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【NEWS RELEASE】 2022 年 7 月 19 日 

 サーモス株式会社 

 

キッチンプラスシリーズをさらに拡大！サーモス製品でより快適な料理作りを 

サーモス初の『保存容器』や、『クックパン』を 8 月 21 日に新発売 

人気の『フライパン』もさらに使いやすくリニューアル 
 

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、2022 年 8 月 21 日（日）、サーモス初の保存容器『My フ

ードコンテナー』、さらに使いやすくなった『フライパン』、片手鍋の『クックパン』、スパチュラや泡立て器など

の『キッチンツール』といったキッチンウェア全 30 アイテムを新発売します。 

 当社では毎日の料理に役立つアイテムを提案したいと 2019 年からフライパンを中心とした「KITCHEN＋」

（キッチンプラス）を展開しています。品質の良さと使いやすさ等をご評価いただき、多くのお客様にご愛用

いただいております。このたび、「料理の下準備」から「調理」、「料理の保存」、「持ち運び」といったライフシ

ーンにおける食に関する一連の流れをサーモス製品で快適に行ってほしいという想いから、新しいコンセプト

の『My フードコンテナー』をはじめ、キッチンプラスのラインアップ拡充を図ります。 

 

■サーモス初の保存容器『My フードコンテナー』と『フライパン』で広がる「保存調理」を提案 

“料理を作る”、”持ち運ぶ”だけでな

く、”保存から調理、調理から保存”を快

適に行っていただきたいという想いか

ら、サーモス初の保存容器を発売しま

す。フライパンやスープジャーと組み合

わせた「保存調理」を提案することで、

より快適な調理シーンを提供したいと

考えております。 

 

■毎日の料理を快適に。お客様の使いやすさを追求した『クックパン』と『キッチンツール』 

汁物や煮こみ料理などで利用率が高い片手鍋や雪平鍋。当社の調査で、“鍋の内面が

焦げ付きやすい”、”外側の焦げ付き汚れが落ちにくい”といった不満をお持ちの方が一

定数いることが分かりました。当社では「焼く・炒める・揚げる・煮る」ができる深型

設計のフライパンを発売しており、使いやすいと好評を得ています。フライパンの開発

で培った技術を生かし、不満点を解消した使いやすい『クックパン』を開発しました。

また、“菜箸やお玉の置き場所に困る”という不満を解消するため、サーモスで発売して

いるキッチンツールが取っ手部分に載せられる仕様を採用しています。 

 

＜新製品一覧＞ 

① 保存容器が初登場！サーモス My フードコンテナー 角型（KC-SA シリーズ）、丸型（KC-RA シリーズ） 

②  取っ手が持ちやすく洗いやすく進化！焦げ付きにくい深型設計のフライパン、炒め鍋がリニューアル！ 
 サーモス デュラブルシリーズ フライパン KFH、炒め鍋 KFH、玉子焼きフライパン KFH 

③ 使いやすい片手鍋「クックパン」が新登場！！キッチンツールを載せられる取っ手を採用！ 
 サーモス デュラブルシリーズ クックパン（KNA/KNB シリーズ） 

④ 便利なキッチンツールに新製品が追加！サーモス キッチンツール（KT シリーズ） 
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① 保存容器が初登場！  

『サーモス My フードコンテナー 角型（KC-SA シリーズ）』 

『サーモス My フードコンテナー 丸型（KC-RA シリーズ）』 

サーモス製品による快適な料理シーンを提案するため、パッキン付きの保存容器『サーモス My フードコンテ

ナー』を発売します。食材や料理の保存だけではなく、下味をつけて冷蔵・冷凍しそのまま電子レンジで加熱し

たり、フライパンでさっと仕上げる「保存調理」にもオススメ。冷蔵も冷凍も電子レンジ（※）も食洗機も OK で、

使いやすい工夫がつまった繰り返し使える保存容器です。※丸型のフタは、電子レンジには入れないでください。 

角型の『KC-SA シリーズ』は、サーモス独自の蒸気弁の紛失を防ぐ一体

構造のパッキンを採用し、フタをしたまま電子レンジで使えます。 

※電子レンジ使用時は蒸気弁は開けてください 

 丸型の『KC-RA シリーズ』は、『真空断熱スープジャー』での知見を生か

した減圧対策設計を採用。熱いものを入れた後に中身が冷めて減圧状態に

なってもフタが簡単に開けられる仕様です。タブ付きで着脱しやすいパッ

キンを採用し、においもれも防ぎます。 

 角型も丸型も、それぞれ重ねてコンパクトに収納できます。パッキンのみの販売もしているため、パッキンが

劣化した際には取り替えて本体を繰り返しご使用いただくことができます。 

 

■『My フードコンテナー』と『フライパン』で広がる「保存調理」 

休日に仕込んで、じっくりつけ置きでおいしくなる。 

容器のままレンジで加熱したり、フライパンでさっと焼くだけ、煮るだけ。 

容器の中でどんどんおいしくなる。それがサーモスの「保存調理」。 

冷蔵や冷凍で毎日を食べごろに。 

サーモスの My フードコンテナーでラクもおいしいも、どっちも。 

 

 

＜製品特長＞ 

『サーモス My フードコンテナー 角型（KC-SA380/600/800/1500）』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜製品ラインアップ＞ 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
※電子レンジに入れる際は、 

蒸気弁を開けてください 

 

・パッキン一体型の蒸気弁で紛失を防ぐ 
・フタをしたまま電子レンジ OK！ 

※蒸気弁は開けてください 

 

・半透明で中身が見やすい 
・重ねてコンパクトに収納できる 

サーモス独自！ 

パッキン一体型の蒸気弁 

KC-SA380 

（380ml） 

KC-SA600 

（600ml） 

KC-SA800 

（800ml） 

KC-SA1500 

（1500ml） 

スッキリしたデザイン 

スタッキング OK 

冷蔵、冷凍、電子レンジ OK

食洗機 OK 
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＜製品特長＞ 

『サーモス My フードコンテナー 丸型（KC-RA300/500/700）』 

 

 

 

 

 

 

＜製品ラインアップ＞ 

 

 

 

 

『サーモス My フードコンテナー 角型（KC-SA380/600/800/1500）』 仕様一覧 
品番 KC-SA380 KC-SA600 KC-SA800 KC-SA1500 

希望小売価格（税込） オープン価格 

容量（㎖） 380 600 800 1500 

本体寸法／幅×奥行×

高さ（約 cm） 
12.5×9.5×6.0 14.0×11.5×6.5 14.0×11.5×8.5 24.5×17.0×6.0 

本体重量（約 kg） 0.1 0.1 0.1 0.3 

 

『サーモス My フードコンテナー 丸型（KC-RA300/500/700）』 仕様一覧 
品番 KC-RA300 KC-RA500 KC-RA700 

希望小売価格（税込） オープン価格 

容量（㎖） 300 500 700 

本体寸法／幅×奥行×

高さ（約 cm） 
11.5×11.0×5.5 11.5×11.0×8.5 11.5×11.0×12.0 

本体重量（約 kg） 0.1 0.1 0.1 

 

②  取っ手が持ちやすく洗いやすくリニューアル！ 

『サーモス デュラブルシリーズ フライパン KFH（KFH シリーズ）』 

『サーモス デュラブルシリーズ 炒め鍋 KFH（KFH シリーズ）』 

『サーモス デュラブルシリーズ 玉子焼きフライパン KFH（KFH-013E）』 

硬質フィラーを配合した耐久性コーティングで、耐摩耗性の高さと焦げつきにくさが特長の『サーモス デュ

ラブルシリーズ』。深型設計で IH・ガス対応の『KFF シリーズ』のフライパン、炒め鍋、玉子焼きフライパンが

リニューアルします。耐久性コーティングや蓄熱性に優れた仕様はそのままに、より持ちやすく、洗いやすい取

っ手になりました。さらにフライパンの内面は、料理が映えるパール入りのブラウンカラーを採用しました。 

 深型設計の『サーモス デュラブルシリーズ フライパン KFH』は、20cm、24cm、26cm、28cm の 4 サイズ

を展開。さらに深い超深型設計の『サーモス デュラブルシリーズ 炒め鍋 KFH』は、お客様のご要望にお応えし、

新たに 26cm サイズを追加。たっぷり作れる 30 ㎝サイズを含め全 5 サイズを展開します。また、内側がフラッ

トで玉子焼きがきれいに焼けて洗いやすい『サーモス デュラブルシリーズ 玉子焼きフライパン KFH』も取っ手

とカラーが新しくなりました。 

KC-RA300 

（300ml） 

KC-RA700 

（700ml） 

 

KC-RA500 

（500ml） 

 

スープジャーで培った知見を生かした減圧対策設計を採用。フ
タ内側の溝から圧を逃がし、さらにグリップ性のあるフタ形状
で、熱いものを入れた後に中身が冷めて減圧状態になっても簡
単に開けられます。 

 

※電子レンジに入れるときは、フタを外してください 

 

 

 

減圧対策設計で 

中身が冷めても開けられる 

 

 
幅広でグリップ性の
あるフタ形状 

パッキン付きで安心、においもれも防ぎます。 

 

タブ付きパッキンで取り外しやすい 

冷蔵、冷凍、電子レンジ OK 

食洗機 OK 
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＜製品特長＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜製品ラインアップ＞ 

『サーモス デュラブルシリーズ フライパン KFH（KFH-020/024/026/028）』 

深型設計で料理しやすく、レシピの幅が広がるフライパンです。 

 

 

 

 

仕様一覧 
品番 KFH-020 KFH-024 KFH-026 KFH-028 

色 Ｒ：レッド 

希望小売価格（税込） 4,400 円 5,060 円 5,500 円 6,160 円 

内径（約 cm） 20 24 26 28 

本体寸法／幅×奥行× 

高さ（約 cm） 
40.5×21.5×5.5 45.0×25.5×6.0 46.5×27.5×6.5 48.5×29.5×6.5 

本体重量（約 kg） 0.6 0.8 0.9 1.0 

 

『サーモス デュラブルシリーズ 炒め鍋 KFH （KFH-020D/024D/026D/028D/030D）』 

炒め物から煮込み料理までマルチに使える超深型タイプ。26 ㎝が新たにラインアップに加わりました。 

 

 

 

仕様一覧 
品番 KFH-020D KFH-024D KFH-026D KFH-028D KFH-030D 

色 Ｒ：レッド 

希望小売価格（税込） 5,060 円 5,500 円 6,160 円 6,600 円 7,260 円 

内径（約 cm）／容量（ℓ） 20 / 2.1 24 / 3.4 26 / 3.9 28 / 4.9 30 / 5.6 

本体寸法／幅×奥行× 

高さ（約 cm） 
40.5×21.5×7.0 44.5×25.5×8.0 46.5×27.5×8.0 48.5×29.5×8.5 50.5×31.5×8.5 

本体重量（約 kg） 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 

 

『サーモス デュラブルシリーズ 玉子焼きフライパン KFH （KFH-013E）』 

仕様一覧 
品番 KFH-013E 

色 Ｒ：レッド 

希望小売価格（税込） 4,400 円 

内寸（約 cm） 13.0×18.5 

本体寸法／幅×奥行×高さ（約 cm） 38.0×14.5×4.0 

本体重量（約 kg） 0.5 

 
・細いグリップで 

さらに持ちやすく 

取っ手が持ちやすく 

洗いやすくなりました 

・内面はパール入りのブラウンカラー。 
様々な料理と相性がよく、高級感を演出。 

 

 

料理が映えるブラウンカラーに 

留め具が内側にない 

フラットな構造で、お手入れ簡単 

硬質フィラーを配合した、
耐久性コーティング。耐摩
耗性の高さと、焦げ付きに
くさが特長です。 

 

・ジョイントパーツの 
穴形状を大きくして 
洗いやすく 

全 4 サイズ 

 

全５サイズ 

 

KFH-026 

KFH-026D 
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③ キッチンツールを載せられる取っ手の「クックパン」が新登場！ 

『サーモス デュラブルシリーズ クックパン（KNA/KNB シリーズ）』 
 

『サーモス デュラブルシリーズ クックパン（KNA/KNB シリーズ）』は、フライパンで人気の内面コーティン

グ、焦げ付きにくく長持ちする「耐摩耗性デュラブルコート」を採用した片手鍋です。内面だけではなく、外面

にもコーティングを施しているのでお手入れ簡単。液だれしにくい注ぎ口が付いており、持ち手にサーモス製の

キッチンツール（シリコーン菜箸、ナイロンレードル、ナイロンターナー）を載せることができます。耐摩耗性

デュラブルコートと広めに設計した底面で、煮る・茹でるの他、焼くや炒めるといった調理にもオススメです。 

 ラインアップは、IH・ガス火対応の『KNA シリーズ』と、ガス火専用『KNB シリーズ』の 2 種類。サイズは

それぞれ 16cm（1.4L）、18cm（2.0L）、20cm（2.7L）の 3 サイズを展開します。またクックパンに使える『折

りたたみスタンド式フタ（KLF-001、KLG-001）』も新発売します。 

■開発背景、製品の主な特長 

汁物や煮こみ料理などで利用率が高い片手鍋や雪平鍋。当社の調査で、“鍋の内面が焦げ付きやすい”、”外側

の焦げ付き汚れが落ちにくい”、“菜箸やお玉の置き場所に困る”という不満をお持ちの方が一定数いることが

分かりました。フライパンの開発で培った技術やノウハウを生かし、お客様に評価されている点を取り入れる

ことで、不満を解消した使いやすい鍋を提供したいと、『クックパン』の開発に着手しました。 

＜製品特長＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜製品ラインアップ＞ 

『サーモス デュラブルシリーズ クックパン（KNA シリーズ）』 

 

 

 

 
『サーモス デュラブルシリーズ クックパン（KNB シリーズ）』 

 

 

 

 
 
『サーモス 折りたたみスタンド式フタ（KLF-001/KLG-001）』 

 

 

 

 

 

KLF-001 

（対応サイズ：16cm） 

・サーモス製のキッチンツール＊ 
を載せられるハンドル形状 
＊シリコーン菜箸、ナイロンレードル、ナイロンターナー 

 

取っ手にサーモス製の 

キッチンツールが載せられる 

 

注ぎやすく、液だれしにくい 

注ぎ口 

 

KNB-016S 

（約 16 cm、1.4L） 

KNB-018S 

（約 18cm、2.0L） 

KNB-020S 

（約 20cm、2.7L） 

KLG-001 

（対応サイズ 18/20cm） 

焦げ付きにくく長持ち 

 
・硬質フィラーを配合した、耐久性 

コーティング。耐摩耗性の高さ
と、焦げ付きにくさが特長です 

 

KNA-016S 

（約 16 cm、1.4L） 

KNA-018S 

（約 18cm、2.0L） 

（） 

 

KNA-020S 

（約 20cm、2.7L） 

 

折りたためるハンドルで 
コンパクトに収納 

自立するから 
調理中に便利 
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『サーモス デュラブルシリーズ クックパン（KNA/KNB シリーズ）』 仕様一覧 
 KNA シリーズ（IH/ガス対応） KNB シリーズ（ガス火専用） 

品番 KNA-016S KNA-018S KNA-020S KNB-016S KNB-018S KNB-020S 

色 Ｒ：レッド GY：グレー 

希望小売価格（税込） 3,960 円 4,400 円 5,060 円 3,520 円 3,960 円 4,400 円 

内径（約 cm）／容量（ℓ） 16 / 1.4 18 / 2.0 20 / 2.7 16 / 1.4 18 / 2.0 20 / 2.7 

本体寸法／幅×奥行× 

高さ（約 cm） 
33.0×18.0×7.0 35.0×20.0×8.0 37.0×22.0×9.0 33.0×18.0×7.0 35.0×20.0×8.0 37.0×22.0×9.0 

本体重量（約 kg） 0.5 0.6 0.7 0.5 0.6 0.7 

 

『サーモス 折りたたみスタンド式フタ（KLF-001/KLG-001）』 仕様一覧 
品番 KLF-001 KLG-001 

色 BK：ブラック 

希望小売価格（税込） 3,300 円 3,300 円 

本体寸法／幅×奥行×

高さ（約 cm） 
18.0×19.5×4.0 22.0×23.5×4.0 

本体重量（約 kg） 0.2 0.3 

 

 

④ キッチンツールシリーズ（KT シリーズ）から 

5 アイテムが新登場！ 

調理中の使いやすさを追求した『サーモス キッチンツールシリーズ（KT シリ

ーズ）』は、使いやすく洗いやすい構造と食洗機対応で毎日気軽にお使いいただ

けるキッチンツールのシリーズです。 

 このたび、先端がストレートで使い勝手が良い『シリコーンスパチュラ（KT-SP001/002）』、まとまるワイヤ

ーでお手入れが簡単な『泡立て器（KT-W001/002）』、小さめサイズで使いやすい『ナイロントング（KT-T002）』

の、3 アイテム全 5 種を新発売します。 

 

＜製品特長、製品ラインアップ＞ 

『サーモス シリコーンスパチュラ（KT-SP001/002）』 

 

 

 

 

 

『サーモス 泡立て器（KT-W001/002）』 

 

 

 

 KT-W001  KT-W002 

三角形のハンドルで 

握りやすく、転がりにくい 

 

ボウルに立てかけ

られる重心設計 

ワイヤー本数が少なく 

まとまるからお手入れが簡単 

先端が調理台に触れない 食材を集めやすい！ 

KT-SP001  KT-SP002 

 

・ヘラ部分が長く食材を集めやすい 
・瓶の角も集めやすい ※KT-SP002 のみ 

 

・高い耐熱性（耐熱温度 220℃） 
フライパン調理にも使える 

・食洗機 OK 
 

・食洗機 OK 
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『サーモス ナイロントング（KT-T002）』 

 

 

 

 

 

 

『サーモス シリコーンスパチュラ（KT-SP001/002）、泡立て器（KT-W001/002）、ナイロントング（KT-T002）』 

仕様一覧 

 シリコーンスパチュラ 泡立て器 ナイロントング 

品番 KT-SP001 KT-SP002 KT-W001 KT-W002 KT-T002 

色 BK：ブラック 

希望小売価格（税込） 2,200 円 1,760 円 2,200 円 1,760 円 2,420 円 

本体寸法／幅×奥行×

高さ（約 cm） 
5.5×1.5×26.0 3.0×1.5×20.0 7.5×7.5×29.5 6.0×6.0×22.0 3.0×3.0×22.0 

本体重量（約 kg） 0.1 0.03 0.1 0.05 0.05 

 

 

 

 

 

 

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/ 

KT-T002 

小さめサイズで、小さな食材も
つかみやすい。 

人気アイテムの 

ミニサイズが登場 

 先端が調理台に触れない 

・凹凸が少なく洗いやすい形状 
・食洗機 OK 
・高い耐熱性（耐熱温度 220℃） 
・ふっ素コーティングにやさしい 

 

収納に便利な 

開閉ストッパー 

・閉じた状態で 
ロックできます。 

 


