2017 年 11 月 14 日

～ 付属の「スチームカップ」「角皿」で 2 通りのスチーム調理方法を可能に ～

お手頃価格で、毎日の調理バリエーションがアップする
簡易スチーム機能搭載のオーブンレンジ 2 機種を発売
ハイアールジャパンセールス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国）は、付属の「スチームカップ」
「角
皿」で簡単にスチーム調理を楽しめる Haier Live Series(ﾊｲｱｰﾙ･ﾘﾌﾞ･ｼﾘｰｽﾞ)のオーブンレンジ 2 機種(JM-KNFVH25A、JMNFVH18A)を、2017 年 11 月 22 日より全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB 通販などで順次発売いたします。

JM-KNFVH25A（W/ホワイト）

JM-NFVH18A（W/ホワイト）

■企画・発売の背景
今、市場ではトースターやオーブンレンジなど、スチーム機能を活用した高級機種の調理家電に注目が集まっ
ています。スチーム機能はヘルシーな調理を可能とするだけでなく、外は「サクサク」中は「しっとり」とした
トーストなど、食感や味にもこだわった仕上がりを実現することができます。
今回発売する簡易スチーム機能搭載のオーブンレンジは、「手頃な価格で購入でき、誰でも気軽にスチーム調
理でおいしいものを」をコンセプトに企画・開発した商品で、調理家電が求められている今日的ニーズに対し、
価格、機能の両面でお応えする商品です。
■「2way 簡単スチーム」で料理の幅が広がる
本商品には、メニューに合わせて使い分けができるようハイアールオリジナルの「スチームカップ」「角皿」が付属して
います。「スチームカップ」を使用する際は、カップの水位線程度に水を入れて庫内に設置し、調理を行います。「角皿」
の場合は準備した食品を「角皿」に並べ、「角皿」に水を張って調理します。

ハイアールオリジナル
「スチームカップ」

また、レンジとオーブン 2 つの機能を絶妙なバランスで組み合わせた、省電力で節約にもつながる『エコ煮込
み』メニューを搭載。カレーやシチューなどの煮込み料理が、材料を一度に全部入れてボタンを押すだけの簡単
手間なし調理で完成します。本商品は、スチーム機能以外にも便利な特徴を備えたオーブンレンジです。

｢Haier Live series｣ 25L オーブンレンジ（JM-KNFVH25A）、18L オーブンレンジ（JM-NFVH18A）の概要は以下の通りで
す。
◆主な特徴
① 角皿と専用スチームカップから選べる「2way 簡単スチーム」
② 800W※1 から 150W まで設定が可能な「出力 6 段階切替」
③ 一度に 4 枚まで焼ける『トースト』※2 メニュー搭載
スチーム機能で外はサクサク、中はしっとりの仕上がりに
④ 簡単『エコ煮込み』メニュー搭載
材料を一度に全部入れてボタンを押すだけで、手間なく調理が可能
JM-KNFVH25A は約 50％、JM-NFVH18A は約 48％の省電力※3
⑤ 待機時消費電力 0（ゼロ）※4
⑥ 湿度センサー搭載でムラを抑えてあたため可能

※JM-NFVH18A のみ

【レンジ出力 6 段階切替】
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◆仕様
シリーズ名

Haier Live Series (ﾊｲｱｰﾙ・ﾘﾌﾞ・ｼﾘｰｽﾞ)

型番

JM-KNFVH25A

JM-NFVH18A

カラー

W/ホワイト

W/ホワイト

商品種類
総庫内容量

オーブンレンジ ［スチーム（角皿・カップ式）］
※5

（L）

25

18

オープン価格※6

オープン価格※6

店頭予想価格 16,800 円 （税別）

店頭予想価格 15,800 円 （税別）

オーブン機能

有

有

開閉方式

縦開き式

縦開き式

ボタン

マイコン式

マイコン式

センサー

温度センサー

湿度センター・温度センサー

単相 100

単相 100

価格

電源電圧（V）

(50Hz/60Hz)

周波数(Hz)
定格消費電力(W)

(50Hz/60Hz)

レンジ出力(W)

ヘルツフリー

ヘルツツリー

1450

1370

1000

※7

、800

※1

、600、500、300、解凍（200W 相

900※7、800※1、600、500、300、解凍（200W 相当）、

当）、半解凍（150W 相当）

半解凍（150W 相当）

グリル定格消費電力（W）

1330

830

オーブン定格消費電力（W）

1330

1380

グリルヒーター出力（W）

1300

800

オーブンヒーター出力（W）

1300

1350
※8

発酵（35/40）、100～250※8

オーブン温度調整（℃）

発酵（35/40）、100～250

インバーター

有

有

庫内灯

白熱灯

白熱灯

庫内

フラット式

フラット式

年間消費電力量※9 (kWh/年)

72.1

72.6

（レンジ機能 58.1、オーブン機能 14.0）

（レンジ機能 62.0、オーブン機能 10.6）

※4

待機時年間消費電力量（kWh/年）

0（ゼロ）

外形寸法(mm)

幅 513×奥行 403（取っ手部含 446）×高さ 333

幅 485×奥行 370（取っ手部含 411）×高さ 302

加熱室有効寸法(mm)

幅 328×奥行 355×高さ 206

幅 283×奥行 322×高さ 192

製品質量(kg)

13.6

11.8

※1 短時間高出力機能（最大 2 分）であり、800W での連続運転はできません。
※2 トーストは途中で裏返しが必要です。
※3 当社 JM-KNFVH25A/NFVH18A の手動運転時（1）と自動メニュー[8]エコ煮込み（2）との比較において。
JM-KNFVH25A の場合：（1）1L の水を 1000W2 分、600W10 分、300W46 分過熱、合計 58 分動作した際の消費電力値 0.87kWh。（2）1L の水をエコ煮込みモードで 58 分
加熱、動作した際の消費電力値 0.44kWh。
JM-NFVH18A の場合：（1）1L の水を 800W2 分、600W10 分、300W46 分過熱、合計 58 分動作した際の消費電力値 1.09kWh。（2）1L の水をエコ煮込みモードで 58 分加
熱、動作した際の消費電力値 0.53kWh。
※4 （一社）日本電機工業会自主基準による、待機時消費電力測定「0.0W」を示します。
※5 総庫内容量とは JIS の判定基準に基づいて算出された容量です。
※6 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
※7 単独では選べません。自動メニューのあたためなどに働く短時間高出力機能（最大 2 分）であり、調理中自動的に 600W に切り替わります。
※8 220～250℃の運転時間は最大 5 分であり、その後自動的に 210℃に切り替わります。
※9 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値を表示しております。

ハイアールジャパンセールス株式会社について：
ハイアールジャパンセールス株式会社は、ハイアールグループ（本社：中国山東省青島市）の日本における Haier ブランド製品の販
売会社として、2002 年に設立。現在は AQUA ブランド製品を日本や ASEAN 諸国で展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開
発を行うハイアールアジア R&D 株式会社と共に、ハイアールアジアグループの日本法人です。日本で展開する Haier ブランドは「毎
日寄り添い、くらし支える。」を 2017 年のブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本の人々やくらしに合った“ＮＥＷスタ
ンダード家電”を創造してまいります。
お客さまからの商品に関するお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-865-812
（携帯電話・PHS からは ナビダイヤル 0570-020-812（有料））[受付時間 9:00-18:30 年中無休]

