PRESS RELEASE
2019 年 4 月吉日

NEW!

大人気のクックフォーミーにブラックカラー新登場！

電気圧力鍋 「クックフォーミー ノワール」 発売！
～全国のティファールストア限定販売～
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、2019 年、
5 月 17 日ティファールストア限定商品として、電気圧力鍋「クックフォーミー」の新色「クックフォーミー ノワール」を
発売します。

ティファール「クックフォーミー」が全国発売された 2017 年から 2018 年にかけて、電気調理鍋の市場は約 1.6 倍
に拡大（※1）し、現在も成長を続けています。ほったらかしで調理ができるため家事の時短につながる、ということが
電気調理鍋が選ばれる大きな理由のひとつといえます。
液晶画面で料理の手順をナビしてくれる「クックフォーミー」は、内蔵レシピが豊富（※2）で、加圧時間 15 分以内
の時短レシピも多数内蔵し、ご購入いただいたお客様の約 92％が満足（※3）していると大変好評いただいておりま
す。そしてこの度、共働き世帯が増える中、男性にも女性にも人気のスタイリッシュなブラックカラー「クックフォーミー
ノワール」が、新しくラインナップに加わりました。
「クックフォーミー ノワール」は、サイズや操作方法など「クックフォーミー」の使いやすさはそのままに、内蔵レシ
ピには和食を中心とした、普段の食卓で人気の高い 100 レシピを厳選。そのうち 87 種類は、加圧時間 15 分以内の
時短レシピとなっています。また、マニュアル調理で 4 つの調理方法（圧力調理、蒸す、炒める、煮込む）を自由に選
択できるため、オリジナルの料理も作ることができます。ティファール公式サイトでは季節やイベントに合わせた
マニュアルレシピを多数公開しています。スタイリッシュなカラーが特長の「クックフォーミー ノワール」は、白が多い
キッチンの中でもひときわ目立つ特別なモデルです。
※1 2017 年 1 月～2018 年 12 月 自社調べ。
※2 クックフォーミーは、内蔵レシピ 60 種類。クックフォーミー エクスプレスは、内蔵レシピ 150 種類。
※3 クックフォーミー購入者アンケート N=4,824

「クックフォーミー ノワール」デビューキャンペーン 2019 年 5 月 17 日（金）～5 月 31 日（金）
「クックフォーミー ノワール」をお買い上げの方にキッチンツール（プロフレックス ブラック）および、お買い物券 2,000 円分（※）を
プレゼント！※購入店でのみ次回のお会計から 7 月 31 日（水）まで使用可能。

クックフォーミー ノワール
株式会社コスモ・コミュニケーションズ
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TEL：070-4505-3325

FAX：03-3405-9730

Cook4me Noir の特長

①

クックフォーミーの便利な機能はそのまま！
レシピ選びから調理の手順まで、液晶画面でナビゲート。
ボタンひとつの簡単操作で、どなたでも美味しく料理が仕上がります！

STEP 1 レシピ選び

STEP 2 人数を選ぶ

STEP 3 材料を用意

STEP 4
材料を入れ調理スタート
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完成！

②

普段の食卓に人気の

100 レシピ内蔵

さらに時短レシピが いっぱい！（87 レシピ）

「料理は得意じゃないけど、家族のために!」「レシピを考える時間も
料理する時間もない」そんな忙しい方の料理をもっとカンタンに！
内蔵の 100 レシピのうち、加圧時間（※）わずか 15 分以内の時短レシピ
は 87 種類あります。
【イチ押しレシピ】

柔らかスペアリブ
骨付き肉も圧力調理でほろほろに！
しかも 15 分で出来上がり！

箸でほろりと
くずれる柔らかさ

定番のおいしさ

豚肉のうま味と白菜の
甘みが凝縮

短時間で本格カレー

豚肉の角煮

肉じゃが

豚バラ白菜の
ミルフィーユ

ビーフカレー

※加圧時間は食材を切るなどの準備時間と予熱時間は含みません。
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③

マニュアル操作で

内蔵レシピ以外の料理も自由自在！

4 つの調理方法を組み合わせれば、
作ることができるレシピは無限に広がります！
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④

使いやすさにこだわった多彩な機能を搭載！
■ 6 人分が一度に作れる 6L の大容量！

■ 圧力調理でごはんも炊ける

にぎやかなファミリーや、常備菜など
たくさん作り置きしたい料理に便利です。

白米や玄米も時短で炊けます。白米の場合、
加圧時間はたったの 3 分（※）。
大容量なので最大 10 合
（おかゆなら 0.5 合）も炊けます。
※白米は浸水時間（30 分）が別途必要です。

■ 料理をいつもあたたかく！

■ キッチンにつきっきりでなくても大丈夫！
火を使わない電気の圧力調理だから、
「クックフォーミー ノワール」が調理している間、
キッチンにつきっきりでなくても大丈夫。
自由な時間が生まれます。

＜保温機能（63℃）＞
できあがった料理は、最大 5 時間、保温が可能。
食べる直前まで温かさを保てます。
また、圧力調理後は自動的に保温になります。
※保温時間の設定はできません。
＜再加熱機能（70℃）＞
再加熱は最大 3 時間可能。冷めてしまっても、
あたため直しができるので、いつでもおいしく、
あたたかい食事が楽しめます。
※加熱時間の設定はできません。

■ 使用後のお手入れもカンタン！
内側はこびりつきにくいセラミックコーティング。
なべ自体も軽いので扱いやすく、洗うときもラクラク。
食洗機対応です。

■ 便利なクイックスタートガイド付き！
付属のクイックスタートガイドは、レシピ画像付きで
見やすく、材料も紹介されていてお買い物にも便利です。
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クックフォーミー ノワール（2019 年 4 月現在）
_NEW!_

Cook4me Noir

製品名 / 品番

（クックフォーミー ノワール）
CY8518JP

製品画像

税抜希望
小売価格

オープン価格

製品サイズ
W×D×H

380×350×325 ㎜

製品重量

6,500g

内容量

6.0L

コードの長さ

1.5m

定格消費電力
電源

1,200W 100V
50-60Hz

最大圧力

70ｋPa（一定）

付属品

蒸しかご（蒸し料理用）
計量カップ（炊飯用）
クイックスタートガイド

取扱店舗 「ティファールストア」 https://www.t-fal.co.jp/consumer-services/where-to-buy/
三井ショッピングパーク ららぽーと TOKYO-BAY/三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛/
三井ショッピングパーク ららぽーと海老名/三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚/
三井ショッピングパーク ららぽーと横浜/三井ショッピングパーク ららぽーと富士見/
イオンモール浜松市野/三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス/
イオンモール岡崎/イオンモール京都桂川/三井ショッピングパーク ららぽーと EXPOCITY/
イオンモール鶴見緑地/三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園/MARK IS 福岡ももち
【ティファール】 https://www.t-fal.co.jp/
ティファールの製品情報・生活に役立つ楽しいコンテンツやレシピがいっぱい！
※写真、イラストはイメージです。印刷のため、実際の色と多少異なる場合がございます。また、このリリース記載の情報（製品価格、製品仕様、デザイン、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

0570-077-772

≪本件の掲載に関する問い合わせ先 ≫
株式会社コスモ・コミュニケーションズ

ティファール PR 担当：松戸・辻

〒107-0061 東京都港区北青山 2-5-8 青山 OM-SQUARE4F

株式会社コスモ・コミュニケーションズ

Mail：t-fal@comnet.co.jp

TEL 070-4505-3325
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FAX 03-3405-9730

TEL：070-4505-3325

FAX：03-3405-9730

