
(税込)
※注文時に頂いた所属・氏名などの情報は、商品代金の請求や配送業務に利用させていただきます。

その場合、出荷元に発注情報として提摸します。詳細につきましては、裏面を御覧下さい。

☆申込締切日　　2020年12月18日(金)まで

☆納　　　品　　お申込後約1〇日以内

宅配の場合は、送料77〇円(税込)頂きます。 (公所までは無料です)

☆お支払方法　　翌月一括払い

申込日　　月　日( )

お申込はFAXでお願いします。

FAX : 075-441 -8000

象印製品申込書

(フリガナ) 申込者名 � 

送り先住所 (公所“自宅) �〒」⊥山- 丁巨」: � � � � � 

※氏名にナノガナのご話人と送り先(公所・自宅)に0を必ずつけて下さい。

番号 �品　　　番 �色柄 �数量 �金　　額 �備考欄 

! 



進化した炎舞炊きで家ごほんを最高は圧力旧なら冷めてもおいしいのでお弁当にもお薦め!

BZ濃墨　　　　　　　WZ粉雪　　　　固⑧

音量NW-PSl O
梨W-PS18囲

オープン価格　　　　　　オープン価格
●消費電力(W) (炊飯時)/1 240　　　●消頚電力(W) (炊飯時)/1 370
●外形寸法(約cm)/27.5×34.5X21 5　'外形寸法(約cm)/30.5×37×24.5

●本体質量(約kg) /6う　　　　　　●本体質量(約kg) /8 0

豪炎かまど釜で「大火力&高圧力」 。
田圃噛障看曲調聞面目噺田園仙睡圏勝利

●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OKI。

(その他のお手入れに関して臥取扱説明書をご確認くだ乱l)

●「麦ごほん」メニュー

匂良-くるが紅仕込み-

羨む、な聡
///ニ‾ニ「

田NW-」Wl

井ラン価格

一段と激しくゆらぐl炎が、お米をより激しく舞い上げる。
※ 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。

1つの底IHヒーター

加熱と比較

約2倍×2
単位面積当たり
約6.OW/C南

【2つの独立制絢】
4つの底IHヒーター

※2車用パ→漂とう紫鵠工程の単位面積当たりの火力比較201 7年当社従来品NW-A丁「 O型緋OW伯とNW-P5「 0型鱗OW伯との比較当

欄べ。単位面積当たりの火力算出方法二中パッ/ト満とう餓工程の平均電力(W主旧ヒーター加熱両駅al) x熱効率(報法に定める罵瀾謹煙器の胃

炎舞炊きの集中加熱を活かす、鉄を仕込んだ内釜。
鉄一くらがね仕込み-

羨む、ま端
間と相性の良い鉄素材を間に組み込み、高い蓄熱性・発熱

警擬繋覇露霧悪霊誌
甘みとうまみを引き出します。

講翻こそわない使い方をされた填治は対象外です。　　　　　　　　ふちの部分は厚くし、熱が外に逃げるのを抑え、効率よく加熟します。

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。

40時間までおいしく保温する

「極め保温」 ※4。鮒メニ山こよって難。ます。醍朔書を璃くだ虹

食べやすく、おいしく炊ける
2通りの「麦ごほん(ふつう・もちもち)」メニュー。

蒸気ロセットなしで
毎回洗うのは、 2点だけでOK!

器三㌢囲

「大火力炊飯」で
お米の甘み成分を引き出す。
聞軸曲軸聞蝿開園噛囲脚　細面

●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

甘み成分(鶉幾とつ
をより引き出す。

●「麦ごはん」メニュー

性器コート(プラチナ膚謹

登壇1.7mm 藍三三墨田
隻ゴ∴ )

BAブラック　　WAホワイト国㊥

醐国境圃
オープン価格
●消琵電力(W) (炊飯時)/1240　●消費電力(W) (炊飯時)/「370
'外形寸法(約cm)/265×40×22　'外形寸法(約cm)/29 5X42与×26

●本体質墨(約kg)/うう　　　　●本体質量(約kg)/7.0

蔀詣警麗擬諸鳥

●「白米炊き分け3コース」
●「妻ごほん」メニュー
●「洗える内ぶた」

「フラット庫内」

梨W-VBlO鬱馨
オープン価格
●消費電力(W) (炊飯時)/1 1 0う

田圃

梨W-VB18籍圏
オープン価格
●消費電力(W) (炊飯時)/1 29う



小容量でおいしさを求めるなら圧力!Hタイプ!
●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」

読書評圏
●消費電力(W) (炊飯時)/700
●外形寸法(約cm)/

23×32×19与
●本体質量(約kg) /4.0

丁Aブラウン

国⑧

コンパクトでありながら多機能で使いやすい!
●ごほ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」

誤霊園
●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

離乳食作りがラクラク
「べど-ごほん」メニュー!
iH炊飯ジャー

●炊飯疇消費電力(W)/1 1 1ら
●外形寸法(約Cm)/23.与×29×1 9 5
●ふた開き時の高さ(約Cm)/42.5
●本体質量(約kg) /4.3

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!

諸言語写苗
井手指名
●消費電力湯沸かし時(W) / 1 300
●外形寸法(約cm)/1 7.5×27×2与
●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、シンプルな停まい。

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S丁AN.で、毎日を心地よく、美しく彩っていく。

深さ4cmの「深型プレート」

ホットプレート

圃EA-FAlO

井ラン価格
●消費電力(W)/1 200
・外形寸法(約cm)/44う×30.与×1 4 ・本体質登(鰍g)/4,8 「レシピブック」つき

詳細はホームページでご覧ください。 > WWW.ZOji「ushi,CO,jp/SyOhin/Stan/

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!

開聞附関崎白岡開園固

●電気で沸かして「まほうぴん保温」
●年間電気代難
CV-GB30:約7,400円
3.Oしの場合、

のWU30:約1 1.700円と比較すると

「布石300円オ詣轍裏音

● 「沸とうセーブ※6」 (選択式)

●大型オレンジくっざノ液晶
●大きな文字の操作パネル

田CV-GB22　田　圃CV調GB30　田お
く-職>　　　　　　　　　　　　　　<一皿>

オープン価格　　　　　　オープン価格
●消費電力湯沸かし時間) /90与　　●消費電力湯沸かし時(W) /90与
'外形寸法(約Cm)/22×29 5×26　'外形寸法(約cm)/22×29 5×30
●本体質量(約kg)/2 7　　　　　●本体質量(約kg)/3 0

※4日本電機工業会自主基判こよる演促(室温23℃、湯沸かし2回/1日、再満とう1回/ 1日、保温

90℃で23時間/1日、36与日/年間その他氷壁等の試験条件日D-1 1 2に基づく、動]料金目安

単価27円/kWh(税込) [201 4年4月散剤で計刺季節はる周囲湿度等の条件により、変動

する場合砺ります。 ※5 CV{B30(VEまほうぴん構適とCD-W〕30(電動ポット)との比較。

※6 90℃、 80℃、 70℃こ設定可能。

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!

開く

●ツインフアンによる大風量と
乾燥効率の良いノズル形状で
35分のスピード乾燥

ふとんをかける　運転スタート

●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

50



「深型プレート」で
おしゃれなメニューを
みんなで囲む。・
●「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」

プレートの霜が
傾斜していて

落ちた臆が流れやすい
「傾斜溺つき焼肉プレート」

<・さA>

オープン価格
●消費電力(W)/1 300
●外形寸法(約cm) /

たっぷり焼けて、

●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」

蕊_卜勝
田EA-DElO
<-BA>

オープン価格

家族で楽しくふんわりパン作り。
作れば外食気分。
●1 9cmの大きなエビも

ラクラフ揚がる!

●油温調節機能
(1 60へ200℃)

●マグネットプラグ
●フッ素樹脂加工(なべ)

電気フライヤーあげ初調

困EFK-Al O
<-丁」>

メーカ一躍小亮価措1 1.000円(翻i)
●消費電力(W)/1 000

●パン屋さんの窯焼きを電現!
「高火力・底面加熱ダブルヒーター」。

ヒーター:底から上部へ、喜気に熱を伝えます。

●カンタンにつくれるコースが多彩!

ホームベーカリー願騒②

困BB-S丁lO

矛準ン価格

ぐを習顕看畦蓑

雷雲こ

⑫-

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℃へ高温250℃温度調節
●お手入れ簡単出さずせるとびら」
●「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。

iマイコンiオーブントースター

囲巨丁GN30二郎I龍紅
く一BZ>

オープン価格

「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。　50
●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段階の挽き目と混ざが選べる
「味わい調節」

コーヒーメーカー囲囲圃乱

国EC-SA40

穿竺ラン価格

:欝罷㌘鵠省三ヒ_カップ約。杯)



謹書場所を選ばない奥行き約1 2。与cm。
回　避1　圃　南

関-‾∴　軍
●空気清浄機が浮遊ウイルス※ 「浮遊カビ(2浮遊細菌鶏を抑制
●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」
●フィルターは的2年型こ-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

8霊1 7分で清浄

空気清浄磯

田PU-HC35
<-WA>

オープン価格

清潔な蒸気でお部屋にうるおいをしっかりチャージ。
旺-RQ.EE-DB　圭 �菓寓憾畿… �●トリプル安心l設計●「入、切デュアルタイマー」 宣相国〃肋増的腸【EE-RQ】 開削翔i電離　入タイマーは6暗闇、切タイマーは2 看寡婦限純棚胴囲道　時間、それぞれ個別に選択できます。 ●自動加湿3段階　嘉男_は。.6.8開、切タイ ●お部屋の状態がわかるマーは1・2・4時間、それぞれ3段階 「湿度モニター」タイマーを個別に選択で辞すe 

●スチーム式 ●お手入れ簡単 「フィルター不要」& 

●湯沸かし音セーブモード8　●「水位線」つき 

スチーム式加湿龍

田巨E-RQ35

スチーム式加湿器

困EE-DB50

:離籍網詔若ンク密室(約」)/2・2　:オ‾

囲巨巨-RQ50

●消費電力(W)　　　　　　　　　れ出ます。 ※8鵬韓の音朝湿中の閥とうの音は変わりません。湯温雅いとまは沸かし音も小さいた

撥等鰯課鰯歎譜1 0業擬墨続発競磐諜罵諮灘穀認諾認許業欝

翳総統　態擬態讃盤詳説藷灘

T†マイボトルで始めるみんなのエコ生活「↑T
闘●軽婁&コンパクト●「内面フッ素コート」 ●本体丸洗いOKX。 ●鰭しにくく安I心

●水滴が飛び散り
にくい構造

●飲み物がスムー
出てくる飲み口

●洗いやすい分解せん

ステンレスマグれ〃芋

圃SM-S巨36 (荘園)
<-AL><-NZ><-RZ><-BZ>

メーカー擢小売価格与.与00円(税瓢
●外形寸法(約cm)/6.5×7×1 7.5
●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k8)/0 1 7

囲SM-S巨48固
く-Aし><-NZ><-RZ><-BZ>

㌫謂翻驚盤9媒艶
●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) /0.20与

ステンレスマグ和雄

団SM-ZP24 (匪囲)
<-6Z> <- PZ>< -AZ> < -TZゝ

メーカー粗壁小売値揺ら,500円(激恥
●外形寸法(約cm)/6.5×6.5×1 3.0

●せんとパッキンがひとつに
なって分解洗浄が不要に。

警護霊
●やさしい口当たりの

「なめらか飲み口」

¥二、三㌢/′

ステンレスマグ岬　　　(写真は0 3らしです。)

固SM-ZA36回　田SM-ZA48回国き
<-BM><-VM><-AM><-WM>　　<一BM><-VM><-AM><-WM>

メーカ一触小鬼踊ら,000円(轍)メーカ一箱副、売値縮ら,与00円(税別
●外形寸法(約⊂m)/6.与×6う×1 7.5 ●外形寸法(約cm)/6.5×6.う×21 5

ステンレス真空2重まほうぴんで

熱l早l温軍が続く!繭量の
●撞よく手になじむ「カップフォルム」

●はずせる樹購製飲み口●本体丸洗いOK射1

●つるつるクリアステンレス●分解せん

圏SW-GD26 (壷困り圏SW-GD36 (匪囲
<-PP><-DP><-AP>　　　　　　<・PP><-DP><一AP>

綴諒綜管嘉9鍍筈窃結露欝嘉鰯盤
●保温効力(6時間) /50度以上　　　●保温効力(6時間) /与7度以上
●保冷効力(6時間) /1 1度以下　　　●保冷効力(6時間) /1 0度以下
●本体質量(約kg)/0.25　　　　●本体質藍(約kり/0 28

温かさを保って
もっとおいしく。
●ポーチに入れるともっと

あったか十約4℃則4

CAベージュ　GAグリーン　PAピンク

Sサイズ:フードジャーサイズ
250・-400m」

フードジャーポーチ

団SW-臥01
<-CA><一eA><-PA>

蒜諾意凝結000円(脚
11×1工5×165(持ち手を除く)
●本体質量(約kg) /0.08

ポーチがランチョン
マットに早変わり!

お・ぺんと

畿語章や三園二二‾　‾‾‾‾　　　　ZDマルチドット

<-ZD>

メーカー槌小売値棺6,000円〈轍))
●外形寸法(約cm) / 1 0.5×9×20.5 (ポーチなし)

1 5×9.5×25(ポーチ含む)
●保湿効力(6瞬間) /49度以上(ポーチなし)

53度以上(ポーチに入れた場合)
●京顎轍/。.44 (ポ_チ含む)

ランチタイムまで
ごほんあったか!

圏SZ-MBO4　　BAブラック
<-BA>

メーカー精勤踊ら,000円俄別
●外形寸法(約Cm)/19×1 1×1 1 (ポーチなし)

21.5×1 2×20(ポーチ含む〉
●保温効力(6時間) /与4廣以上(ポーチなし)

56度以上(ポーチに入れた場合)
●否緯繁彫。 6(ポ_チ含。)
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