
●掲載している料理写真はすべてイメージです。

スモークトースター・トースター・全自動コーヒーメーカー・フィッシュロースター

2018年 12月作成

キッチン・リビング家電
総合カタログ 2019
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燻製もトーストも
本格調理も

トーストやピザ
1人分～4人分まで

お鍋や焼肉、
多彩なメニューに

グリル料理を
もっと手軽に

調理&保温に
いつでも大活躍

家事のお悩みに
うれしい

P 5 - 8 P 14 P 15 P 16 P 17-18P 3 - 4

ベイクプラス
スモークトースター トースター IH グリルなべ IHクッキングヒーター フィッシュロースター 食器乾燥器

ポータブルスチームアイロン

いつも
「おいしい！」のそばに
コイズミキッチン
 トーストの香りで目覚める気持ちのいい朝、
友達を誘って、会話も弾む楽しいランチ。

夕暮れのただいまの後に、

疲れまで癒してくれる温かいスープとご飯。

なんでもない日々の幸せは
いつもキッチンから生まれるから、

あなたの「おいしい！」の毎日に

そっと寄り添うアイディアを。

コイズミキッチン

できたてジュースで
ヘルシーに

豆から挽いた
いれたてのコーヒーを

煮込み料理や
時短ごはんも

1～2人分のご飯も
すばやく美味しく

P 9 P 10 P 11-12 P 13

ミルミキサー・ジューサー 全自動コーヒーメーカー マイコン電気圧力鍋 ライスクッカーミニ
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焼き網
焼き網枠
角皿

KCG-1202/K 約1.4m 本体:約360（W）×435（D）×235（H）mm
庫内:約280（W）×268（D）×74（H）mm

約6.6kg
（本体のみ）約100~250℃約1370W 60分

付属品品番 消費電力 温度調節 コードの長さ サイズ質量
仕 

様

タイマー

4※料理写真はイメージです。※料理写真はイメージです。

SMOKE TOASTER
トースターだって、自分らしくデザインや料理のこだわりをプラス。

スモークトースター

※料理写真はイメージです。3

トースト枚数

4枚

スモークトースター

KCG-1202/K
オープン価格　K（ブラック）JAN:4981747067425

トーストやオーブン料理、さらに燻製
も楽しめる進化したトースター。

トースト
が

カリっと
ふっくら

美味しい
トースト

が

カリっと
ふっくら

美味しい
肉・魚な

ど
本格的な

オーブン
料理に

肉・魚な
ど

本格的な

オーブン
料理に

室内で
燻製が出

来る室内で
燻製が出

来る

ビッグ&ワイド
庫内タイプ

コンベクション
機能

ハイパワー
1370W

自動調理
20種類

20

●上下ヒーターとコンベクション機能でおいしく調理
●脱臭・脱煙機能で調理中のニオイと煙をケア
●マイコン機能でおまかせ簡単。自動調理20種類
●角皿付き＆庫内コーティング加工でお手入れラクラク

ピザ２5cmトースト４枚

25

調理モード
4種類

※さんま2尾を焼いた際に発生する煙・ニオイ成分の除去レベルを測定 ( 当社調べ )

ビッグな庫内＆お手入れラクラク

毎日使いやすい

角皿で後片付け簡単。
庫内もお手入れしやすい
コーティング加工。
※扉部・底面除く

マイコン機能でおまかせ簡単

調理中の気になるニオイや煙に

自動調理20種類
燻製料理、肉・魚料理やフライ、お菓子など20種類から
お好みのメニューを選び、スタートキーを押すだけで
簡単に自動調理できます。

脱臭・脱煙機能
独自の庫内循環機能と交換不要なヒーティング＆メタルフィルターを採用。
調理中のニオイと煙を軽減※します。

ワンタッチで脱臭・脱煙
※イメージ

室内で
「燻製」が
出来る
　

※メニューによっては予熱をすると、さらにおいしく調理できます。

熱風の力で調理
上下のヒーターの熱を、コンベクション機能のファン
により、熱風として対流させ、庫内温度を素早く均一
に高温に。予熱をしなくても、食材をおいしく焼き上
げます。

トーストはカリっとふっくら。
焼き魚、肉料理もこんがりとおいしく

燻製メニューの調理方法 （自動メニュー：豚バラの場合）

トーストが
カリっとふっくら焼ける

焼き魚が
両面までしっかり焼ける

ノンフライ揚げ物も
カリッと美味しく

くんせいチップを量り、角皿に広げ、
アルミホイルを乗せる。

角皿に焼き網をセットし食材を
中央に置く。

全体にアルミホイルをかぶせてフタ
をする。自動メニューをセットし、
スタートキーを押す。

約30分で出来上がります。

1 2 3 4

※イメージ

※くんせいチップは付属していません。1辺が5mmの大きさの市販の商品を購入し、使用してください。
　付属のレシピブックや取扱説明書を読み、食材を下ごしらえしてください。

コンベクションモード オーブンモード
グリルモード スロークッキングモード

燻製や本格料理からお菓子まで
56種類 レシピブック付き

2019年1月発売予定
NEW

好みで選べる
４つの調理モード
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※料理写真はイメージです。

しっかり焼きからあたためまで、
カンタン温度調節。トースト3枚も、
25cmのピザもまるごと焼ける。

●約90～260℃まで、無段階式の温度調節
●焼き網着脱式でお手入れ簡単

温度調節 ハイパワー
1200W

ビッグ&ワイド
庫内タイプ ピザ２５cmトースト３枚

遠赤外線
ヒーター（上）

ハイパワー1200W。
たっぷり、すばやく、おいしく。

●山型トースト2枚、20cmピザが焼ける
●焼き網着脱式でお手入れ簡単

ピザ２０cm山型トースト
２枚温度調節 ハイパワー

1200W

付属品

トレー
焼き網

トレー
焼き網

タイマー

15分

15分

品番

KOS-1204/W

KOS-1215/R

消費電力

約1200W

約1200W

温度調節

約100～260℃

約90～260℃

ヒーター切替

-

-

コードの長さ

約1.0m

約1.0m

トースト枚数

山型2枚

3枚

サイズ

本体：約350（W）×276（D）×227（H）mm
庫内：約310（W）×215（D）×92（H）mm

本体：約350（W）×326（D）×227（H）mm
庫内：約310（W）×265（D）×92（H）mm

質量

約2.8kg

約3.0kg仕 

様

オーブントースター

KOS-1215/R
オープン価格　R（レッド）JAN：4981747063533

オーブントースター

KOS-1204/W
オープン価格　W（ホワイト）JAN：4981747063540

65 ※料理写真はイメージです。

TOASTER トースター

甘いバターと焼きたてのトーストの香り。1日の始まりに元気をくれる。

アイランドキッチンにもフィットする
360°スマートなデザイン。

●トースト4枚、22cmピザが焼ける
●網が前に出るから、料理の取り出しがラクラク

ピザ２２cm温度調節 ハイパワー
1200W

オーブントースター

KOS-1213/W
オープン価格　W（ホワイト）JAN：4981747063557

Back Style

Point

背面も美しいスッキリデザイン。

トースト４枚
遠赤外線
ヒーター（上）

付属品

トレー
焼き網

品番

KOS-1213/W

消費電力 温度調節 コードの長さ

約1.2m

サイズ

本体:約350（W）×330（D）×235（H）mm
庫内:約290（W）×260（D）×90（H）mm

質量

約4.1kg
仕 

様 約80~230℃約1200W

タイマー

15分

トースト枚数

4枚
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付属品

トレー2枚

トレー

庫内トレー
天面トレー

タイマー

15分

15分

15分

品番

KOS-1214/K

KOS-1021/K

KOS-0703/P
KOS-0703/T

消費電力

両面:約800W
上面:約420W
下面:約380W

約1200W

全段：約1000W
上、中段：約700W
中段:約400W
下段:約300W

温度調節 ヒーター切替

-

3段階

コードの長さ

約1.2m

約1.2m

約1.0m

トースト枚数

山型2枚

サイズ

本体：約333（W）×273（D）×221（H）mm
庫内：約270（W）×190（D）×75（H）mm

本体：約243（W）×257（D）×331（H）mm
庫内：上段 約200（W）×167（D）×70（H）mm
庫内：下段 約200（W）×167（D）×60（H）mm

本体：約260（W）×256（D）×246（H）mm
庫内：約150（W）×150（D）×75（H）mm

質量

約3.1kg

約3.3kg

約2.5kg

付属品

トレー

タイマー

15分

品番

KOS-1025/W

消費電力

両面:約1000W
上面:約560W
下面:約440W

温度調節 ヒーター切替

- 3段階

コードの長さ

約1.2m

トースト枚数

2枚

サイズ

本体：約360（W）×236（D）×194（H）mm
庫内：約265（W）×170（D）×162（H）mm

質量

約2.4kg山型2枚

-

4段階

約80～230℃ -

トレー15分KOS-1023/K 約1000W 約80～230℃ - 約1.2m2枚 本体：約360（W）×236（D）×194（H）mm
庫内：約265（W）×170（D）×162（H）mm約2.5kg山型1枚

※料理写真はイメージです。※料理写真はイメージです。

品番 焼き色調節 トースト対応サイズ サイズ質量

収納カバー5枚～8枚切
（冷凍パン６～８枚切）KOS-0850/K 約800W 無段階 約270（W）×150（D）×170（H）mm約1.1kg
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オーブントースター

KOS-0703/P・T
オープン価格
P（ピンク）　JAN：4981747061553
T（ブラウン）JAN：4981747061560

トーストと目玉焼きが一緒に作れて
一人暮らしの朝食にぴったり。

置き場所の悩みを解決！
スリムな縦型&ミラーガラス扉。

オーブントースター

KOS-1021/K
オープン価格
K（ブラック）JAN：4981747062109

オーブントースター

KOS-1214/K
オープン価格
K（ブラック）JAN：4981747062116

ヒーター
4段切替

山型トースト
２枚

スリム＆
コンパクト

コンパクトで広い庫内。
キッチンをスタイリッシュに。

コンパクトボディでこんがり焼き上げ。
クロワッサンのあたためにも。

ポップアップトースター

KOS-0850/K
オープン価格　K（ブラック）JAN：4981747058607

焼き色調節ダイヤルで
お好みの焼き加減に
（無段階）

お手入れしやすい
パンくずトレイ

トースト２枚、
冷凍パンにも対応

あたために使える
パンウォーマー

パンウォーマートースト２枚

コードの長さ

約1.4m

トースト枚数

2枚

消費電力 付属品

トーストも焦げ目もカンタン。
シンプルで使いやすい基本型。

●ヒーター3段切替で、焦げ目付け
    にも便利

オーブントースター

KOS-1025/W

ハイパワー
1000W トースト２枚

バターロールやクロワッサンもOK。
あたためもできる温度調節付き。

●約80～230℃まで、無段階式の
　温度調節

オーブントースター

KOS-1023/K
オープン価格　K（ブラック）JAN：4981747063502

トースト２枚ハイパワー
1000W温度調節

●庫内と天面で同時
　に調理できます
●3段切替でグラタン
　の焦げ目も簡単

山型トースト
１枚同時に調理 ミラーガラス扉

●上下2段でも1段だけ 
        でもしっかり加熱
●トーストもベーグルも
    外はカリッと

●山型トースト2枚、
　20cmピザが焼ける
●約80℃～230℃まで
　無段階式の温度調節

ミラーガラス扉ピザ２０cm山型トースト
２枚温度調節 ハイパワー

1200W

TOASTER トースター

ミラーガラス扉

仕 

様

仕 

様

仕 

様

NEW

ヒーター
３段切替

ヒーター
３段切替

オープン価格　 W（ホワイト）JAN:4981747066855
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豆挽きからドリップまでこの1台で。
コンパクト＆お手入れも簡単な
全自動コーヒーメーカー。

ブラシKMZ-0401/P
KMZ-0401/G 約150W 約1.5m 約138（W）×115（D）×280（H）mm

（ミキサー取り付け時）

ミキサー：約1000g
ミル：約945g
お茶すり器：約935g

ミキサー：約400ml
ミル：約75ml（ウェットメニューの時）
お茶すり器：約12g

カップ、ブラシKMJ-0500/G 約145W 約1.2m 約175（W）×240（D）×290（H）mm約2.1kg約500ml

なしKMZ-0800/W 約180W 約1.0m 約170（W）×163（D）×315（H）mm
（ミキサー取り付け時）

ミキサー：約2.0kg
ミル：約1.2kg

ミキサー：約800ml
ミル：約165ml（ウェットメニューの時）

品番 消費電力 コードの長さ サイズ質量容量 付属品

仕 

様

計量スプーン、
お手入れブラシ

受け皿
KKM-1001/R 約600W 約1.5m 約142(W)×183(D)×258(H)mm約1.7kg約300ml

品番 消費電力 コードの長さ サイズ質量容量 付属品
仕 

様

ミルミキサー

KMZ-0401/P・G
オープン価格
P（ピンク）JAN：4981747062000
G（グリーン）JAN：4981747062017

大きめ材料も入る投入口。
洗いやすく、いつでも清潔に。

パーツ分解可能＆
トコトン丸洗い

取り外しできる
チタンコーティング
カッター

収納に便利な
コンパクトサイズ

直径6cmの
ビッグな投入口

奥行き
240mm

幅
175mm

皮・種
分離タイプ ビッグな投入口

6cm

※1人分200ml

ジューサー
１～２人分

コンパクトなミキサー＆ミルに
細かな粉末茶を作る機能を
プラスした3WAY。

ジューサー

KMJ-0500/G
オープン価格
G（グリーン）JAN：4981747054012

ミルミキサー

KMZ-0800/W
オープン価格
W（ホワイト）JAN：4981747062215

1～2人分にちょうどいい
400ml「ミキサー」

チタンコーティング
回転刃

ふりかけ、ソース、離乳食の
ペースト作りも可能な「ミル」

ステンレスお茶すり器

ウェット＆
ドライOK(ミル)

ステンレス
お茶すり器付

※1人分200ml

ミキサー
１～２人分

●コンパクトサイズ 1～2杯用
●パーツ取り外し可能でお手入れ簡単
●カップに合わせて伸縮可能なノズル

全自動コーヒーメーカー

KKM-1001/R

●ミキサーでジュースから
     スープまで作れる
●ミルは液体から乾いた物まで、
    離乳食もOK
●お茶すり機能搭載、細かな粉末
　状態に

コンパクトでも大容量。
スタイリッシュで
クラシカルなデザイン。

チタンコーティング
回転刃

コード収納
ポケット

使いやすい
ダイヤル式スイッチ

食材の追加がしやすい
センターホール

ウェット＆
ドライOK(ミル)

※1人分200ml

ミキサー
3～ 4 人分

●ミキサーでジュースから
　スープまで作れる
●ミルは液体から乾いた物まで、
    離乳食もOK
●目盛り付きの容器と内フタで
　使いやすい

●直径6cmの大きな投入口で、 
にんじん丸ごと、リンゴ1/4

     カットもOK
●7パーツに分解＆丸洗い可能
   でいつでも清潔
●皮や種の分離タイプで、収納に
　便利なコンパクトサイズ

レシピブック付き

レシピブック付き

※料理写真はイメージです。

レシピブック付き

109

コーヒーメーカーMIXER&JUICER ミルミキサー・ジューサー COFFEE MAKER
挽きたてのコーヒーで、ほっと一息を。

オープン価格
R（レッド）JAN：4981747064813

（受け皿含まず）

着脱できる給水タンク 紙フィルター不要なミル付きバスケット

ワンタッチ切り替えで、豆からでも粉からでもOK 

豆 粉

豆＆粉 OK 紙フィルター不要

NEW

１～２人分

※1人分150ml

配置画像 ドキュメント効果解像度

原寸／350dpi以上 350dpiIllustrator CS4macOS 10.7.5 File Name 2019_P11-12.ai
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11 12※料理写真はイメージです。※料理写真はイメージです。

PRESSURE COOKER マイコン電気圧力鍋
甘辛くじっくり煮込んだ角煮をあてに熱燗を…。

オープン価格　R（レッド）JAN：4981747062192

マイコン電気圧力鍋

KSC-3501/R "はじめての圧力鍋" でも
マイコン&5段階圧力で
「簡単・時短」本格煮込み。

電源コード、しゃもじ
計量カップ、おたまKSC-3501/R 約1.0m 約260（W）×280（D）×250（H）mm約3.8kg

品番 消費電力 コードの長さ サイズ質量容量 圧力調整 付属品
仕 

様 5段階2.5L（3.5合）約600W

煮込み料理から
時短ごはん、
スイーツまで

本格
煮込みも ご飯も

作りおきも朝の
スープも スイーツも

段階圧力
52.5L

容量

炊飯3.5合

楽しみ方広がる
51種類
レシピブック付き

●  ピッと押すだけ、
　5つのワンタッチキー

● 5段階圧力 & 加熱時間の設定で
      料理のレパートリーが広がる

角煮 炊飯

玄米

● 外出時でも便利なタイマー
      予約機能　（最大 19.5 時間）

● 圧力無しの煮込みモード搭載

● フタ閉め忘れ防止機能

 はじめてでも簡単、忙しい方にも便利な充実機能

● 調理後の保温タイマー付き
    （最大12時間）

ワンタッチ
調理ボタン

肉じゃが

煮豆

配置画像 ドキュメント効果解像度

原寸／350dpi以上 350dpiIllustrator CS4macOS 10.8.5 File Name 2019_P11-12.ai
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圧力・加熱時間
設定可能



2つのワンタッチ機能 天面オーバルデザイン マグネットプラグ式お手入れ簡単なガラス天面大型液晶表示

●焼く、揚げる+ワンタッチ機能でカレーや煮込みまで
●鍋なしで加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能
●鍋、プレートは本体に重ね、狭いスペースでもすっきり収納
●効率的で細かく調節できる1400W
　加熱モード：６段階（保温あり）／揚げ物調節：７段階（140℃～200℃）
●タイマー機能（1分～9時間55分）

※なべ・ふた・プレート含む

マグネットプラグ式コード、
専用なべ、専用波形プレート、

専用平面プレート
KIH-1411/R 約1.9m 約357（W）×283（D）×205（H）mm約6.1kg

品番 消費電力 コードの長さ サイズ質量揚げ物温度 タイマー 付属品
仕 

様 1分～9時間55分約140～200℃
（7段階）

約1400W
（急速加熱・専用なべ使用時）

※※

1413 ※料理写真はイメージです。

焼肉、ホットプレート料理、そしてお鍋に。
卓上IH調理器としても使える

鍋

平面プレート

IH 調理器

波形プレート

パイナップルケーキ ウーロン茶飯

鶏の生姜御飯 トマト煮

約20分炊飯
（1合炊飯時）
※炊き上げ
　標準時間

20分
1合炊き

（0.5～1.5合対応）
タイマー予約
1～12時間
※炊飯予約

1～2人分でも、ふっくらおいしい。
忙しい朝食、遅い夕食にも
約20分で炊ける。

計量カップ、しゃもじ、
マグネットプラグ式コード

KSC-1512/W
KSC-1512/T 約210W 約1.4m 本体：約155（W）×185（D）×190（H）mm約1.4kg約90～270ml

（0.5～1.5合）

品番 消費電力 コードの長さ サイズ質量容量

炊飯予約：最大約12時間
保温：最大約3時間

タイマー 付属品
仕 

様

●使いやすいマグネットプラグ
●シンプルで使いやすいタイマー機能
●内蓋の丸洗いが可能

楽しみ方広がる
レシピブック付き

ご飯メニューのバリエーションが多彩に。煮物やドライカレー、ケーキまで作れる！

ライスクッカーミニ

KSC-1512/W・T
W（ホワイト）JAN：4981747063519
T（ブラウン）JAN：4981747063526　　

オープン価格

一人暮らしに

夫婦二人に

職場のランチに 炊飯予約：最大約12時間

保温：最大約3時間

ライスクッカーミニ IHグリルなべ

オープン価格　R（レッド）JAN：4981747064387

IHグリルなべ

KIH-1411/R グリルなべの新しいカタチ。
パーティー料理や
お手軽な一品まで
多彩なメニューをこれ1台で。

ハイパワー
1400W

焼・煮・揚
保温

すっきり
ガラストップ

ワンタッチ
調理ボタン

IH GRILL POT
みんなが集まれば、食事はもっとおいしく、楽しくなるね。

RICE COOKER
お家に帰ったらすぐにご飯にしよう！

※料理写真はイメージです。

1台4役

タイマー機能
1分～9時間55分

配置画像 ドキュメント効果解像度

原寸／350dpi以上 350dpiIllustrator CS4macOS 10.8.5 File Name 2019_P13-14.ai
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マグネットプラグ式コードKIH-1402/R 約1.8m 約280（W）×360（D）×50（H）mm約2.2kg1分～9時間55分約1400W
（急速加熱時）

マグネットプラグ式コードKIH-1403/N 約1.8m 約280（W）×360（D）×40（H）mm約2.3kg

品番 消費電力 コードの長さ サイズ質量揚げ物温度 タイマー 付属品

1分～9時間55分約140～200℃
（7段階）

約140～200℃
（7段階）

約1400W
（急速加熱時）

1615

IHクッキングヒーター

KIH-1403/N
オープン価格　N（ゴールド）JAN：4981747056474

大型液晶表示2つのワンタッチ機能

片手で運べる持ち手付き マグネットプラグ式 厚み40mmのスリム型

オールガラストップ仕様

いつも清潔、お掃除しやすく
インテリア性の高い
オールガラストップ仕様。
●高火力＆効率的な1400W、きめ細かな調節
機能搭載（タイマー機能、加熱モード６段階、
揚げ物調節７段階）

●お手入れしやすく清潔感の高い、オールガラス
トップ仕様
●使いやすい大型液晶表示、ワンタッチ機能
●持ち運び便利で、食卓でも使いやすいスリム型
（厚み40mm）

お年寄りにも
安心な音声機能

ハイパワー
1400W

焼・煮・揚
保温

すっきり
ガラストップ

ワンタッチ
調理ボタン

大型液晶表示4つのワンタッチ機能

片手で運べる持ち手付き マグネットプラグ式

お手入れ簡単なガラス天面

キッチンで大活躍する
ハイパワー1400W。
煮込みや保温もワンタッチでOK。

IHクッキングヒーター

KIH-1402/R
オープン価格　R（レッド）JAN：4981747056467

フィッシュロースター

KFR-0750/G
オープン価格　G（グリーン）JAN：4981747064578

ハイパワー
1400W

焼・煮・揚
保温

すっきり
ガラストップ

ワンタッチ
調理ボタン

●高火力＆効率的な1400W、きめ細かな調節
機能搭載（タイマー機能、加熱モード６段階、
揚げ物調節７段階）

●お手入れが簡単で高級感を演出できる「ガラス
天面」を使用

●使いやすい大型液晶表示、ワンタッチ機能
●持ち運び便利で、食卓でも使いやすいスリム型
（厚み50mm）
●鍋なしで加熱や切り忘れを防止する自動オフ機能

●便利な30分タイマー付き
●ニオイを軽減、消臭フィルター付き
●フライなどのあたためにも使える
●さんまが丸ごと2尾焼ける

※料理写真はイメージです。

魚や肉、お野菜も、
お手入れを気にせず
グリル料理をもっと手軽に。
コンパクトでスッキリ収納。

両面焼き 分解可能 30分タイマー

※ヒーターを除く

なしKFR-0750/G 約1.0m 約450（W）×210（D）×180（H）mm約3.2kg

品番 消費電力 コードの長さ サイズ質量タイマー 付属品
仕 

様 30分約700W

分解して
水洗いOK裏返し不要で

しっかり焼ける
両面焼きヒーター

フィッシュロースター

今日はさんまにしようかな。旬の味もまるごと「いただきます！」
FISH ROASTERIH COOKING HEATER IHクッキングヒーター

仕 

様

厚み-1cmスリム化
※当社従来品KIH-1401の比較

配置画像 ドキュメント効果解像度
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DISH DRYER 食器乾燥器 IRON ポータブルスチームアイロン

コンパクトなのに大容量。
ステンレスカゴで清潔。
●清潔で丈夫なステンレスカゴ
●はし立てに抗菌効果のある「銀イオン」を練り込むことにより、    
常に食器を清潔に
●パワフルな約90℃の温風、気にせず使える低騒音設計
●スッキリ水切り構造   ＊排水ホース（市販品）取付け可能

食器乾燥器

KDE-5000/W
オープン価格　
W（ホワイト）JAN：4981747061195

銀イオン加工6人分 低騒音設計

ZZ
Z・・・

たっぷり収納6人分。
銀イオン加工※で抗菌・清潔。
●はし立て・食器カゴに抗菌効果のある「銀イオン」を練り込む
ことにより、常に食器を清潔に
●パワフルな約90℃の温風、気にせず使える低騒音設計
●スッキリ水切り構造   ＊排水ホース（市販品）取付け可能

銀イオン加工6人分 低騒音設計

ZZ
Z・・・

食器乾燥器

KDE-6000/W
オープン価格　
W（ホワイト）JAN：4981747061201

KDE-5000/W 約270W 45分約90℃
（周囲温度30℃の場合）

品番 消費電力 コードの長さ

6人分

KDE-6000/W 約270W 45分 約1.5m

約1.5m

約3.7kg
（はし立てを含む）

約3.6kg
（はし立てを含む）

約90℃
（周囲温度30℃の場合） 6人分

容量 サイズ質量温風温度 タイマースイッチ 付属品

仕 

様
ふた閉め時：約477（W）×423（D）×350（H）mm
ふた開き時：約477（W）×470（D）×427（H）mm

ふた閉め時：約477（W）×423（D）×350（H）mm
ふた開き時：約477（W）×470（D）×427（H）mm

樹脂カゴ（抗菌）
はし立て（抗菌）

ステンレスカゴ
はし立て（抗菌）

折り目つけも、しわのばしも、
はさむだけで、カンタン手軽に。
●旅行や長期出張にも便利なプレートロック機能、
　専用収納袋付き

品番 消費電力 コードの長さ

KAS-3010/P
KAS-3010/W
KAS-3010/A

約140W 約1.6m 約360g約6.4ccAC100-240V

サイズ質量タンク容量 付属品

仕 

様
本体：約137(W)×167(D)×45(H)mm
　　 （本体を閉じた時）
かけ面：約120×35mm

スポイト
ポーチ

オープン価格
P（ピンク）JAN：4981747056535
W（ホワイト）JAN：4981747056542
A（ブルー）JAN：4981747056559

ポータブルスチームアイロン

KAS-3010/P・W・A

ズボンの折り目に プリーツスカートの折り目に

プッシュ式スチーム機能搭載

※イメージ

雨に濡れても折り目復活

スチーム
機能搭載

温度設定
2段階

セラミック
コーティングプレート

ピンク

ホワイト

ブルー

ナビダイヤルこの商品に関するご意見、
ご質問については右記へお寄せください。 （全国共通番号）

TEL.0570（07）5555
TEL.06（6262）3561

受付時間 平日9:00～17:30
（土・日・祝日・夏期休暇･年末年始を除く）

右記

約90℃
温風乾燥

パワフル温風ですばやく乾燥 広々収納でまとめて乾燥

※イメージ

約90℃
温風乾燥

パワフル温風ですばやく乾燥 広々収納でまとめて乾燥

※イメージ

日本製

日本製

海外使用OK
※海外で使用される時は
　市販のプラグアダプターが
　必要です。

電源

※KAS-3010 をのぞく

※はし立て

※はし立て・食器カゴ

＊

＊吹き出し口

＊

＊吹き出し口

（IHクッキングヒーター・IHグリルなべ）

お客様相談窓口

17 18
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