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株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都品川区、代表取締役社長：グザビエ・デモゥティエ）は、

Ag+（銀イオン）”の抗菌効果に加え、さらに使いやすく進化したティファールの電気ケトル【アプレシア

ウルトラクリーン ネオ 0.8Ｌ】を2014年9月に発売いたします。

“あっ！という間にすぐ沸くティファール”でおなじみのティファールの電気ケトルは、年齢・性別を超え

たさまざまなライフスタイルにマッチするデザインと使いやすさ、安全性を兼ね備えています。お客様

から99%＊1の高い満足度を獲得し、9年間売上No.1＊2を誇っています。

今回発売する【アプレシア ウルトラクリーン ネオ 0.8Ｌ】は、①“Ag+（銀イオン）”の抗菌効果、②水垢

が付着しにくい底面、③お掃除が楽なフタを採用し、清潔さを保ちます。

また、よりいっそう注ぎやすく、持ちやすく、湯量が確認しやすい快適なデザインに一新いたしました。

＊1    グループセブ ジャパン調べ(2012年9月～2014年5月実施のアンケート調査より n：26,741）
＊2 2005年～2013年度(年間) 「電気ケトル」より メーカー別 販売数量 販売金額を抽出

2005年～2010年度 全国有力家電量販店の販売実績/GfKJapan調べ

2011年～2013年度 販売実績を基に推計した国内市場規模データ/GfK Japan調べ

“Ag+（銀イオン）”の抗菌力に加え、
快適さもさらに進化したティファールの電気ケトル
【アプレシア ウルトラクリーン ネオ 0.8Ｌ】新登場

＜パールホワイト＞

＜ルビーレッド＞ ＜オニキスブラック＞



Ag+（銀イオン）の抗菌力で清潔に保ち、さらにデザインも使いやすく進化

【アプレシア ウルトラクリーン ネオ 0.8Ｌ】徹底解剖

その1： 清潔に保つ3つの工夫

①Ag
+
（銀イオン）を練りこんだ抗菌素材「マイクロバン®」を使用。

プラスチック表面を清潔に保ち＊3、細菌による臭いや着色を防ぎます。
この抗菌素材は、国際規格（ISO 22196）および日本工業規格（JIS Z 2801）に
適合しています。
（黄色ぶどう球菌の場合、24時間で99%＊4の減少が確認されています。）

＊3通常のお手入れは必要です。「マイクロバン®」に浄水機能はありません。
＊4米国Microban Product Companyの試験結果（日本工業規格JIS Z 2801）の試験
方法で実施。

抗菌素材「マイクロバン®」とは・・・
世界30カ国以上で使用されている抗菌素材で、細菌の繁殖を抑えます。
まな板、包丁や歯ブラシの取っ手、食品保存容器など広く使われています。

②ウルトラポリッシュ底面
水あかが付着しにくいので、こまめなお手入れなしでも、底面を清潔に保ちます。

③お掃除がしやすい取り外せるフタ
片手で簡単にフタを取り外せるので、ケトル内側のお掃除も楽にできます。

その2： 進化したデザインでさらに使いやすく

①より湯切れが良い注ぎ口
先端が細くなった新しい注ぎ口のデザインに進化し、お湯がこぼれにくくな
りました。

②より見やすさを追求した目盛り付き窓
大きな目盛り付きの窓になり、湯量を確認しやすくなりました。

③より持ちやすくなったハンドル
人間工学に基づいたデザインで、しっくりと手に馴染む形状に進化しました。

その４： その他の便利な付帯機能

注ぎ口カバー付き
取り外し可能な コードレス

自動電源オフ 空だき防止機能 パイロットランプ
フィルター （本体）

わずかな電気代で経済的
カップ1杯（140ml） 約0.5円

＊電気代は1kWh/22円（税込）で計算。自動電源オフを基準にしています。

従来品

従来品

従来品



製品画像 製品名
税抜希望
小売価格

製品サイズ
（㎜）

製品
重量

定格消費
電力

アプレシア ウルトラクリーン ネオ パールホワイト 0.8L

8,000円
W：215

D：153

H：180

789g

1250W

電源100V

50/60Hz
アプレシア ウルトラクリーン ネオ ルビーレッド 0.8L

アプレシア ウルトラクリーン ネオ オニキスブラック 0.8L

アプレシア プラス メタリックシャンパンゴールド 0.8L

9,200円
W:220

D：150

H：180

890g

1250W

電源100V

50/60Hz

アプレシア プラス メタリックホワイト 0.8L

アプレシア プラス メタリックルビーレッド 0.8L

アプレシア プラス メタリックノアール 0.8L

アプレシア プラス カフェオレ 0.8L

8,050円 W:220

D：150

H：180

750g

1250W

電源100V

50/60Hz

アプレシア プラス ミモザ 0.8L

アプレシア プラス シュガーピンク 0.8L

アプレシア プラス スカイブルー 0.8L

アプレシア プラス リーフグリーン 0.8L

アプレシア プラス ハローキティ ピンク 0.8L 8,000円

ヴィテス ネオ ホワイト 1L

8,500円
W：240

D：180

H：210

1,020g

1450W

電源100V

50/60Hz

ヴィテス ネオ カフェオレ 1L

ヴィテス ネオ スカイブルー 1L

ヴィテス ネオ ミモザ 1L

フォブール ホワイト 1L

9,780円
W：236

D：180

H：216

971g

1250W

電源100V

50/60Hz
フォブール レッド 1L

フォブール ブルー 1L

アントワネット プラス ホワイト 0.8L

10,930

円

W：210

D：135

H：210

1,209g
1250W

電源100V

50/60Hz

アントワネット プラス カフェオレ 0.8L

アントワネット プラス シュガーピンク 0.8L

アントワネット プラス スカイブルー 0.8L

アントワネット プラス ホワイト 0.6L 9,780円
W：210

D：135

H：190

1,094g

ジャスティン プラス スカイブルー 1.2L

6,560円
W：221

D：161

H：209

970g

1250W

電源
100V

50/60Hz

ジャスティン プラス サーブル 1.2L

ジャスティン プラス ホワイト 1.2L

ジャスティン プラス シュガーピンク 1.2L

ジャスティン プラス ミモザ 1.2L 

ジャスティン プラス カカオブラック 1.2L

《読者の方のお問い合わせ先》
株式会社グループセブ ジャパン ティファールお客様相談センター

ナビダイヤル：0570-077772
〒141-0022 東京都品川区東五反田3-14-13 高輪ミューズビル

《マスコミの方のお問い合わせ先》
ティファールPR担当/t-fal-pr@groupeseb.com

「あっ！という間にすぐ沸くティファール」の電気ケトル 消費者のニーズに応える幅広いラインナップ

このリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL等)は、 発表日現在
の情報です。 予告なしに変更され、情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
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