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【NEWS RELEASE】 

2022 年 2 月 1 日 

サーモス株式会社 

 

1914 年にドイツで設立された高級魔法びんブランド 

『alfi
アルフィ

』がラインアップを一新 

キッチンからリビングまで美しく彩る新たなラインアップ 

真空断熱ポット、真空断熱タンブラー、フライパン、鍋など、全５種 19 アイテムを発売 

2022 年 2 月 1 日（火）新発売 

 魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサ

ーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：片岡有二）は、2014 年よりサーモスグループに加わった

ドイツの高級魔法びんブランド『alfi（アルフィ）』のラインアップを一新。2022 年 2 月 1 日（火）よ

り全５種 19 アイテムの新製品を発売します。 

今回の新製品では、アルフィの特長である端正な造

形美と、日常での使いやすさにもこだわるサーモスの

品質の両立を実現した製品を展開。テーブルを彩る真

空断熱ポットや真空断熱タンブラーの他、新たにキッ

チンウェアの「フライパン」と「鍋」をラインアップ

に加え、キッチンからリビングまで美しく彩ります。 

ラインアップは全５種 19 アイテム。テーブルを華

やかに彩る「真空断熱ポット」、シックなカラーと美し

いシルエットが魅力の「真空断熱タンブラー」、独自の

プラズマ超硬質コートで高い耐久性と使いやすさを実現した「ステンレス製フライパン」と「アルミ製

フライパン」、輝くステンレス鏡面が魅力の「鍋」。統一感のあるデザインとカラーリング、確かな機能

性によって日々の暮らしを豊かに彩ります。 

 

アルフィは、1914 年にドイツで設立され、高級魔法びんブランドとして長く愛されているブランド

です。ドイツ・ヨーロッパを中心に世界 90 か国で展開。世界の高級ホテルやレストランなどのプロフ

ェッショナルに支持されるほか、一般の家庭でも広く愛用されています。クラシカルでありながら限り

なくモダンなそのデザインは、流行に左右されることなく、100 年以上の時を超えて世界中で愛され続

けています。 

―キッチンに輝きを テーブルに美しさをー 

販売チャネル限定 
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このたびアルフィの端正な造形美と柔らかな光沢はそのままに、サーモスの技術と機能性を兼ね備え

た新ラインアップとともに生まれ変わります。キッチンからリビングまでを彩るデザイン性と機能性を

両立した製品が、上質で快適なライフスタイルを演出します。 

 

■FARBE
フ ァ ル ベ

 真空断熱ポット（AFTH-1000S） 

ドイツ語で「色」を意味する FARBE。 

テーブルを華やかに彩る真空断熱ポットです。 

●ステンレス製魔法びん構造で 

 長時間の保冷・保温が可能。 

●軽量で持ちやすい。 

●ワンタッチで注げる。 

 

『FARBE 真空断熱ポット（AFTH-1000S）』仕様一覧 

 

■FARBE
フ ァ ル ベ

 真空断熱タンブラー（AFDD-340/420） 

ドイツ語で「色」を意味する FARBE。 

シックなカラーと美しいシルエットが魅力の真空断熱タンブラー。 

●ステンレス製魔法びん構造で 

飲みものの温かさ・冷たさが長持ち。 

●食洗機 OK 

 

 

 

 

 

 

 

『FARBE 真空断熱タンブラー（AFDD-340/420）』仕様一覧 

品番 AFTH-1000S 

色 
MRM：メディテレイニアンレッドマット、 

CNW：ココナッツホワイト、CGY：クールグレー 

希望小売価格（税込） 11,000 円 

容量（ℓ） 1.0 

保温効力（10 時間） 61℃以上 

保冷効力（10 時間） 12℃以下 

本体寸法／幅×奥行×高さ（約 cm） 16.5×13×25.5 

本体重量（約 kg） 0.9 

品番 AFDD-340 AFDD-420 

色 
MRM：メディテレイニアンレッドマット、 

CNW：ココナッツホワイト、CGY：クールグレー 

希望小売価格（税込） 3,300 円 3,850 円 

容量（mℓ） 340 420 

保冷効力（1 時間） 7℃以下 7℃以下 

本体寸法／幅×奥行×高さ（約 cm） 7.5×7.5×12.5 7.5×7.5×14.5 

本体重量（約 kg） 0.2 0.2 

AFDD-340 

左から MRM：メディテレイニアンレッドマット、 
CNW：ココナッツホワイト、 

CGY：クールグレー 

AFDD-420 

AFTH-1000S 

左から MRM：メディテレイニアンレッドマット、 
CNW：ココナッツホワイト、 

CGY：クールグレー 

‹6 時間後› 

高い保冷力で氷が長持ちするので 

飲みものが薄まりにくい。※画像は 420ml。 

（室温 20℃において、４℃の冷水+氷を入れた場合） 

‹スタート時› 
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(＊1) プラズマ超硬質コート 

 

■STRAHL
シ ュ ト ラ ー ル

 ステンレス製フライパン（AFFA-020/024/026） 

ドイツ語で「光」を意味する STRAHL。 

磨き上げられたステンレスの鏡面に映る光のラインが美しいフライパンのシリーズです。 

 

 

 

 

 

■STRAHL
シ ュ ト ラ ー ル

 LIGHT
ラ イ ト

 アルミ製フライパン（AFFB-020/024/026） 

STRAHL の軽量タイプのフライパンシリーズ。深型ながら軽くて使いやすいのが特長です。 

 

 

 

 

 

 

＜ステンレス製フライパン、アルミ製フライパンの特長＞ 

 

●端正な造形美と機能性を両立。 

●独自のプラズマ超硬質コート(＊1)で 

高い耐久性と使いやすさを実現。 

●深型設計で幅広い料理に対応。 

●熱源から遠ざけつつ熱が溜まりにくい 

アップハンドルを採用。 

●IH・ガス OK、オーブン OK（上限温度 220℃） 

●食洗機 OK（中性洗剤に限る） 

 

『STRAHL ステンレス製フライパン（AFFA-020/024/026）』仕様一覧 

 

『STRAHL LIGHT アルミ製フライパン（AFFB-020/024/026）』仕様一覧 

品番 AFFA-020 AFFA-024 AFFA-026 

色 S：ステンレス 

希望小売価格（税込） 8,800 円 9,350 円 9,900 円 

内径（約 cm） 20 24 26 

本体寸法／幅×奥行×高さ

（約 cm） 
38.5×21.5×5.5 44.5×25.5×6 46.5×27.5×6.5 

本体重量（約 kg） 0.8 1.1 1.2 

品番 AFFB-020 AFFB-024 AFFB-026 

色 BK：ブラック 

希望小売価格（税込） 6,050 円 6,600 円 7,150 円 

内径（約 cm） 20 24 26 

本体寸法／幅×奥行×高さ

（約 cm） 
38.5×21.5×5.5 44.5×25.5×6 46.5×27.5×6.5 

本体重量（約 kg） 0.6 0.9 1.0 

・硬質フィラーを配合、耐摩耗性の高さと焦げ 

付きにくさが特長のふっ素コート層。 
 
・ふっ素と本体を強力に結合させることで圧倒 

的な耐久性を実現するプラズマ加工コート。 
 
・ステンレスでアルミを挟んだ全面３層構造。 

アルミが全体に効率よく熱を伝導。 

凹凸が少なくお手入れも簡単。 

※AFFB-020/024/026 は底面２層構造 

 

AFFA-020 
S：ステンレス 

AFFA-024 
S：ステンレス 

AFFA-026 
S：ステンレス 

AFFB-020 
BK：ブラック 

AFFB-024 
BK：ブラック 

AFFB-026 
BK：ブラック 
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(＊1) 3 層構造 

 

■STRAHL
シ ュ ト ラ ー ル

 片手鍋（AFNA-016S） 

■STRAHL 両手鍋（AFNA-020W） 

■STRAHL 両手鍋深型（AFNA-020WD/024WD） 

輝くステンレスの鏡面が魅力の鍋のシリーズです。 

底部分はアルミをステンレスで挟んだ 3 層構造で、熱ムラが少なく、無水調理や無油調理にも適しています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

＜片手鍋、両手鍋、両手鍋深型の特長＞ 

 

●底部分はアルミニウム素材をステンレスで挟んだ 

3 層構造(＊1)。 

熱ムラが少なく、食材に均一に熱を伝える。 

●無水調理や無油調理にも最適。 

●本体内側に容量が分かる水位線付き。 

●IH・ガス OK、オーブン OK（上限温度 220℃） 

●食洗機 OK（中性洗剤に限る） 

 

『STRAHL 片手鍋（AFNA-016S）』 

『STRAHL 両手鍋（AFNA-020W）』 

『STRAHL 両手鍋深型（AFNA-020WD/024WD）』仕様一覧 

 
 

 

 

 

 

 

品番 AFNA-016S AFNA-020W AFNA-020WD AFNA-024WD 

色 S：ステンレス 

希望小売価格（税込） 6,600 円 8,800 円 9,350 円 11,000 円 

内径（約 cm） 16 20 20 24 

容量（ℓ） 1.6 3.1 4.0 6.2 

本体寸法／幅×奥行×

高さ（約 cm） 
34×17.5×11.5 28.5×21.5×13.5 28.5×21.5×16.5 32.5×25.5×17.5 

本体重量（約 kg） 0.9 1.4 1.4 2.0 

製品に関するお問い合わせ先 

サーモスお客様相談室  

TEL（ナビダイヤル）：0570-066966  https://www.thermos.jp/ 

 

AFNA-016S 
S：ステンレス 

AFNA-020W 
S：ステンレス 

AFNA-020WD 
S：ステンレス 

AFNA-024WD 
S：ステンレス 




