
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
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「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


