使用ではガスボンベの上に本製品がかからない
ようにご注意ください。ボンベが過熱され爆発の恐れがあります。
電子レンジ、オーブンにおいてのご使用はできません。

ハイカロリーバーナー カセットコンロ

●食器洗浄機
●食器乾燥器
使用不可

〒
TEL. （代）048（224）9531 FAX.048（223）4119

埼玉県川口市弥平3-3 -17332-0002
株式会社万年

Velona　調圧鍋 20cm

品番：CA-20 POS, 4582136-941267
ITF, 14582136941264

やさしい圧力だから、調理中でもフタが開けられる

●製品サイズ:約341×257×165㎜●満水容量:3.1L
●適性容量:2.1L以下●製品重量:約2,200g
●化粧箱サイズ:約350×265×143㎜
●化粧箱込重量:約2,550g
●カートンサイズ:約370×550×470㎜
●カートン重量:約16.6㎏●入数:6個入

Velona　調圧鍋 24cm

品番：CA-24 POS,4582136-941281
ITF, 14582136941288

大きめな食材の調理にも最適な24cm

●製品サイズ:約382×296×200㎜●満水容量:5.5L
●適性容量:3.8L以下●製品重量:約3,000g
●化粧箱サイズ:約365×305×170㎜
●化粧箱込重量:約3,400g
●カートンサイズ:約385×635×380㎜
●カートン重量:約14.9㎏●入数:4個入

シリコーンパッキン
20cm用

シリコーンパッキン
24cm用



極厚3mm

ステンレス鋼
（クロム18％・ニッケル8％）

アルミニウム

アルミニウム合金

アルミニウム

アルミニウム合金

アルミニウム

ステンレス鋼
（クロム18％）

製品の仕様及びデザインは改善等のため
予告なく変更する場合があります｡
本体価格は、税抜き価格です。※

High Quality & Stylish cookware

熱伝導+保温性+耐久性に優れた全面7層構造熱伝導+保温性+耐久性に優れた全面7層構造

鍋本体とフタの間にできる水の膜による密閉効果「ウォーターシール」でおいしさUP!

はこんな調理ができます。Alpha

無水調理 ほうれん草 余熱調理 無油調理 煮込調理

炊きもの つやつや黒豆

ゆで卵

ローストビーフ

ぶりの照り焼き

茶碗蒸し

けんちん汁

カニクリームコロッケ
オーブン
調理

スチーム
調理 揚げもの

極厚３mm・全面7層構造が優れた熱伝導と保温性を同時に実現

アルミニウムには優れた熱伝導性があり、ステンレスは
保温力や耐酸性、耐アルカリ性などから腐食に強く衛
生的。ベローナアルファはこれらの特長を合わせ持つ、
調理に理想的な金属複合材を使用しています。
全面7層構造では、アルミニウムとステンレスの良さが、
それぞれ単一素材ではありえない相乗効果を発揮します。

理想的な複合材

優れた熱効率の7層構造で経済的
アルミニウムとステンレスの良い性質を兼ね備える
複合素材は、優れた熱伝導性と保温性を持っています。
ごく弱火でスムーズに調理ができるので、ガス代、
電気代を節約します。

均一でソフトな熱伝導でふっくら仕上げ
多層構造で、プロが使う道具のように適度な厚み
と重さがあり、変形しにくく、コンロ上でもしっかり
した安定感があります。
しかも、熱が底から側面へと内部を包み込むように
均一でソフトに回り、煮物料理なども芯からふっくらと
柔らかく仕上げて、素材の旨味をのがしません。

効率的な熱伝導と軽さを実現
ハイカロリーな電磁調理器やハロゲンヒーター。
これらの熱源で板厚の薄い鍋を使用すると、底が
そったり変形したりする場合があります。
ベローナアルファは、板厚を厚くすることでそのト
ラブルを解消。熱源に対して鍋底はいつもフラットな
状態を保ち、熱は効率的に鍋全体に伝わります。
さらに、アルミニウムをステンレスでサンドイッチ状に
した構造のため、軽く扱いやすくなっています。

全面7層構造のしくみ

熱伝導のしくみ

●栄養を逃さない！

鍋フタ

ウォーターシール
鍋胴 鍋内

最小限の水分だけで調理。ビタミン・ミネラルなどの栄養や旨味を逃
さず、さらに野菜も鮮やか！

1.強火は使用しないでください。蒸気がで始めたら弱火にして加熱することで
ウォーターシールの状態になります。
2.無水調理中は、なるべくフタを開けないでください。

●ヘルシー調理！
お肉はお肉の脂で調理可能。余分な油を使わずヘルシーな調理！
●時短調理で省エネ！
水分が少なくてすむ分、沸騰までの時間が短いので時短調理が
可能。熱が鍋全体に安定して伝わるので余熱調理もでき省エネに！

ウォーターシール効果で美味しさを閉じ込める

ウォーターシール（水の膜）が鍋と蓋の隙間をうめて密閉
状態を作るため、素材の旨味や栄養素を鍋の中に閉じ込
めて美味しくヘルシーな料理になります。

「ウォーターシール」とは……

この作用が無水調理となる！

素材の旨味や栄養素を鍋の中に閉じ込めて美味しくヘルシー料理！

無水調理のコツ

鍋の内側で発生した蒸気が、
水滴となって、密封状態をつくることをウォーターシールといいます。

全面7層構造ベローナ アルファ

BX-XD日本製
〒
TEL. （代）048（224）9531 FAX.048（223）4119

埼玉県川口市弥平3-3 -17332-0002
株式会社万年



「ベローナ アルファ」と「一般鍋」の比較

Alpha

側面にも効率よく
熱が伝わります。

底面のみ
熱の伝わりが良い。

熱の伝わりが
優れない。

全面7層構造 底のみ
多層構造の鍋

多層構造では
ない鍋

手にジャストフィットする
持ちやすい取っ手です。

人間工学に基づいた取っ手形状

人間工学から生まれた、手にジャストフィットする取っ手。太さと適度な手応え。しかも重さを感じること
なく手軽に使いこなしていただけます。さらに、取っ手部は火に強く燃えにくいフェノール樹脂加工を施しま
した。使いやすさに安心をプラスしたベローナアルファ。使うほどにその優れた機能を実感してください。

中はポリッシュ加工で目盛付き！！ シンプルなデザイン！ つまみ部分は更に
大きく持ちやすい形状に！

高品質クックウェア“ベローナ アルファ”で暮らしの夢が広がります。

対応の熱源 IH200V対応

電子レンジ オーブン

IHクッキングヒーター

IH
ガスコンロ ラジエントヒーター ハロゲンヒーター シーズヒーター

ハイカロリーバーナーは必ず中火以下でご使用ください。
カセットコンロのご使用ではガスボンベの上に本製品がかから
ないようにご注意ください。ボンベが過熱され爆発の恐れがあります。
電子レンジ、オーブンにおいてのご使用はできません。

ハイカロリーバーナー カセットコンロ

●食器洗浄機
●食器乾燥器
使用不可

AF-S16 約335×166×117 Φ160×72 1.5ℓ 1.0ℓ以下 約1,050ｇ

製品寸法（mm)
最大外径×高さ 口径×内径深さ

製品形状 満水容量 適性容量 製品重量

（取っ手、フタ、ツマミ含む）商品名品番

約345×180×95 約1,300ｇ 約8.4㎏ 6

化粧箱込重量

約365×385×310
AF-S18 約356×186×130 Φ180×82 2.1ℓ 1.5ℓ以下 約1,290ｇ 約365×200×105 約1,550ｇ 約10.2㎏ 6約390×415×345
AF-P24 約447×246×103 Φ240×47 2.1ℓ 1.5ℓ以下 約1,660ｇ 約450×250×80 約1,900ｇ 約12.5㎏ 6約470×520×265
AF-W20

片手鍋 16㎝
片手鍋 18㎝

フライパン（フタ付）24㎝
両手鍋 20㎝ 約313×206×147 Φ200×92 2.9ℓ 2.0ℓ以下 約1,560ｇ 約275×220×115 約1,950ｇ 約12.3㎏ 6約295×460×375

AF-W22 両手鍋 22㎝ 約333×226×144 Φ220×97 3.7ℓ 2.6ℓ以下 約1,820ｇ 約300×240×120 約2,200ｇ 約14.0㎏ 6約325×485×385
AF-WD22 シチューパン22㎝ 約333×226×202 Φ220×142 5.1ℓ 3.6ℓ以下 約2,210ｇ 約295×240×170 約2,600ｇ 約16.6㎏ 6約320×495×535
AF-KY22 兼用鍋（スノコ付）22㎝ 約333×226×202 Φ220×142 5.1ℓ 3.6ℓ以下 約2,380ｇ 約295×240×170 約2,800ｇ 約17.8㎏ 6約320×495×535

カートンサイズ（mm)化粧箱サイズ（mm) カートン重量 入数

製品の仕様及びデザインは改善等のため
予告なく変更する場合があります｡
本体価格は、税抜き価格です。※

High Quality & Stylish cookware

室温：１５℃ ／ 使用熱源：IH 電磁調理器具（３.０KW）

一般鍋

●材質／ sus304
●層／単層
●板厚／3mm

ベローナ アルファ

●材質／複合素材
●層／7層
●板厚／3mm

※財団法人日本食品
　分析センター調べ

水煮したじゃがいもの硬さ

10N

15N

水煮15分調理前 水煮30分

じゃがいもの硬度を計測 ベローナ アルファ
一般鍋

ベローナ アルファ 一般鍋

やわらかい

やわらかい

やわらかい

とても
やわらかい

芯がかたい
芯がかたい

かたい

IH200V対応IH200V対応 IH200V対応IH200V対応 IH200V対応IH200V対応

IH200V対応IH200V対応 IH200V対応IH200V対応IH200V対応IH200V対応 IH200V対応IH200V対応

材料の種類（共通） ■
本　体：

全面7層鋼　底厚 （約3mm）
表面処理／内面 ： ポリッシュ加工
　　　　　外面 ： ポリッシュ加工

フ　タ ： ステンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％)
表面処理／内面 ： ヘアライン加工　外面 ： ポリッシュ加工

取っ手・つまみ ： ステンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％)　樹脂部／フェノール樹脂

ステンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％）
アルミニウム
アルミニウム合金
アルミニウム
アルミニウム合金
アルミニウム
ステンレス鋼（クロム18％）

BX-XD日本製
〒
TEL. （代）048（224）9531 FAX.048（223）4119

埼玉県川口市弥平3-3 -17332-0002
株式会社万年

Velona α（アルファ） 片手鍋（16cm）
¥ 12,000メーカー希望小売価格 （税抜）

Velona α（アルファ） 片手鍋（18cm）
¥ 13,000メーカー希望小売価格 （税抜）

Velona α（アルファ） フライパン（24cm）
¥ 15,000メーカー希望小売価格 （税抜）

Velona α（アルファ） 
両手鍋（20cm）

¥ 15,000メーカー希望小売価格 （税抜）

Velona α（アルファ） 
両手鍋（22cm）

¥ 16,000メーカー希望小売価格 （税抜）

Velona α（アルファ） 
シチューパン（22cm）

¥ 18,000メーカー希望小売価格 （税抜）

Velona α（アルファ） 
兼用鍋（22cm）スノコ付

¥ 20,000メーカー希望小売価格 （税抜）

品番：AF-S16 POS, 4582136942011 ITF,14582136942018 品番：AF-S18 POS, 4582136942028 ITF,14582136942025 品番：AF-P24 POS, 4582136942103 ITF,14582136942100

品番：AF-W20 POS,4582136942042
ITF, 14582136942049

品番：AF-KY22 POS,4582136942127
ITF,14582136942124

品番：AF-W22 POS,4582136942059
ITF,14582136942056

品番：AF-WD22 POS,4582136942080
ITF, 14582136942087



49-POS NO.
C
    D

NATIONAL
 CODE

78352
ITEM

 CODE

MAKER
 CODE

製品の仕様及びデザインは改善等のため
予告なく変更する場合があります｡
本体価格は、税抜き価格です。※

m.design
セーフティーフライヤー
油ハネ防止機能ガラスフタ付天ぷら鍋

油ハネ防止！ガラスフタ付の天ぷら鍋
油が飛び散らないので鍋の周囲を汚さず、
やけどや火事の心配もありません。
フードと鍋本体のすき間から空気を取り入
れ、フタとフードのすき間から空気を逃すの
で、天ぷらがカラっと揚がります。
スプリング機構の開閉式ガラス窓でコンロ周
りを汚さず油ハネを防ぎます。
水分の多いイカやエビ、冷凍食品なども安心調理
汚れが落としやすいシリコンコート加工
おしゃれなブラウンカラー

●
●

●
　
　
●
　
●
●
●

フードと鍋本体のすき間から空気を取り入れ、
フタとフードのすき間から空気を逃すので、
天ぷらがカラッと揚がります

水気・油気
②

水気・油気
② フタ 強化ガラス

フード
空気空気

鍋天ぷら油

油 飛 沫 ①①
本体上の突起により
空気を取り込みます。

安全でおしゃれな
天ぷら鍋

鍋とフードは別々になって洗いやすい。

汚れにくい表面コートで、お手入れ簡単！

鍋の本体や
フードの内側は
シリコンコート
加工なので、
お手入れが
簡単です。

鍋本体

調理後のお手入れラクラク！！

水分の多いイカやエビ、冷凍食品などの
油ハネも、ガラス窓付フタがガード！

！
ガラス窓は
ワンタッチでPON

～セーフティーフライヤー～

ガラス窓で
油ハネを防ぐ！

安心！ 安全！ 清潔！

対応の熱源 IH200V対応

電子レンジ オーブン

IHクッキングヒーター

IH
ガスコンロ ラジエントヒーター ハロゲンヒーター シーズヒーター

ハイカロリーバーナーは必ず中火以下でご使用ください。
カセットコンロのご使用ではガスボンベの上に本製品がかからないように
ご注意ください。ボンベが過熱され爆発の恐れがあります。
電子レンジ、オーブンにおいてのご使用はできません。

ハイカロリーバーナー カセットコンロ

●食器洗浄機
●食器乾燥器
使用不可

BX-XD日本製
〒
TEL. （代）048（224）9531 FAX.048（223）4119

埼玉県川口市弥平3-3 -17332-0002
株式会社万年

m.design　セーフティーフライヤー23cm
品番：MSF-23 POS,654119 ITF, 14978352654116油ハネ防止！

ガラスフタ付 天ぷら鍋

●製品サイズ:約370×265×135㎜（口径×内径深さ：約Φ230×70㎜）●満水容量:2.5L
●適性容量:1.25L以下●製品重量:約1,965g●化粧箱サイズ:約275×335×145㎜●化粧箱込重量:約2,300g
●カートンサイズ:約365×565×335㎜●カートン重量:約10.2㎏●入数:4個入●本体材質:鉄
●表面処理:内外面:シリコンコート加工●ふた 材質:鉄枠・ガラス（全面物理強化）（耐熱温度差：約180℃）
●本体取っ手:フェノール樹脂●フタつまみ：フェノール樹脂 ¥10,000メーカー希望小売価格 （税抜）



便利な
スタンド機構付き！

片手鍋・両手鍋

フライパン 24cm・26cm

フライパンカバー

m.design ラミーナフライパンカバー
（24、26cm兼用）

49-POS NO.
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製品の仕様及びデザインは改善等のため
予告なく変更する場合があります｡

本体価格は、税抜き価格です。※

BX-XD

m.design
lamina

STAINLESS STEEL TRI-PLY
全7点
シリーズ
全7点
シリーズ

～優れた熱伝導+保温性～～優れた熱伝導+保温性～

熱伝性が良い全面3層鋼ステンレスを採用
熱伝導と保温性の両立を実現 用途に合わせて選べるステンレス3層鍋

底厚2.5mm・全面3層ステンレスクラッド材が優れた熱伝導と保温性を同時に実現

アルミニウムには優れた熱伝導性があり、ステンレスは保温力
や耐酸性、耐アルカリ性などから腐食に強く衛生的。
m.design laminaはこれらの特長を合わせ持つ、調理に理想的な
金属複合材を使用しています。内側にはサビにくく耐食性に
優れたステンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％）を使用し、外側は、
IH電磁調理器具に対応するステンレス鋼（クロム18％）にて、
アルミニウム合金をサンドイッチにした構造です。
全面3層構造では、アルミニウムとステンレスの良さが、それ
ぞれ単一素材ではありえない相乗効果を発揮します。

全面3層構造のしくみ

熱伝導のしくみ

ハイブリット マテリアル

優れた熱効率の3層構造で経済的
アルミニウムとステンレスの良い性質を兼ね備える複合素材は、優れた熱伝導性と保温性を持っています。
ごく弱火でスムーズに調理ができ、また熱すると冷めづらいので余熱での調理が可能で、ガス代、電気代を節約します。

均一でソフトな熱伝導でふっくら仕上げ
3層構造で、プロが使う道具のように適度な厚みと重さがあり、変形しにくく、コンロ上でも
しっかりした安定感があります。しかも、熱が底から側面へと内部を包み込むように均一でソフトに
回り、煮物料理なども芯からふっくらと柔らかく仕上げて、素材の旨味をのがしません。

効率的な熱伝導と軽さを実現
ハイカロリーな200V電磁調理器やハロゲンヒーター。
これらの熱源で板厚の薄い鍋を使用すると、底がそったり
変形したりする場合があります。
m.design laminaは、板厚を厚くすることでそのトラブルを
解消。熱源に対して鍋底はいつもフラットな状態を保ち、
熱は効率的に鍋全体に伝わります。
さらに、アルミニウムをステンレスでサンドイッチ状にした
構造のため、鉄芯3層材に比べ軽く扱いやすくなっています。

アルミニウム合金

ステンレス鋼
（クロム18％・ニッケル8％）

ステンレス鋼（クロム18％）

側面まで
均一な熱伝導

鍋のフチは、注ぎやすい
加工を施しております。
水切れがよく、左右どちら
からでも注ぎやすくなって
います。

鍋の内側には、見やすい
メモリ付です。調理中に計量に
便利な容量表示付です。
※容量は寸法により
　異なります。

見やすいメモリ付

ガス火もIH電磁調理器
にも対応します。
全面3層ステンレスクラッド
構造でマルチに熱源に
対応

1.フライパンに油をたらす（あえて広げずに）
2.中火で加熱する、煙が出たら熱し過ぎのサイン
3.自然に油が広がり出したら弱火にする
4.全体に油がなじんだら調理開始

ステンレス製のフライパンはくっつきやすいという
イメージをお持ちですか？ちゃんとした使い方のコツ
さえわかってしまえば楽しく料理することができます。

十分にステンレスフライパンを加熱し、油を使用する
事により焦げ付きにくくなります。
m.design lamina製品は、熱伝導率が良いので、
普通のフライパンより少し火を弱めて調理するのが、
焦げ付きを防ぐポイントです。

マルチ熱源対応注ぎやすいフチ加工

lamina 鍋・フライパンの特長 ワンポイント
●コゲたり食材がひっつかない使い方

全面3層構造ラミーナ

対応の熱源 IH200V対応

電子レンジ オーブン

IHクッキングヒーター

IH
ガスコンロ ラジエントヒーター ハロゲンヒーター シーズヒーター

ハイカロリーバーナーは必ず中火以下でご使用ください。
カセットコンロのご使用ではガスボンベの上に本製品がかからないように
ご注意ください。ボンベが過熱され爆発の恐れがあります。
電子レンジ、オーブンにおいてのご使用はできません。

ハイカロリーバーナー カセットコンロ

●食器洗浄機
●食器乾燥器
使用不可

〒
TEL. （代）048（224）9531 FAX.048（223）4119

埼玉県川口市弥平3-3 -17332-0002
株式会社万年

MLA-16S 約340×180×130 Φ160×75 1.4ℓ 1.0ℓ以下 約1,095ｇ

製品寸法（mm)
最大外径×高さ 口径×内径深さ

製品形状 満水容量 適性容量 製品重量

（取っ手、フタ、ツマミ含む）商品名品番

約340×185×90 約1,280ｇ 約8.7㎏ 6

化粧箱込重量

約365×380×300
MLA-18S 約360×200×140 Φ180×85 2.0ℓ 1.4ℓ以下 約1,335ｇ 約355×205×105 約1,540ｇ 約10.3㎏ 6約380×420×340
MLA-20W 約305×218×150 Φ200×95 2.8ℓ 1.9ℓ以下 約1,595ｇ 約320×225×110 約1,850ｇ 約11.8㎏ 6約335×465×355
MLA-22W

片手鍋 16㎝
片手鍋 18㎝
両手鍋 20㎝
両手鍋 22㎝ 約325×238×155 Φ220×100 3.7ℓ 2.6ℓ以下 約1,870ｇ 約340×245×120 約2,185ｇ 約14.0㎏ 6約360×500×370

MLA-24F フライパン24㎝ 約440×260×70 Φ240×50 2.1ℓ 1.4ℓ以下 約1,150ｇ 約430×265×65 約1,415ｇ 約9.0㎏ 6約285×440×410
MLA-26F フライパン 26㎝ 約460×278×80 Φ260×60 3.0ℓ 2.1ℓ以下 約1,285ｇ 約445×285×70 約1,650ｇ 約10.6㎏ 6約305×460×450
MLA-LS2 フライパンカバー 約Φ275×80 Φ275×80 － － 約420ｇ 約290×290×90 約660ｇ 約2.8㎏ 6約315×570×320

カートンサイズ（mm)化粧箱サイズ（mm) カートン重量 入数

m.design ラミーナ
フライパン24㎝

m.design ラミーナ
フライパン26㎝

●本体材質 ステンレス3層 内面:ステンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％）、アルミニウム合金/外面:ステンレス鋼(クロム18%)●底厚約2.5㎜●表面処理:(外面)ポリッシュ(内面)ヘアライン加工
●フタ 材質:ガラス種類（全面物理強化（耐熱温度差約180℃）） フチ巻:シリコーンゴム●本体取っ手:ステンレス鋼+シリコーンゴム●フタツマミ:ステンレス鋼+シリコーンゴム

●本体材質 ステンレス3層 内面:ステンレス鋼(クロム18％・ニッケル8％)、アルミニウム合金
外面:ステンレス鋼(クロム18%)●底厚約2.5㎜●表面処理:(外面)ポリッシュ(内面)ヘアライン加工
●本体取っ手:ステンレス鋼・シリコーンゴム

●本体：アルミニウム合金、
表面処理／内外面：シリコンコート加工
●取っ手：フェノール樹脂
●ガラス：全面物理強化（耐熱温度差 約180℃）

品番：MLA-22W POS,654041 ITF,14978352654048品番：MLA-20W POS,654034 ITF,14978352654031品番：MLA-18S POS,654027 ITF,14978352654024品番：MLA-16S POS,654010 ITF,14978352654017

品番：MLA-24F POS,654058 14978352654055 品番：MLA-26F POS,654065 ITF,14978352654062ITF,

品番：MLA-LS2 POS,654072 ITF,14978352654079

m.design ラミーナ
片手鍋16㎝

m.design ラミーナ
片手鍋18㎝

m.design ラミーナ
両手鍋20㎝

m.design ラミーナ
両手鍋22㎝

¥6,000メーカー希望小売価格 （税抜） ¥7,000メーカー希望小売価格 （税抜）

¥7,000メーカー希望小売価格 （税抜） ¥8,000メーカー希望小売価格 （税抜）

¥2,000メーカー希望小売価格 （税抜）

¥8,000メーカー希望小売価格 （税抜） ¥9,000メーカー希望小売価格 （税抜）


