PRESS RELEASE
2017 年 7 月吉日

NEW!

ティファール人気の「ハードチタニウム」シリーズがリニューアル
ＩＨ対応が加わった

「ハードチタニウム・プラス」 新発売！

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：アンドリュー・ブバラ）は、2017 年 9 月、
「ハードチタニウム」シリーズをリニューアルし IH 対応を加えた「ハードチタニウム・プラス」を新発売いたします。

今回加わった「IH ハードチタニウム・プラス」は、ティファールのコーティングの中で最高ランクの「チタン・エクセレン
ス」コーティングを施し、3 倍長持ち（※1）の耐久性を実現した IH 対応のシリーズです。 IH を所有する人は、今や 3 人
に 1 人（※2）と増加傾向にあります。そんな需要の高まりに応え、IH 対応（ガス火でも使用可能）の「IH ハードチタニウ
ム・プラス」が誕生しました。
「チタン・エクセレンス」コーティングは、調理器具（※3）の売上げシェア世界 No.1（※4）を誇るティファール史上最高峰
のコーティングです。強靭でさびにくく軽いなどの特性から、航空・宇宙分野でも使用されているハイテク素材のチタ
ンを使った「チタン・ハードベース」とチタン粒子配合のトップコートを施した全 6 層のコーティングで、使い始めのこび
りつきにくさが長持ちし、お手入れも簡単です。
「ハードチタニウム・プラス」のラインナップは IH 対応とガス火対応からお選びいただけ、それぞれ“取っ手つき”と
“取っ手のとれる”シリーズがラインナップ。調理スタートの適温タイミングがわかる「お知らせマーク」で、毎日の調理
にますます快適にお使いいただけます。
※1）摩擦テストによるコーティングの耐久性（当社比）。
※2）Gfk 2017 Cookware MD Study 調べ。
※3）フライパン、鍋、圧力鍋、オーブンウェア、ベイクウェアを含む。
※4）2016 年外部調査機関調べ、調理器具における企業別販売額。

※フライパン、鍋、圧力鍋、オーブンウェア、ベイクウェアを含む。

上）IH ハードチタニウム・プラス フライパン 26cm C63005
下）インジニオ・ネオ IH ハードチタニウム・プラス セット 6 L66790

驚きの耐久性！ 強靭な「チタン・エクセレンス」コーティング
ティファールの頂点！
6 層「チタン・エクセレンス」コーティング
チタンは航空・宇宙分野でも使用されているハイ
テク素材で、強靭で耐食性に優れており、且つ、
軽いという特性を持っています。
「チタン・ハード
ベース」と、チタン粒子を配合したトップコート
により、ティファール史上最高峰の耐久性を実現
しました。
IH 対応のみ。ガス火対応はチタンコーティング。

ティファール独自の 4 つの耐久性テストで実証された確かな品質

▼TEST 1

▼TEST 2

▼TEST 3

▼TEST 4

こびりつきにくさ

キズつきにくさ

摩擦に対する強度

熱変形に対する強度

ミルク焦しテストやパンケー
キを何枚も焼くテスト。

金属ヘラなどを使った調理
テスト。

強い圧力をかけながら、硬い
パッドでこする摩擦テスト。

高温に熱した調理器具を冷水
に浸けるテスト。

より見やすくなった「お知らせマーク」

外面加工

ベストなタイミングで料理がもっとおいしく！

▼IH・ガス火対応製品

▼ガス火対応製品

マークの模様が変わったら、予熱完了・適温の合図。料理をおいし
く仕上げるベストなタイミングを逃しません。

ふっ素樹脂加工

エナメル加工

調理後のお手入れが簡単
なふっ素樹脂加工。

キズに強く、美しい光沢
を保つエナメル加工。

※）ティファール（グループ セブ社）だけの特許技術です。

「ハードチタニウム・プラス」取っ手つき調理器具 ガス火対応シリーズに、人気の 25cm を追加！

握りやすいシェイプの取っ手にリニューアル！
取っ手つきガス火対応シリーズに、人気の 25cm サイズを追
加しました。安定してしっかり握れる新シェイプの取っ手に
なり、ますます使いやすくなりました。

ティファール 「ハードチタニウム・プラス」ラインナップ（2017 年 9 月発売予定）
_NEW!_

製品画像

税抜希望
小売価格

製品サイズ
W×D×H（㎜）

製品重量（ｇ）

IH ハードチタニウム・プラス
フライパン 21cm
C63002

4,500 円

386×230×86

790

IH ハードチタニウム・プラス
フライパン 24cm
C63004

5,000 円

436×260×81

950

IH ハードチタニウム・プラス
フライパン 26cm
C63005

5,500 円

457×280×76

1,080

IH ハードチタニウム・プラス
フライパン 28cm
C63006

6,000 円

476×300×80

1,220

IH ハードチタニウム・プラス
ウォックパン 28cm
C63019

6,400 円

470×290×123

1,100

20,000 円

――

――

製品名 / 製品番号

__ＩＨ・ガス火対応__

インジニオ・ネオ
IH ハードチタニウム・プラス セット 6
L66790
フライパン 22/26cm・ソースパン 18cm・バタフライガスぶた 18cm・シールリッ
ド 18cm・専用取っ手（マットブラック）1 本

_NEW!_

___ガス火対応___

製品画像

製品名 / 製品番号

ハードチタニウム・プラス
フライパン 20cm
D51502
ハードチタニウム・プラス
フライパン 25cm
D51505
ハードチタニウム・プラス
フライパン 27cm
D51506
ハードチタニウム・プラス
フライパン 29cm
D51507
ハードチタニウム・プラス
ウォックパン 28cm
D51519
インジニオ・ネオ
ハードチタニウム・プラス セット 6
L60990

税抜希望
小売価格

製品サイズ
W×D×H（㎜）

製品重量（ｇ）

3,500 円

368×206×83

510

4,000 円

434×254×91

720

4,400 円

455×274×91

880

4,800 円

475×294×91

950

5,200 円

473×294×105

970

16,000 円

――

――

20,000 円

――

――

フライパン 22/26cm・ソースパン 18cm・バタフライガスぶた 18cm・シールリッ
ド 18cm・専用取っ手（マットブラック）1 本

インジニオ・ネオ
ハードチタニウム・プラス セット 9
L60991
フライパン 26cm・ウォックパン 26cm・ソースパン 16/20cm・バタフライガスぶ
た 16/20cm・シールリッド 16/20cm・専用取っ手（マットブラック）1 本

【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！
※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。

■ 読者の方のお問い合わせ
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 0570-077-772
〒107-0062 東京都港区南青山1丁目1番1号 新青山ビル東館4階
■ 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@comnet.co.jp

