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～ 調理スペースがすっきり快適に！～

パパの料理が楽しくなる「スマートキッチン」アイテム
2013年2月より発売開始

まとめて持ち運び簡単、賢い収納力！子どもとママにおいしい料理を作ろう
コールマン ジャパン株式会社は、アウトドアでのクッキングを快適にする「キッチンテーブル」、忘れ物と収納の不便さを
解消する「クッキングツールセット」と「スパイスボックス」、ごはんを失敗なく炊ける「アルミライスクッカー」を、2013 年 2 月よ
り発売開始します。
買ってきた食材やまな板、鍋やランタンなど、テーブルの上がモノで溢れ、料理を置く場所もない、というのはキャンプ場
でよく見かける光景です。また、食材を切るスペースはなんとか確保しても、バーナーを置く場所がなくて地面ベタに、という
状況もみられます。料理を楽しむのに機能的で快適なキッチンが欲しくなるのはアウトドアでも同じ。コールマンでは、収納
力を持たせたキッチンテーブルやツールセット、初めてでも失敗なくご飯を炊けるクッカーなど、料理に不慣れなパパでもア
ウトドアクッキングを楽しめる新製品を提供します。
「コンパクトキッチンテーブル」、「キッチンスタンド」は、家庭用台所とほぼ同じ高さで設計されており、快適な調理スペー
スを確保できるだけでなく、長時間腰を曲げて野菜を切ったり、鍋を取るたびにしゃがんだりといった不便からも解放されま
す。テーブル下に配置したステンレス製のシェルフには、重量のある収納ボックスやショッピングバッグも置けるため、調理
器具をきれいに整理することができます。またレードル、ターナー、トング、菜ばしトングに専用ケースがセットとなった「クッ
キングツールセット」があれば、必要最低限な調理器具を忘れることなく、包丁など他の器具も入れてまとめて持ち運べます。
基本調味料の他にスパイスやトッピングなど、たくさん持って行きたくなる調味料類は、「スパイスボックス」にすっきり収納
でき、サイズの異なる様々な調味料が取り出しやすくなっています。スパイスボックスの中にある間仕切り用パッドは脱着
式で、液体がこぼれた際簡単に拭き取ることができ、また丸洗いも可能です。クッキングツールボックスとスパイスボックス
は、いずれも底面に滑り止め加工をしてあり、水の浸み込みも防ぎます。
また、アルミクッカーセットのラインナップに新しく加わった「アルミライスクッカー」は、熱伝導率の高いアルミ製釜（厚さ：
2.5mm）により火加減調整なしで簡単にお米が炊けると同時に、うまさを逃さない二重蓋構造によってアウトドアでも美味しい
ごはんを味わえます。釜底は強い火力にも耐えるステンレスプレート、内側はおこげもスルリと剥がれるノンスティック加工
で、使用後の手入れも簡単です。米とぎ用ザルとメジャーカップ付き。
各製品の詳細情報は、次頁をご参照ください。

＜製品特長＞
クッキングツールセット

スパイスボックス

ターナー

専用ケースにすっきり収納できるキッチンツールセット
■ターナー、レードル、トング、菜ばしトングと専用ケースのセット
■200℃まで可能な耐熱プラスチックを使用したヘッド
レードル
■他のキッチンツールも収納可能な余裕のあるケースサイズ
■包丁やピーラーを入れられる便利なポケット付き

調味料を使いやすく整理できる調味料ボックス
■さまざまなボトルサイズでも見やすく
取り出しやすいデザイン
■ガラス瓶も安心なパッド入り
■スライド式の間仕切りは、取り外してお手入れ
可能

トング

ターナー

使用例
菜ばし
トング

レードル

クッキングツールボックス

トング

お手持ちのキッチンツールには、
機能的なツールボックス（単品）が便利
■必要なキッチンツールを
菜ばし
収納できる余裕のあるサイズ トング
■便利な内ポケット付き

コンパクトキッチンテーブル

アルミライスクッカー

丈夫な収納棚を備えたオールインワンタイプ
■簡単設営、コンパクト収納
①ランタンポール、②ツールハンガー、③バーナース
タンド、④ネット、⑤スチール製ワイヤーシェルフ

アウトドアでも失敗なしでふっくらごはん
■2.5mm 厚のアルミ製でごはんがふっくら炊きあがり、
焦げ付きも少ない
■ノンスティック加工でお手入れ簡単

アウトドアのシステムキッチン！
①
・うまさを逃がさない2重蓋
・強い火力でも
底面を傷めない

②

ステンレスプレート

テーブルの高さは
家庭の台所とほぼ同じ

キッチンスタンド
④
80cm

③

収納棚付きのベーシックタイプ
■安定感のあるスチール製シェルフ付き
■キッチンテーブルとバーナースタンドの一体型

⑤

収納状態

収納ケース

収納ケース

＜製品仕様＞
品番

2000012959

製品画像

仕様
クッキングツールセット
サイズ：
ターナー/約 28cm、65g、
レードル/約 28cm、80g,、
トング/約 26cm、77g、
菜ばしトング/約 28cm、63g
ケースサイズ： 約 12×32×12(h)cm
重量：
約 540g
材質：
ヘッド/耐熱ナイロン、
フレーム/ステンレス、
グリップ/ポリプロピレン、TPR
収納ケース/ポリエステル、ポリエチレン

参考価格

\2,730
（税込）

クッキングツールボックス
2000012932

サイズ：
重量：
材質：

約 12×32×12(h)cm
約 190g
ポリエステル、ポリエチレン

\1,365
（税込）

スパイスボックス
2000012933

サイズ：
重量：
材質：

約 15×14×21(h)cm
約 250g
ポリエステル、ポリエチレン

\1,365
（税込）

コンパクトキッチンテーブル
使用時サイズ：

2000013126

約 143×54×79/178(h)cm
（テーブル/約 80×54×80(h)cm）
約 80×10×28(h)cm
約 7 .1kg
フレーム/アルミニウム、
天板/メラミン加工合板、
シェルフ/スチール
テーブル/約 30kg、シェルフ/約 25kg
キッチンテーブル、ネット、シェルフ、
ランタンポール、バーナースタンド、
ツールハンガー
収納ケース

収納時サイズ：
重量：
材質：
耐荷重：
仕様：
付属品：

\13,020
（税込）

キッチンスタンド
使用時サイズ：

2000013125

収納時サイズ：
重量：
材質：
耐荷重：
仕様：
付属品：

約 137×45×80(h)cm
（テーブル/約 75×45×80(h)cm）
約 75×6.5×45(h)cm
約 5.2kg
フレーム／アルミニウム、
天板／メラミン加工合板、
シェルフ／スチール
テーブル／約 30kg、シェルフ／約 20kg
キッチンテーブル、バーナースタンド、
シェルフ
収納ケース

オープン
価格

アルミライスクッカー
サイズ：
2000012931

重量：
材質：

ライスクッカー/約φ19×18(h)cm
ストレーナー/約φ17 .5×12(h) cm
内蓋/約φ17.5cm
920g
ライスクッカー/アルミニウム、ステンレス、
内蓋/アルミニウム、
ストレーナー/ステンレス、
メジャーカップ/ポリプロピレン

\4,410
（税込）

本広報資料は、報道目的に限り転送/引用などにご利用いただけます。
本広報資料に関する製品画像データは、こちらからダウンロード可能です。なお、画像データの取扱に関しては、
「製品画像データの取扱に関する注意事項」をご一読願います
https://www.coleman.co.jp/company/pressroom/data/2013/2013-SmartKitchen.zip
■ 製品画像データの取扱に関する注意事項
①オンラインプレスルーム（www.coleman.co.jp/company/pressroom/）から本件に関する製品画像データ
（JPEG の ZIP 圧縮ファイル）をダウンロードできます。なお、画像データの使用は、報道目的のみと
させていただきます。
②製品画像データをダウンロードするには、ID とパスワードが必要となります。この ID とパスワードは、
弊社から配信するプレスリリースに明記しています（※注： ID とパスワードのご紹介はご遠慮願います）。
③弊社から配信するプレスリリースメールは、報道関係者様のみに限定させていただきます。
④貴媒体にて画像データの使用をご希望される場合は、お手数ですがコールマン ジャパン PR 事務局宛に
事前のご連絡をお願いいたします。
■ コールマン ジャパン 株式会社について
総合アウトドアレクリエーションのリーディングカンパニーとして、コールマン®、セビラー™、スターンズ®、ダナ
デザイン®、エアロベッド®およびキャンピングガス®の各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行って
います。
設立： 1976 年 5 月、従業員数： 110 名、代表取締役社長： リチャード・L・ギルフォイル
住所： 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-9-25 芝浦スクエアビル
【掲載用のお問い合わせ先／クレジット表記】
コールマン ジャパン株式会社 カスタマーサービス
フリーコール： 0120-111-957
受付時間： 月曜日－金曜日 10：00－17：30 （土・日・祝日を除く）
ウェブサイト： www.coleman.co.jp
【本件および報道関係者様からのお問い合わせ先】
コールマン ジャパン PR 事務局（MSL JAPAN 内）
担当者： 土井（どい）、蓑口（みのぐち）
Email： press@coleman.co.jp

