水なし両面焼き
ガステーブルコンロ

NEW

誰でも、毎日、使いやすい

おしゃれで頼りになる。こころはずむコンロ誕生。

気持ちもなごむ空間づくりに。
やさしいナチュラルホワイト。

Color

スマートな 黒

キッチンの美しいアクセントになる、
華やかブラックプラチナ。

すっきりクリーンゴトク

NEW

すっきり

クリーンゴトク

洗いやすさや拭きやすさにもこだわり、
ゴトクはより丸く、
より角をなくしたやさ
しいフォルムに。はめやすく、
ガタつきに
くい3点止めです。

Clean
汚れにくく、サッと
キレイにできるから好き。

ロングスカート構造
ロン

全周ロングスカート構造で、異物などの
全周ロ

取り付けしやすくなった
ホーローキャップ付き
アルミバーナー NEW

侵入を減らします。取手付きだから本体
侵入を

煮こぼれなどがバーナーキャップ内に

NEW

特許出願番号第2012-177447号

テーブルとのすき間がわずか約8mmの
テーブル

も持ち上げやすいです。
も持ち上

浸 入しにくく、耐 久 性も高いホーロー
キャップを採用しています。

シールドトップ

NEW

バーナーまわりがトッププレートと一体に
なっているため、煮こぼれなどが器具内
に侵入しにくく、
お手入れもラクラクです。
バーナーまわり

汚れ

トップ
プレート

煮こぼれの浸入を防ぐ
トッププレートと一体型

グ リ ル 新 革 命
焼き網なしで、掃除がラク！

ラ・クック

オプション品
NEW

Cook

焼き網の代わりに使える波形のグリル
パン。蓋付きだからグリル庫内のにお
い、油汚れ、煙を抑えます。

プレート深さ40mm ※フタの高さを含まず

グリル庫内が汚れないから

お手入れがラクッ！
深プレート＆フタ付きで
油汚れ大幅カット!!
焼き網調理とラ・クック
（フタあり）
で
比較すると グリル庫内の油汚れ

99.9％ カット
※1

調理臭や煙を大幅カットで

いつでも使いやすい！
気になる
『ニオイ』
を大幅低減！！
焼き網調理とラ・クック
（フタあり）
で
比較すると 調理臭

約

40％ カット
※2

水なし両面焼き
ワイドグリル
グリル調理は焼き魚だけではありませ
ん。便利なグリルオプションが入る高さ
のある大きなグリルなら料理のレパート
リーがさらに広がります。
幅
約252mm

高さ
約62mm
引き出し寸法
約311mm

イラストはイメージです

※1 試験方法
方法：
「焼き網」
「ラ・クック」
にてさんま
にてさんま3尾を調理。
ま3尾を
グリル庫内のお手入れ部品（焼き網、
ラ・クックは除く）への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。焼き網（強火：12分）
ラ・クック
（強火：
12分）
にて調理。
PD-800Wにて、
さんまを3尾を強火で12分焼いたときに排出される臭気を測定。<パロマ調べ>
調理。 ※2 試験方法：PD-800W
Wにて、
ラ・クックの使用・未使用で比較。

king

煮もの機能

調理が楽しくなる
新しい機能もうれしい。

NEW

煮立ったら火力を自動で調整して吹きこ
ぼれを防ぎながら煮込み、20分で自動
消火して焦げつきも抑えます。また、最
長99分のタイマー設定もできるので、
しっかりおいしく煮込むことができます。
ピピッ

温度

100℃

自動で100℃をキープ

通常加熱

温度を維持

弱火

330kcal

極トロ火

280kcal
※13Aの場合

火力レバーは最弱で使用すると“極トロ火”状態に
なります。

コンロ・グリル調理
タイマー

自動炊飯機能

確認しやすい液晶表示のコンロ・グリル

炊ける自動炊飯機能。素早く炊き上げ

タイマー。設定した時間になると音でお

るコンロ炊飯は、節電にも役立ちます。

ボタンを押すだけでふっくらとおいしく

知らせし、自動消火。煮込み料理やグリ
ル料理の焼加減を時間で設定でき、安
心です。
コンロタイマーは左右お好みの
側のどちらか一方を選択して設定でき
ます。

◎設定時間
コンロ
グリル

1〜99分
1〜15分

5段階の温度調節機能

動で消 火します。麦 茶をわかしたりす

定。
ドーナツや天ぷら、
とんかつなど、揚

るときにも便利な機能です。

ドーナツ

180℃

170℃

天ぷら

沸騰を電子音でお知らせし、その後自

調理温度は160〜200℃の5段階に設
げもの調理もおいしくできます。

160℃

湯わかし機能

190℃

とんかつ

200℃

安全・安心機能

調理便利機能
コンロ・グリル
消し忘れ消火機能

グリル排気口遮炎装置
「フレームトラップ」

早切れ防止機能
（異常過熱防止機能）
鍋底が約250℃に達してもすぐに自動消火

点 火してから一 定の時 間が経つと自

特許番号第4203521号、
第4071884号、
第3953204号、
第4883588号

万一、グリル内の魚などに引火した場
合は、排気口から炎が出ることを抑制

させず、
自動で弱火・強火を繰り返して火力

動消火します。

を調節して温度をキープします。

（コンロ/約120分、
グリル/約15分）

※自動火力調節開始後、約30分で自動消火します。

立ち消え安全装置

※条件により、
250℃に達する前に消火する場合もあります。

過熱防止装置も搭載しました。

吹きこぼれなどで、火が消えても自動

高温炒め機能

のコンロバーナーに搭載。鍋の温度が

焦げつき消火機能

でガスが止まるので安心です。

急速に上昇するとセンサーが働き、
自動

焦げつき始めても通常より早く自動消

で火力を調節して異常高温を防止。安

火するので、焦げつきの心配を減らし

全な温度まで下がると、もとの火力に

ます。温めなおし中に焦げつきやすい

センサーが鍋底の温度を感知して、過熱によ

戻ります。

カレーやシチューなどにも最適。

る油の発火を防止。揚げもの調理も安心です。

し、火 災を未 然に防 止 。さらにグリル

全コンロ安心センサー
温 度を感 知するS iセンサーをすべて

※強火力バーナーに搭載

あぶり料理や煎りもの調理など、
より高温

天ぷら油過熱防止機能

が必要な調理に使用。
約290℃の高温調理

（調理油過熱防止装置）

ができます。
※自動火力調節開始後、約30分で自動消火します。
※機能作動中でも、一定温度になると消火する場合があります。

グリル調理を広げるオプショングッズ。
NEW

トーストや24cmの大型ピザも焼けます。

小さな食材のグリル調理に
活躍する格子状の焼き網。

取手つきクッキングプレート
PBP-2［54615］
希望小売価格

格子状焼き網 PCN-1［54614］

4,200 円（税抜価格）

希望小売価格

3,800円（税抜価格）

■オークス製〈日本製〉

ラ・クックセット
PGD-6［54744］
料理BOOK付き
希望小売価格

シンプルグリル
ダッチオーブンセット
PGD-5［54743］

Wセラミック
コーティング
波形深皿
プレート

トーストが一度に2枚焼ける
取手つきパン焼き皿。

取手つきパン焼き皿セット
PBP-1［54613］

料理BOOK付き

8,000円（税抜価格）

希望小売価格

10,000 円（税抜価格）

希望小売価格

4,200 円（税抜価格）

キッチンをおしゃれに彩る２つのカラーを用意。
スマートな 黒

NEW

［81236］
PA-360WA-R（右強火力）
［81237］
PA-360WA-L（左強火力）
希望小売価格

PA-360WA-R/L
14.5

高さ×幅×奥行
（トッププレート奥行）

接続

コンロ部（13A ／ LP 共）

区 2006年度 機器の
強火力 標準火力
全点火
グリル 分 省エネ基準 エネルギー
バーナー バーナー
消費効率
名 達成率

DC3.0V ∅9.5

4.20

2.95

2.02 C

64,800円（税抜価格）

幅590×奥行500×高さ183mm

ガス消費量 kW（13A ／ LP 共）
電源

183×590×500（440）（乾電池 ホース 8.60

PA-360WHA-R/L

希望小売価格

ブラックプラチナ

本体寸法
（mm）
質量
（kg）

［81238］
PA-360WHA-R（右強火力）
［81239］
PA-360WHA-L（左強火力）

64,800円（税抜価格）

幅590×奥行500×高さ183mm

商品名

NEW

100%

56.3%

ナチュラルホワイト

グリル部（13A ／ LP 共） 外形寸法
（mm）
左図=正面図 右図=側面図

熱効率
強火力 標準火力
バーナー バーナー

区 2008年度
機器の
分 省エネ基準 エネルギー
名 達成率
消費効率

56.3% 56.3% L

106%

500
（440）

590

210Wh

183

単1×2） エンド

安全に関するご注意

◎このカタログに記載の商品は一般家庭用です。 ◎地域によってガス種が異なります。ガス種を確認の上、お買い求めください。
◎ご使用の前に
「取扱説明書」
をよく読んで正しくお使いください。取扱を誤りますと、火災・やけど・一酸化炭素中毒の原因になることがあります。
◎料理材料によって調理方法の指定がある場合にはその指示に従って調理してください。食品の焼損や火災、やけど等の原因になることがあります。

●補修用性能部品の保有期間について
補修用性能部品は当製品製造打ち切り後、5年間保有しております。バーナーキャップ、
ゴトク等が長年のご使用でいたんだ場合にはお買い求めください。
お買い求めの際は、必ず銘板または電池ケース側面の器具名をお知らせください。
インターネットホームページアドレス

本社／〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号

http://www.paloma.co.jp/

パロマの部品販売サイト

パロマ製品の交換部品やお手入れグッズをお届けします。

https://www.paloma-plus.jp/
●パロマ商品のお問い合わせ、
ご用命は…

関 東 支 店

このカタログの掲載内容は2015年8月現在 のものです。※本カタログの内容を許可なく転載することを禁じます。
■本カタログに掲載の全商品の価格はメーカー希望小売価格です。■掲載の価格・仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。
■商品の色は印刷上実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。■取付工事費・使用済み商品の引き取り費などは
含まれておりません。

商品についてのお問い合わせ先
お客様
相談室

（052）824-5145

◎受付時間／平日8:30〜18:00
（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）

修理についてのお問い合わせ先
パロマサービス
コールセンター

0120-193-860

◎受付時間／24時間サービス受付

点検・所有者登録についてのお問い合わせ先
パロマお客様
センター

0120-378-860

◎受付時間／平日9:00〜17:00
（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）

※本カタログに掲載しております写真で、
イメージを使用している箇所もございます。

1508-1884-CT00102

