
圧力なべでひんやり冷たい夏レシピ！ 

ティファールおすすめ「圧力なべスイーツ」

 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、 

圧力なべで作る夏にぴったりの「ひんやり冷たいスイーツレシピ」を公式ウェブサイトで公開いたしました。 

 圧力なべといえば冬の煮込み料理で活躍するイメージですが、冷たいスイーツ作りにも実力を発揮しま

す。圧力なべは圧力をかけることで高温調理ができるので、加熱する時間を短縮でき、さらにECOクッキン

グともいえます。圧力なべで作る果物を使ったさわやかな冷たいスイーツを、新たな夏の新定番としてお

すすめいたします。 

ティファールの圧力なべは、1953年の登場以来、フランスでは7,000万台以上製造され、世界中で60年

以上にわたり多くの方々に愛用されています。日本でも発売以来、信頼のおけるブランドとして選ばれてき

ました。初めて圧力なべを購入される方の多くが「ティファールだから」という理由で、一番最初の圧力なべ

をティファールブランドの中から選んでいただいています（※）。 

※ティファール購入者アンケートより。ティファール圧力なべ購入者のうち、初めて圧力なべを買った人59％。 

PRESS RELEASE 

2016年 7月吉日 

ティファールの「圧力なべ」ここがポイント！

調理時間を1/3に短縮 

・圧力をかけて100度以上の高温で調理するから食材に熱が通りやすい。

※調理時間を約1/3に短縮。（ティファール調べ）

ECOクッキング 

・加熱調理をした後は余熱調理ができるため、キッチンに立つ時間を短くできます。

加熱調理の時間が短いECOクッキングです。

※ガスコンロの場合、二酸化炭素排出量を34％削減。IH調理器を使用した場合、消費電力を61％削減。（出典：圧力なべ協議会）

クリプソアーチ タイマー 6L クリプソアーチ パプリカレッド 6L 



【りんごの赤ワイン煮】 
加圧時間0分 

【クレーム・ブリュレ】 
加圧時間1分 

【いちごのスープ オレンジ風味】 加圧時間3分 

材料（4人分）：いちご500g、オレンジジュース200ml、砂糖25g、グランマル
ニエ15ml、飾りつけ用いちご、ミントの葉適量

①いちごを洗い、それぞれ３つ～５つ程度に切る。
②なべにオレンジジュース、グランマルニエ、砂糖、いちごを入れ、低圧で

3分加圧する。 
③器に入れ、飾り付け用のいちごとミントの葉を盛り付ける。

【りんごの丸ごとコンポート】 
加圧時間4分 

【洋なしのポシェ、赤いフルーツ添え】 
加圧時間4分 

【いちじくのコンポート】 
加圧時間1分 

ティファールの圧力なべで作る

「ひんやり冷たいスイーツレシピ」 

夏のおやつ作りもティファールの圧力なべにおまかせ。 
数分の加熱調理の後は冷蔵庫で冷やすだけの果物で作るカンタンレシピをご紹介します。 

加圧調理はほんの数分、冷蔵庫で冷やすだけのカンタンレシピをCLUB T-falでぜひチェックしてください！ 

http://www.club.t-fal.co.jp/sp/recipes/pressurecooker-coolsweets/ 

【ストロベリーソース】 
加圧時間2分 

http://www.club.t-fal.co.jp/sp/recipes/pressurecooker-coolsweets/
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①「らくらく開閉」 ティファールだけの特許技術（※）

初心者も安心の 「クリプソアーチ タイマー」 

②高圧／低圧 「らくらく切り替え」！

「アーチ式ハンドル」は片手でカンタン開閉！ 
ふたのハンドルを押し上げるだけで、「ロック解除」「ふたの取り外し」が同時に可能です。 
360度どの位置にセットしても、しっかりふたを閉めることができます。 

※特許第5250543号

高圧と低圧の切り替えは、つまみ
を「圧力調整おもり」のマークに合
わせるだけで、お料理に最適な圧
力調理ができます。 

＜高圧調理＞ お肉や豆などの
時間がかかる食材のとき。 
＜低圧調理＞ 野菜などの煮くず
れしやすい食材のとき。 

「クリプソアーチ」に“お知らせタイマー”がついて、さらに使いやすく！ 
圧力調理で大切な二つのタイミングをメロディでお知らせします。 
タイミング1）  加圧開始（弱火にする）。
タイミング2）  加圧終了（消火する）。

④「ティファールの圧力なべ」の安全設計

「安全ロックピン」 圧力調理中は「安全ロックピン」の働きで圧力ぶたは開かない仕組みになっています。ふたが

しっかり閉まっていない場合は、「安全ロックピン」部分等から蒸気が逃げ、圧力がかからず安心です。 

「安全弁」 圧力調整おもりが正常に作動しない場合は、安全弁から蒸気が排出されます。 

「安全設計のパッキング」 圧力調整おもりと「安全弁」がともに作動しない場合は、パッキングの働きによって蒸

気が圧力ぶたと鍋の間から排出されます。 

ティファールの圧力なべは10年保証が
ついた信頼のブランドです。

③信頼の10年保証（※）

※消耗品、部品交換を除く。

ティファールの圧力なべ 「クリプソアーチ」

タイマーをセットし、
火をつける。 

1回目のお知らせ音が 
鳴ったら弱火に。 

2回目のお知らせ音が 
鳴ったら火を止める。 

できあがり！ 



 2016年秋 

新登場のティファール圧力なべ 

■品番  P4360734 

■メーカー希望小売価格 28,000円（税抜） 

■サイズ W357 × D257 × H235㎜ 

■重量  3,100g 

クリプソ アーチ メルシー 6L

限定発売 

■付属品

・中かご

・中かご台

・ガラスぶた

・レシピブック

ふたのハンドルを上下させるだけの簡単開閉 

（消費者テストで98％が「開閉しやすい」と回答）※ 

2段階圧力（50 / 80kPa） 

IH対応 

パリで活躍する日本人イラストレーター 「Kanako」が 

ティファールのための限定デザインを特別提供！

パリを拠点に活躍する日本人イラストレーター。 

おしゃれでチャーミングなパリジェンヌ、ユーモラスなパリジャン…彼らが住むパリの街

とその雰囲気を、軽やかなタッチとさわやかな色彩で描きあげたイラストは、パリの人び

とをすっかり魅了しています。 

イラストレーター Kanako さん

パリをモチーフにしたイラストがキュートな ティファール60周年記念 限定商品！ 

ガス火・IH対応 

■品番  P2534045 

■メーカー希望小売価格 7,600円（税抜） 

■サイズ W420 × D225 × H160㎜ 

■重量  1,960g 

セキュア ネオ 3L

ＮＥＷ 

■付属品

・中かご

・中かご台

・ガラスぶた

・レシピブック

お求めやすさで人気の「セキュア」がリニューアル！よりスタイリッシュ＆使いやすく！ 

ガス火・IH対応 

スライド方式

開閉レバーは指を離すと、そのまま「ロック」が可能 

2段階圧力（50 / 80kPa） 

IH対応 

■品番  P2530744 

■メーカー希望小売価格 9,340円（税抜） 

■サイズ W445 × D250 × H215㎜ 

■重量  2,970g 

セキュア ネオ 6L

ＮＥＷ 

■付属品

・中かご

・中かご台

・ガラスぶた

・レシピブック

※ティファール調べ。



ティファール「圧力なべ 」ラインナップ（2016年9月予定）

※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。

【CLUB T-fal】 http://www.club.t-fal.co.jp/ ティファールの製品情報・毎日の暮らしに役立つレシピが満載！ 

NEW 

NEW 

NEW 

60周年記念 
限定商品 

製品名

品番

クリプソ アーチ タイマー 4.5L

P4400632

製品名

品番

クリプソ アーチ

パプリカレッド 6L

P4360732

税抜希望

小売価格
32,700

税抜希望

小売価格
28,000

製品サイズ W：360、D：250、H：193 製品サイズ W：357、D：257、H：235

製品重量 3,800ｇ 製品重量 3,100ｇ

付属品
中かご、中かご台、

ガラスぶた、レシピブック
付属品

中かご、中かご台、

レシピブック

製品名

品番

クリプソ アーチ タイマー 6L

P4400732

製品名

品番

アクティクック プラス Ⅱ4L

P4290435

税抜希望

小売価格
34,200

税抜希望

小売価格
32,000

製品サイズ W：360、D：250、H：233 製品サイズ W：335、D：236、H：212

製品重量 4,050g 製品重量 2,660g

付属品
中かご、中かご台、

ガラスぶた、レシピブック
付属品

中かご、中かご台、ガラスぶた

レシピブック、エコカップ

製品名

品番

クリプソ アーチ アイボリー 3L

P4364031

製品名

品番

アクティクック プラス Ⅱ6L

P4290735

税抜希望

小売価格
24,000

税抜希望

小売価格
34,000

製品サイズ W：335、D：236、H：167 製品サイズ W：350、D：257、H：248

製品重量 2,530ｇ 製品重量 3,410g

付属品
中かご、中かご台、

レシピブック
付属品

中かご、中かご台、ガラスぶた

レシピブック、エコカップ

製品名

品番

クリプソ アーチ アイボリー 4L

P4360431

製品名

品番

クリプソアーチ メルシー 6L

P4360734

税抜希望

小売価格
26,000

税抜希望

小売価格
28,000

製品サイズ W：335、D：236、H：196 製品サイズ W：357、D：257、H：235

製品重量 2,630ｇ 製品重量 3,100g

付属品
中かご、中かご台、

レシピブック
付属品

中かご、中かご台、

ガラスぶた、レシピブック

製品名

品番

クリプソ アーチ アイボリー 6L

P4360731

製品名

品番

セキュア ネオ 3L

P2534045

税抜希望

小売価格
28,000

税抜希望

小売価格
7,600

製品サイズ W：357、D：257、H：235 製品サイズ W：420、D：225、H：160

製品重量 3,100ｇ 製品重量 1,960g

付属品
中かご、中かご台、

レシピブック
付属品

中かご、中かご台、

ガラスぶた、レシピブック

製品名

品番

クリプソ アーチ

パプリカレッド 4L

P4360432

製品名

品番

セキュア ネオ 6L

P2530744

税抜希望

小売価格
26,000

税抜希望

小売価格
9,340

製品サイズ W：335、D：236、H：196 製品サイズ W：445、D：250、H：215

製品重量 2,630ｇ 製品重量 2,970g

付属品
中かご、中かご台、

レシピブック
付属品

中かご、中かご台、

ガラスぶた、レシピブック
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