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PRESS RELEASE 
2016年 2月吉日 

デザインと使いやすさを追求したティファール最高級ランク 
キッチンツール＜ インジニオ ＞に

新5アイテムが加わり、さらにラインナップが充実！ 

 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：アンドリュー・ブバラ）は、

2016年3月、デザインと機能性を徹底的に追求したティファール最高級ランクのキッチンツール＜ インジニ

オ ＞から新たに5アイテムを発売いたします。

2015年9月に発売した＜ インジニオ ＞は、赤と黒のカラーにステンレスプレートのロゴが輝くスタイリ

ッシュなルックスと、使いやすさでご好評をいただいている人気シリーズです。今回は、菜ばしやサラダト

ングなど、使いやすい5つのキッチンツールが加わりました。

【 製品特長 】 

インジニオ 菜ばし

食材がすべりにくく、しっかりつかめるシリコーン製のはし先。2本がバ

ラバラにならない収納パーツは、はし置きにも使えます。

インジニオ サラダトング（レッド）

ロッキングシステムで①サーブ用スプーン＆フォーク②トングになる便

利な2way。外した状態で重ねれば場所をとらずに収納できます。 

インジニオ ディープメッシュスキマー

味噌をこしたり、少量の湯通しに便利な深めの作り。鍋のフチにしっかり

掛かるフック付きです。

インジニオ メッシュスキマー

ステンレス製のメッシュで、揚げ物を油から取り出すときも安心です。野

菜などの水切りにも。安心シリコーンストッパー付きです。

インジニオ スチームバスケット

広がりを調整できるので鍋のサイズを選ばず使用可能。羽を閉じればコン

パクトに収納できます。つまみやすい持ち手で調理後の取り出しも簡単で

す。底面には鍋を傷つけにくいシリコーン製ストッパーを付けました。
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    スタイリッシュで
 高級感にあふれるデザイン 

赤と黒を基調に、ステンレスプレートをあしらったティファールならではのデザイン。これ

までとは一線を画すスタイリッシュで高級感のあるデザインです。 

＊デザインはアイテムにより異なります。 

     耐久性に優れ、 
  長く愛用できる高品質 

デザインの美しさとともに、ハードな使用にも十分耐えられる丈夫さを追求しました。 

     毎日使うものだから。 
  日本人が使いやすい形状やサイズを追求 

日本人が使いやすいサイズ、形状を追求し、レードルやターナーは注ぎやすさ、すくいやす

さなどを考えた最適な形状を叶えました。日本オリジナルアイテムのスタンディングしゃも

じなどを含む全19アイテムの充実のラインナップで、幅広い用途に対応します。 

  安心＆便利なシリコンストッパーをはじめ 
  使いやすい工夫がいっぱい 

鍋のフチにフィットする安心シリコーンストッパー。調理中に鍋にキッチンツールを入れた

ままでも、中に滑り落ちないので安心です。その他、各アイテムに使いやすい工夫を施して

おり、使いやすさにこだわっています。 

＊一部製品を除く 

  他にも優れた機能がいっぱい！ 

お料理の効率も仕上がりの美しさもアップする！ 
ティファール最高級ランクのキッチンツール＜ インジニオ ＞の魅力とは？
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●素材

食材の色移りがしに

くく、汚れが落ちや

すい素材を採用しま

した。 

●高い耐熱温度

シリコーンは230℃、

ナイロンは220℃の高

い耐熱温度を実現し

ました。 

●食洗機対応

食器洗い機の使用が

可能です。 

＊ピーラーを除く 
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NEW 
インジニオ 菜ばし

■品番 K21340 
■メーカー希望小売価格 900 円（税抜） 
■サイズ 25 × 13 × 300mm ■重量 40g 

インジニオ サラダトング（レッド）

■品番 K21309 
■メーカー希望小売価格 1,000 円（税抜） 
■サイズ 68 × 30 × 290mm ■重量 70g 

NEW 
インジニオ ディープメッシュスキマー

■品番 K21350 
■メーカー希望小売価格 1,300 円（税抜）

■サイズ 105 × 90 × 235mm ■重量 90g 

NEW 

インジニオ メッシュスキマー

■品番 K21351 
■メーカー希望小売価格 1,300 円（税抜）

■サイズ 100 × 100 × 275mm ■重量 85g 

NEW 

キッチンツール＜ インジニオ ＞ ラインナップ（2016年2月現在）

製品画像 製品名 品番
税抜希望 
小売価格 

製品サイズ
（mm） 

製品重量 

インジニオ レードル K21325 1,000円 90 × 65 × 305 75g 

インジニオ ラージレードル K21301 1,000円 100 × 75 ×338 110g 

インジニオ ストレーナー K21331 1,000円 90 ×60 ×305 70g 

インジニオ ターナー K21328 1,000円 80 ×50 ×305 70g 

インジニオ ロングターナー K21329 1,000円 65 ×75 ×307 60g 

インジニオ スタンディングしゃもじ K21332 750円 76 ×30 ×207 60g 

インジニオ スプーン K21321 1,000円 63 ×52 ×312 65g 

インジニオ ウィスク K21417 1,300円 75 ×75 ×292 75g 

インジニオ トング K21307 1,500円 135 ×40 ×357 135g 

インジニオ スチームバスケット

■品番 K21430 
■メーカー希望小売価格 1,500 円（税抜） 
■サイズ 265 × 265 × 140mm ■重量 190g 

NEW 



キッチンツール＜ インジニオ ＞ ラインナップ（2016年2月現在）

※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。 

製品画像 製品名 品番
税抜希望 
小売価格 

製品サイズ
（mm） 

製品重量 

インジニオ ピーラー K21418 1,100円 73 ×24 ×140 45g 

インジニオ ピザカッター K21411 1,200円 87 ×25 ×213 80g 

インジニオ マッシャー K21412 1,200円 108 ×90 ×260 130g 

インジニオ ボウル K21404 1,600円 302 ×298 ×152 385g 

インジニオ コランダー K21406 1,600円 290 ×285 ×135 280g 


