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空気調整レバー 火力調整レバー

誤作動防止レバー

点火ボタン

衛生的な
抗菌樹脂
を使用

連続使用ボタン

セーフティーロック付で
お子様にも安心な設計です。

連続使用ボタンを押せば指を離しても炎が消えません。
連続使用時に便利です。

省エネ仕様

※点火イメージ写真です。

炙り料理用バーナー 

片手で操作できるトリガー式
握れば点火 ⇆ 離せば消火
・炙り作業の時間短縮ができる。
・無駄なガスを消費しない。

プロの作業向き
高出力のスタンダードモデル

不意の転倒防止に役立ち、
安全にご使用できます。

抗菌仕様

スタビライザー付
（安定台)

ワンアクション
点火　消火

1,600℃ 1,000℃

強力集中炎 ソフト炎

強力集中炎～ソフト炎の微調整が可能
空気調整レバーで1,600℃の強力集中炎～
1,000℃のソフト炎まで自在に調整できます。

【ボンベ別売】

パワートーチ RZ-820SS
シンプルで使い勝手がよい
軽量・頑丈なボディ！！

外形寸法 ： 長さ150×幅25×高さ50mm
  （本体のみ）
重    量 ： 130g（本体のみ）
火 口 径 ： φ16mm（外径）
燃焼時間 ： 約1時間45分（RZ-850使用時）※1
ガス消費量 ： 169ｇ/ｈ（RZ-850使用時）※2
発熱量 ： 2.3kW〈2,000kcal/h〉（RZ-850使用時）※2
  2.7kW〈2,300kcal/h〉（RZ-860使用時）※2
火炎温度 ： 1,500～1,700℃
点火方式： 圧電点火方式

■製品仕様
外形寸法 ：  幅95×奥行き95×高さ16mm（本体のみ）
重      量 ： 18g （本体のみ）
材      質 ：   樹脂

※ねじ込み式ボンベ専用です。カセットガス式ボンベには
　使用できません。

(安定台)パワーガス(ねじ込み式)専用
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抗菌仕様

片手で簡単操作！
点火ボタン（ガスのON←→OFF）と
火力調整レバーが独立しているため、
常に設定した炎での点火が可能です。

外形寸法 ： 長さ150×幅25×高さ100mm(本体のみ)
重　　量 ： 140g(本体のみ)
火 口 径 ： φ20mm
燃焼時間 ： 約1時間10分 (KC-860 1本使用時)※１
               約1時間40分 (KC-870 1本使用時)※１
ガス消費量 ：  253g/h (KC-860使用時)※２
               203g/h (KC-870使用時)※２
発 熱 量 ： 3.5kW(3,000kcal/h) (KC-860使用時)※2
              2.8kW(2,400kcal/h) (KC-870使用時)※2
火炎温度 ： 最高1,400～1,600℃　最低1,000℃
点火方式 ： 圧電点火方式

■製品仕様

※1　30分の連続燃焼データより換算したものです。   ※2　10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。

点火←→消火の操作はライターと同じ
ように点火ボタンを押して離すだけ。
加熱が必要な時だけの燃焼で、無駄な
ガスを消費しません。

外形寸法 ： 長さ160×幅30×高さ60mm
重　　量 ： 210g(本体のみ)
火 口 径 ： φ22mm
燃焼時間 ： 約1時間20分 (KC-860 1本使用時)※１
               約1時間50分 (KC-870 1本使用時)※１
ガス消費量 ： 236g/h (KC-860使用時)※２
                 177g/h (KC-870使用時)※２　　
発 熱 量 ： 3.3kW(2,800kcal/h) (KC-860使用時)※２
              2.4kW(2,100kcal/h) (KC-870使用時)※２
火炎温度 ： 1,400℃～1,600℃
点火方式 ： 圧電点火方式

■製品仕様■製品仕様

炙りマスターPro  KC-800
￥5,000（税別）
 JAN 4953571 068008 （入数12/48）

【ボンベ別売】
炙りマスターPro  KC-810
￥3,500（税別）
 JAN 4953571 068107 （入数12/48）

パワートーチ  RZ-820SS
￥2,050（税別）
 JAN 4953571 118208 （入数12/60）

（ねじ込み式タイプ）

【ボンベ別売】

スタビライザー  RZ-405
￥625（税別）
 JAN 4953571 019451 （入数12/120）

パワーガス(ねじ込み式）
専用安定台

スタビライザー RZ-405

抗菌仕様

スタビライザー付
（安定台)



フルタイム逆さ使用可能

業界最大容量
　250gの
　ロング缶！！

KC-800　KC-810適合トーチ

残ガス量が少なく経済的。(業界最少レベル)※2

吸収体に古紙を使用。

安全
経済的
環境にやさしい

継ぎ目のないシームレス缶の採用で通常の
カセットボンベに比べ耐圧強度が2倍アップ。※1

業務用パワーガス
KC-870250gの大容量！

プロパン配合による
強火力！

この容器（ボンベ）は、カセットガス式の
器具には取り付けできません。

「ねじ込み式」専用容器

生ガスが発生しにくく、炙り料理に適しています！

RZ-850に比べ50gの増量により、
使用済み缶の廃棄量削減！

ハイパワーガス　KC-860使用時

パワーガス・プロレギュラー　RZ-850 使用時

燃料による炎の違いを比較（KC-810使用時）

3.3kW〈2,800kcal/h〉

2.4kW〈2,100kcal/h〉

3調理器具シリーズ

■仕様

6φ ： 法寸形外 6mm×高さ224mm
g014 ： 量　重

g022 ： 量容内
ンパロプ化液、ンタブ化液 ： 分　成

■仕様

6φ ： 法寸形外 6mm×高さ208mm
g083 ： 量　重

g002 ： 量容内
ンパロプ化液、ンタブ化液 ： 分　成

※1  耐圧仕様を除く通常のカセットボンベに比べ。（当社実験データによる）　
※2 国内で流通している吸収体構造・ねじ込み式のトーチ用ボンベにおいて、当社実験データより。（2014年7月1日現在）

■仕様

6φ ： 法寸形外 6mm×高さ243mm
g064 ： 量　重

g052 ： 量容内
ンパロプ化液、ンタブ化液 ： 分　成

業務用パワーガス  KC-870
￥700（税別）
 JAN 4953571 068701 （入数30）

ハイパワーガス  KC-860
￥700（税別）
 JAN 4953571 068602 （入数30）

パワーガス・プロレギュラー  RZ－850
￥600（税別）
 JAN 4953571 018508 （入数30）

ハイパワーガス KC-860 パワーガス・プロレギュラー 
RZ-850 



使い方は簡単

ボンベの切り込み部と本体
の凸部を合わせます。

ボンベを回転させれば
取り付け完了です。

ハンドルを回すとガスが
出ます。

点火ボタンを押して点火
します。

1 2

3 4

強力な集中炎から
ソフトな炎に調整可能

炙り料理用バーナー 

外形寸法 ： 長さ132×幅34×高さ66mm
重　　量 ： 約153g(本体のみ)
火 口 径 ： φ22mm
燃焼時間 ： 約1.5時間(ST-760  1本使用時)※1
               約2.0時間(ST-700  1本使用時)※1
ガス消費量 ： 154g/h (ST-760使用時)※２
               131g/h (ST-700使用時)※２
発 熱 量 ： 2.1kW(1,820kcal/h) (ST-760使用時)※2
　　　　    1.8kW(1,550kcal/h) (ST-700使用時)※2
火炎温度 ： 最高1,300℃　最低900℃
点火方式 ： 圧電点火方式

※1　30分の連続燃焼データより換算したものです。
※2　10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。

■製品仕様

初めてでも操作は簡単
手軽に安全に使えます。
燃料は経済的なカセットガス

抗菌仕様

スタビライザー付
（安定台)

独自の機構により、点火直後に
逆さにして使用しても生火が発
生しません。家庭での炙り料理
にも安心して使えます。
グラタンや豆腐のようにカタチ
が崩れやすい食材への炙りも簡
単。香ばしい風味や香りが広が
ります。

不意の転倒防止に役立ち、
安全にご使用できます。

（カセットガス式タイプ）

【ボンベ別売】
炙りマスターCB  KC-700
￥3,500（税別）
 JAN 4953571 067001 （入数12/48）

スタビライザー  RZ-404
￥500（税別）
 JAN 4953571 019444 （入数12/120）

抗菌仕様

■製品仕様
外形寸法 ：  幅95×奥行き98×高さ16mm（本体のみ）
重      量 ： 15g （本体のみ）
材      質 ：   樹脂

SOTOパワーガス 3本パック ST-7601

寸法 ： Φ69×高さ195ｍｍ（ボンベ1本）
重量 ： 340ｇ（ボンベ1本）
NET ： 240ｇ（ボンベ1本）
成分 ： 液化ブタン・液化プロパン

￥900（税別） 

入数（16）

SOTOレギュラーガス 
ST-700
￥280（税別） 入数（48）

SOTOレギュラーガス 3本パック ST-7001

寸法 ： Φ69×高さ195ｍｍ（ボンベ1本）
重量 ： 350ｇ（ボンベ1本）
NET ： 250ｇ（ボンベ1本）
成分 ： 液化ブタン

￥840（税別） 

入数（16）

この容器  （ボンベ）は、ねじ込み式タイプの
器具には取り付けできません。

「カセットガス式タイプ」専用容器

スタビライザー RZ-404SOTOパワーガス ・ SOTOレギュラーガス
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※カセットガス式ボンベ専用です。ねじ込み式ボンベには
　使用できません。



初めてでも操作は簡単。
手軽に安全に使えます。

使い方は簡単

ねじキャップをはずし、ガ
スを充てんします。

空気調整レバーと火力調
整レバーを＋にします。

点火ボタンを押して点火
します。

ホールドボタンで点火状
態が保持されます。

1 2 3 4

 

充てん専用容器（ボンベ）
パワーガスRG
RZ-550
￥650 （税別）
入数 : 48
JAN : 4953571015507

ワンアクション
点火　消火

空気調整レバー 火力調整レバー

点火ボタン

ホールドつまみ
ホールドつまみを押せば
指を離しても炎が消えません。
連続使用に便利です。

用途に応じて
炎温度、炎形状を
調整できます。

外形寸法 ： 長さ58×幅80×高さ145mm(本体のみ)
重　　量 ： 190g(本体のみ)
燃焼時間 ： 21分 ※１※2
ガス消費量 ： 16g/h※1　
発　熱　量 ： 0.22kW(190kcal/h)※1
火 口 径 ： φ11mm
火炎温度 ： 800℃～1,300℃
点火方式 ： 圧電点火方式
         ※１  当社実験室データによる。
         ※２  3分以上の連続使用はしないでください。やけど、
                 器具の破損の原因となります。

■製品仕様

手軽に使える
ガス充てん式の小型トーチ
お菓子づくり、デコレーションなど
幅広く使えます。

【ボンベ別売】
炙りマスタープチ  KC-400
￥6,000（税別）
 JAN 4953571 064000（入数12/48）

さまざまなものに
安全着火！

カセットガスからの充てんができますの
で経済的です。

使用時は伸ばして安全に！
点火しづらかったところにも届く！
収納は縮めてコンパクトに！

圧電点火方式

ガス充てん式

伸縮式火口

燃料は充てん式

使い捨てライターが、
強力耐風バーナーに！

12.5cm！使いやすいロングノズル

無段階にのびる
火口はどの位置
でも点火します！

スライドガストーチ ST-480

■製品仕様
寸         法 ： 長さ35×高さ110～185×幅18ｍｍ
重         量 ： 55ｇ
火   口   径 ： 直径14ｍｍ
炎   温   度 ： 1.300℃
炎  サ イズ ： 直径3×15ｍｍ
炎   形   状 ： 極細集中炎
使用燃料（充てん式） ： 経済的なカセットガス、ライター用ガス
燃焼時間 ： 約15分
連続使用時間 ： 1分以内

￥2,200（税別） 

ポケ トーチ 
PT-14SBCR
PT-14SKCR PAT

■製品仕様
寸     法 ： 長さ60×高さ110×幅23ｍｍ
重     量 ： 50ｇ（ライターを除く）
火 口 径 ： 直径14ｍｍ
炎 温 度 ： 1.300℃
炎サイズ ： 直径3×12ｍｍ
炎形状 ： 極細集中炎
使用燃料 ： 市販の使い捨てライター
（使用可能ライター/CR-ML-17［PSC］・CR-SPカラード［PSC］）
燃焼時間 ： 約20分（ライター1個）
連続使用時間：1分以内

オープン価格  ライター1個付き

でかマッチ ST-481

■製品仕様
寸      法 ： 長さ40×高さ293×幅32ｍｍ
ガス容量 ： 4.4ｇ
重      量 ： 74ｇ

使いきりタイプです。

￥480（税別） 

PT-14SBCR
（スケルトンブラック）

PT-14SKCR
（スケルトン）

（入数12/120）         （入数12/120）

スライドガストーチ

でかマッチ

ポケトーチ
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スモークウッド こだわり派

スモークウッドミニ こだわり派

￥460（税別）

￥580（税別）
黒樽ウイスキーオークのみ

￥320（税別）
黒樽ウイスキーオークのみ

￥260（税別）

●寸法／長さ95×高さ30×幅50mm（×3個） ●重量／約100g（×3個）
●燻煙時間／約1.5時間（×3個）（使用状況により異なります）

老舗さくら ・・・・・・・・・・・・・・・・・
熟成りんご ・・・・・・・・・・・・・・・・・
純粋くるみ ・・・・・・・・・・・・・・・・・
新鮮ヒッコリー（オニグルミ） ・・・・・
厳撰なら  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旨味ブレンド ・・・・・・・・・・・・・・・・
黒樽ウイスキーオーク ・・・・・・・・・

ST-1361  JAN 4953571 171364（入数12/60）
ST-1362  JAN 4953571 271361（入数12/60）
ST-1363  JAN 4953571 371368（入数12/60）
ST-1364  JAN 4953571 471365（入数12/60）
ST-1365  JAN 4953571 571362（入数12/60）
ST-1366  JAN 4953571 671369（入数12/60）
ST-1367  JAN 4953571 771366（入数12/60）

●寸法／長さ210×高さ330×幅約90mm ●内容量／1.7L（500g）（純粋くるみのみ400g）

チップ皿にチップを
入れます。

チップ皿をスモー
カーへセットしま
す。

熱源を点火します。 熱源からの熱が加
わり、チップから煙
が立ちはじめます。

●寸法／幅120×奥行約20
×高さ約200mm（パッケージサイズ）
●内容量／150g

老舗さくら ・・・・・・・・・・・・・・・・・
熟成りんご ・・・・・・・・・・・・・・・・・
純粋くるみ ・・・・・・・・・・・・・・・・・
新鮮ヒッコリー（オニグルミ） ・・・・
厳撰なら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旨味ブレンド ・・・・・・・・・・・・・・・
黒樽ウイスキーオーク ・・・・・・・・

ST-1311  JAN 4953571 171319（入数30）
ST-1312  JAN 4953571 271316（入数30）
ST-1313  JAN 4953571 371313（入数30）
ST-1314  JAN 4953571 471310（入数30）
ST-1315  JAN 4953571 571317（入数30）
ST-1316  JAN 4953571 671314（入数30）
ST-1317  JAN 4953571 771311（入数30）

老舗さくら ・・・・・・・・・・・・・・・・
熟成りんご ・・・・・・・・・・・・・・・・
純粋くるみ ・・・・・・・・・・・・・・・・
新鮮ヒッコリー（オニグルミ） ・・・・
厳撰なら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旨味ブレンド ・・・・・・・・・・・・・・・
黒樽ウイスキーオーク ・・・・・・・・

ST-1371  JAN 4953571 171371（入数30/180）
ST-1372  JAN 4953571 271378（入数30/180）
ST-1373  JAN 4953571 371375（入数30/180）
ST-1374  JAN 4953571 471372（入数30/180）
ST-1375  JAN 4953571 571379（入数30/180）
ST-1376  JAN 4953571 671376（入数30/180）
ST-1377  JAN 4953571 771373（入数30/180）

※一握りのチップで約15分燻煙が出ます。（火力や自然状況などで異なります）
※チップを補充する場合は、熱源を消火してから行いましょう。

※スモークウッドやチップにふりかけて
　ご使用ください。

●寸法／長さ95×高さ30×幅50mm ●重量／約100g
●燻煙時間／約1.5時間（使用状況により異なります）

スモークチップス 熱源（２バーナーまたは3バーナー）が必要です。

スモークチップス 熱燻の素
￥520（税別） ￥650（税別）黒樽ウイスキーオークのみ

ピートスモークパウダー ST-160
￥1,060（税別）
JAN 4953571 071602（入数10/60）

●寸法／幅120×奥行約35
×高さ約200mm（パッケージサイズ）
●内容量／150g
※スモークチップや炭火にのせてご使用ください。

ピートスモークブロック ST-161
￥1,060（税別）
JAN 4953571 071619（入数10/60）

スモークチップスの使い方

バーナーやコンロ
などでスモークウッ
ドへ着火します。

炎を吹き消し、煙だ
けになっていること
を確認します。

ウッドにはいった溝を下に
してアルミ皿に置き、スモ
ーカー内へセットします。

スモーカーのフタ
を閉め、お好みの時
間燻煙します。

※ウッドへの着火時、昼間のバーナーやコンロの炎は見えにくいので、やけどには十分注意しましょう。
　安全のため、耐火手袋や炭バサミでウッドを持つことをおすすめします。

スモークウッドの使い方

香りや風味は樹種によって違いがあります。つくる料理に合う樹種の燻煙材を選ぶと、
美味しさと香りはさらに際立ちます。ぜひ樹種にもこだわってください。

樹種 おすすめの料理 特徴

さくら

りんご

くるみ

ヒッコリー（オニグルミ）

なら

ブレンド

ウイスキーオーク

肉・魚に

鶏・白身魚に

肉・魚に

肉・魚に

魚に

すべての食材に

鶏・白身魚に

どんな食材にも合う初心者向けの燻煙材

果樹特有の甘い香り

発煙が良く、煙が食材に馴染みやすい

材質が堅く、発煙が良い初心者向け燻煙材

タンニンを多く含むため、色づきが早い

「なら」と「ブナ」を中心に構成。クセがありません

洋酒樽として30年以上使われた樽材を使用。洋酒の香り
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スモークポット

燻製料理を、家庭で手軽に。
  待望のIH対応
    スモーカー誕生。

●寸法／直径約260×高さ140mm●重量／約
2.28kg（金網含む）●容量／約1.5L●材質／鍋本
体：耐熱陶器、フタ：陶器、金網：スチール（亜鉛メッ
キ）●付属品／金網

スモークポットIH ST-128
￥6,150（税別）
 JAN 4953571 071282（入数6）

IH対応の
陶器製スモーカー

自宅でも燻製料理を作りたいという声に応え、IHク
ッキングヒーター対応のスモーカーが誕生しました。
陶器ならではの保温力で食材をじっくり加熱します。

IH対応の陶器製スモーカー
フタをしっかりと閉じるため、燻煙がポットの中で循
環し続けます。少ないチップで燻製料理ができあが
り、しかも室内に煙が出にくいスモーカーです。家庭
で手軽に燻製を楽しめます。

少ないチップで香ばしい燻製に

底面に特殊加工を施すことで、
IHクッキングヒーターでの使用が可能に。

コンロでの使用も可能。

温度計は別売はです。

温度計

洗浄用ブラシ

吊り下げフック
取り付けバー

油受け皿

チップ皿

燻煙網

トレーキャッチャー
吊り下げフック（小）吊り下げフック（大） 7調理器具シリーズ

スモーカーとしての使いやすさを追求した結果がこ
の「おかもち」の形状です。アルミ製で軽量。多彩な
機能と付属品で、アウトドアだけでなく、家庭でも手
軽に燻製料理ができる優れものです。自由なレイア
ウトで吊り下げができます。3段式の燻煙網で大小
いろんな食材をたっぷり置けます。

使い勝手にこだわった、
本格的なアウトドアスモーカー

※1回のご使用で使いきりです。
※直火には当てないでください。
※電子レンジでのご使用はできません。

862170 1753594 NAJ　）赤（ DR621-TS （入数4/8）
ST-126BW（茶）　JAN 4953571 271262（入数4/8）

962173 1753594 NAJ　）黄（  LY621-TS （入数4/8）

コンパクトサイズの陶器製スモーカー。
色は、赤、茶、黄の3色。
贈り物としても
喜ばれるアイテムです。

スモークバッグにはスモークに必
要なチップが入っています。だから
①食材を中に入れて②加熱するだ
けで③簡単にスモーク料理ができ
ます！

自宅のキッチンで簡単に燻製が楽しめます

※温度計の取り付けはできません。
※IHクッキングヒーターではご使用にならないでください。
　天板を傷めるなどの故障につながります。

キッチン香房

おかもち香房 スモークバッグ

袋一枚で食材が燻製風に！
スモークバッグ ST-1054L

mm594さ高×572幅 ： 法　寸
g65 ： 量　重

本体材質 ルイホミルア用専理調 ： 
 ： 分　成 ナチュラルヒッコリーチップ、

       堅木シロップ、ナチュラルシュガー

￥800（税別）

キッチン香房 ST-125  

寸　法 : 直径210×高さ160mm（使用時）
  直径210×高さ120mm（収納時）
重　量 : 520g
材　質 : 鍋・フタ・ハンドル：ステンレス、
燻煙網 : 鉄（クロームメッキ）、
ツマミ : 天然木

￥4,600（税別）

おかもち香房 ST-123  

寸法 ： 幅275×奥行230×高さ520mm
重量 ： 2.5kg（本体のみ）
材質 ： 本体：アルミニウム、持ち手：木、チップ皿：ステンレス
セット内容 ： 本体、温度計、燻煙網（3枚）、チップ皿、油受け皿、
  吊り下げフック（大、小各3）、吊り下げフック取り付けバー（3本）、
  トレーキャッチャー、洗浄用ブラシ

￥22,000（税別）

スモークポット
ST-126RD・BW・YL

寸法 ： 直径約230×高さ165mm
重量 ： 約1.56kg（金網・温度計含む）
容量 ： 約1.2L

）キッメムーロク（鉄：網金、）焼濃美（器磁：  タフ、）焼濃美（器陶熱耐 ： 体本鍋 ： 質材
  付属品：金網、温度計、オリジナルレシピ
※燻製中、鍋は大変高温になります。そのため家庭用のカセットコンロでのご使用はできません。
※IH調理器、電子レンジでのご使用はできません。

￥4,500（税別）

スモークポットIH



●寸法／直径206×深さ90mm（内寸）幅310×奥行
226×高さ125mm（外形）●重量／約3.5kg●満水容量
／約2.6L●材質／ステンレス（底網：ステンレス）

ステンレスダッチオーブン
8インチ ST-908
￥18,000（税別）
 JAN 4953571 079080（入数2）

ご家庭のキッチン
でも使いやすい！

●寸法／直径259×深さ115mm（内寸）幅350×奥行
280×高さ160mm（外形）●重量／約5.2kg●満水容量
／約5.2L●材質／ステンレス（底網：ステンレス）

ステンレスダッチオーブン
10インチ ST-910
￥20,500（税別）
 JAN 4953571 079103（入数2）

4人前の料理に
向いています！

●寸法／直径259×深さ78mm（内寸）幅365×奥行
330×高さ105mm（外形）●重量／約5.1kg●満水容量
／約3.5L●材質／ステンレス（底網：ステンレス）

ステンレスダッチオーブン
10インチハーフ  ST-910HF
￥19,000（税別）
JAN 4953571 379104（入数2）

かさのない食材に美味しく
熱を加える浅型タイプ。

●寸法／直径306×深さ130mm（内寸）幅415×奥行
326×高さ165mm（外形）●重量／約7.0kg●満水容量
／約8.2L●材質／ステンレス（底網：ステンレス）

ステンレスダッチオーブン
12インチ ST-912
￥26,000（税別）
 JAN 4953571 079127（入数2）

よりダイナミックに！
大人数の料理にも！！

フタはスキレット
としても使えます。

10インチデュアルと10インチハーフの両方の
ステンレスダッチオーブンにご使用できます。

ステンレスダッチオーブン10インチ デュアル
ステンレスダッチオーブン10インチ ハーフ
専用ハンドリフター ST-901

￥1,520（税別）  JAN 4953571 079011（入数12）

洗剤で洗え、サビもでにくいステンレス製です。底をフラットにすること
で、IHヒーター※やコンロでも使えるようにしました。

家庭での使いやすさを考えた形と素材

鶏料理などカサのある食材はディープサイズで。ピザやナンなどはハ
ーフサイズで。深さを変えられるから、様々な料理に活躍します。

様々なメニューに使える2WAYサイズ

ステンレスダッチオーブン 
10インチ デュアル ST-910DL

2WAYサイズで使える

￥23,000（税別）  JAN 4953571 879109（入数2） 
鍋の持ち手のように
持ち上げる

テコの原理で
軽く持ち上げる

フタ単体はスキレットとしてもご使用できます。

フタを逆さにすることでハーフとし
てもスキレットとしても使用可能。

スキレット使用時

ハーフサイズ使用時
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●寸法／幅330×奥行275×高さ124mm（外形・
10インチサイズ）●重量／約5.3kg●材質／ステン
レス（底網:ステンレス）

●寸法／幅75×奥行200×高さ105mm
●重量／138g●材質／ステンレス

ステンレスダッチオーブン

43
270
313

約240

85

270
313

約240

130

ハーフサイズ使用時

（mm）

（mm）

267
365

約205

122
143

（mm）

310
410

約255

135
162

（mm）ハーフ

267
370

約240

85
106

（mm）

210
307

約165

95
117

（mm）

デュアル

調理器具シリーズ


