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【NEWS RELEASE】 2022 年 11 月９日 

 サーモス株式会社 
 

料理シーンに活躍するアイテム 150 点突破を記念したショールーミングストア 

「Touch！THERMOS KITCHEN」オープン記念！！ 

サーモスの料理アイテムを実際に試せるキャンペーン＆料理教室を開催 
 

自宅でお試し！料理アイテムが当たる Instagram キャンペーン 

& 
東京ガスネットワーク料理教室「サーモス×エコ・クッキング」 

 
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、調理器具などの料理シーンに活躍するアイテムが 150 点を突破

したことを記念して、サーモス初のショールーミングストア「Touch！

THERMOS KITCHEN STORE（タッチ！サーモス キッチン ストア）」

（https://www.thermos.jp/info/event/kitchenstore2022/index.html）

を、東急プラザ銀座（東京都中央区銀座 5-2-1 3 階特設スペース）に 11

月 17 日（木）～20 日（日）までの期間限定でオープンします。 

 会場にお越しいただけない方にも、サーモス製品をお試しいただけるように、サーモスの料理アイテムが

当たる Instagram キャンペーンと、サーモス製品で調理を行う東京ガスネットワーク料理教室を開催します。 

◆サーモスの人気の料理アイテムを自宅でお試し！Instagram プレゼントキャンペーン 

サーモスの料理シーンに活躍するアイテムが、抽選で

合計 10 名様に当たる「サーモスの人気の料理アイテ

ムを自宅でお試し！Instagram プレゼントキャンペ

ーン」を 11 月 16 日（水）～11 月 30 日（水）まで

サーモス公式 Instagram アカウントで実施します。 

 

◆東京ガスネットワーク料理教室でサーモス製品を体験！ 

『東京ガスネットワーク料理教室「サーモス×エコ・クッキング」サーモス 

シャトルシェフを使って エコ＆省エネ 冬こそ食べたい‼体ぽかぽか～

スパイシースープカレー』を 2023 年 1 月に開催します。東京ガスネットワ

ーク料理教室では、2018 年よりサーモス製品を使用した料理教室を実施し、

多くのお客様にご参加いただいております。 

今回の料理教室では環境を思いやりながら、「買い物」「調理」「食事」「片

づけ」をする”エコ・クッキング（※）”とコラボし、サーモス製品を使って、

省エネでおいしいレシピを作ります。『真空保温調理器シャトルシェフ』や、

サーモス初の保存容器『My フードコンテナー』、『デュラブルシリーズ炒め

鍋 KFG』を使用して 3 品の料理を作ります。 
（※）エコ・クッキング・・・身近な食生活からはじめるエコ活動。環境を思いやりながら、「買い物」「調理」「食事」「片づけ」をすること。 

              エコ・クッキングは東京ガス㈱の登録商標です。 

 

https://www.thermos.jp/info/event/kitchenstore2022/index.html
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当社は 1978 年に世界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を開発しました。1989 年にはその高い保温力

を生かし“保温調理”ができる調理鍋『真空保温調理器シャトルシェフ』を発売、2009 年には『真空断熱スー

プジャー（当時は真空断熱フードコンテナー）』を発売し、多くの方に保温調理をお楽しみいただいておりま

す。そして 2019 年に『フライパン』、2022 年に保存容器の『My フードコンテナー』を発売するなど、魔法

びん以外のキッチンアイテムも拡充。お客様の使いやすさにこだわり、毎日の料理に役立つアイテムを多数ご

提案しています。 
 

料理シーンに活躍するアイテムが 150 点を突破したことを記念し、11 月 17 日（木）からサーモス初のシ

ョールーミングストアを期間限定でオープンするほか、サーモスの料理アイテムが当たる Instagram プレゼ

ントキャンペーンや、サーモスの調理器具を使用してエコ・クッキングが体験できる料理教室の開催など様々

な企画を実施します。より多くの方にサーモスの料理アイテムの幅広いラインアップと使いやすさにこだわ

った機能性をお伝えするとともに、料理アイテムと魔法びんの魅力を発信します。 
 

◆キャンペーン概要 

キャンペーン名 サーモスの人気の料理アイテムを自宅でお試し！Instagram プレゼントキャンペーン 

実施期間 2022 年 11 月 16 日（水）～30 日（水）まで 

参加方法 
① サーモス公式 Instagram アカウント（@thermos_k.k)をフォロー 

② 該当投稿にコメント 

賞品 

抽選で合計 10 名様にサーモスの料理シーンに活躍するアイテムをプレゼント 
・サーモス 真空断熱スープジャー（JBR-401） 3 名様 
・サーモス デュラブルシリーズ フライパン KFH（KFH-024） ２名様 
・サーモス 真空保温調理器シャトルシェフ（KBJ-3001） 2 名様 
・サーモス My フードコンテナー（3 個セット:KC-SA600/1500、KC-RA500） ３名様 

 

 

 

 

 

 

 

◆料理教室概要 

料理教室名 

東京ガスネットワーク料理教室「サーモス×エコ・クッキング」 

サーモス シャトルシェフを使って エコ＆省エネ 

冬こそ食べたい‼体ぽかぽか～スパイシースープカレー 

開催教室/日程 

東京ガスネットワーク料理教室 

・横浜ショールーム料理教室 

 2023 年 1 月 19 日（木）10 時 30 分～/14 時 30 分～ （1 日 2 回開催） 

・キッチンランド世田谷 

2023 年 1 月 27 日（金）10 時 30 分～/14 時 30 分～ （1 日 2 回開催） 

メニュー 保温調理で柔らかお肉のスパイシースープカレー、キャロットラぺ、ミルキー寒天 

使用製品 

（予定） 

・サーモス 真空保温調理器シャトルシェフ（KBJ-3001） 

・サーモス My フードコンテナー 角型（KC-SA600）／丸形（KC-RA500） 

・サーモス デュラブルシリーズ炒め鍋 KFG（KFG-020D） 

申込方法 
東京ガスネットワーク料理教室公式ホームページよりお申し込みください。 

https://www.tg-cooking.jp/  ※2022 年 12 月 1 日より受付開始予定  

お問合せ先 
東京ガスコミュニケーションズ株式会社 料理教室事務局 

TEL：03-5322-6502  月～金 9:00～17:00、土・日祝休み 

JBR-401 

(WHGY：ホワイトグレー) 
KFH-024 

(R:レッド) (R：レッド) 
KBJ-3001 KC-SA600/1500、 

KC-RA500 

https://www.tg-cooking.jp/
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◆Touch！THERMOS KITCHEN STORE 情報     

 特設サイト：https://www.thermos.jp/info/event/kitchenstore2022/index.html  

名  称 Touch！THERMOS Kitchen Store（タッチ！サーモス キッチン ストア） 

展示製品 
真空保温調理器シャトルシェフ、真空断熱スープジャー、フライパン、 

My フードコンテナーなど、料理シーンに活躍するアイテム約 100 点 

所在地 

アクセス 

東急プラザ銀座 3 階特設スペース（〒104-0061 東京都中央区銀座 5-2-1） 

 東京メトロ 銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」C2・C3 出口 徒歩 1 分 

       日比谷線・千代田線「日比谷駅」A1 出口 徒歩 2 分 

 都営地下鉄 三田線「日比谷駅」A1 出口 徒歩 2 分 

 JR 山手線・京浜東北線「有楽町駅」銀座口 徒歩 4 分 

営業期間・時間 
2022 年 11 月 17 日（木）～11 月 20 日（日） 

11:00～21:00 ※営業時間は東急プラザ銀座に準じます。 

電  話 

080-6129-5770 

Touch！THERMOS Kitchen Store 直通 

2022 年 11 月 17 日（木）～20 日（日）、11:00～21:00 

 

＜サーモス株式会社＞ 

サーモス株式会社は、魔法びんのグローバル企業として、ステンレス製魔法びん構造のケータイマグやタンブ

ラー、スープジャーの他、フライパンなどの調理器具といった幅広いラインアップを展開。断熱技術をはじめ

としたさまざまな技術と創造力で、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しています。

https://www.thermos.jp/ 
 

＜サーモスブランド＞ 

1904 年、ドイツで誕生。世界で初めてガラス製魔法びんを製品化し、1978 年には日本の技術力をもって世

界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を生み出した、世界最大の魔法びんブランドです。魔法びんのパイオ

ニアとして世界 120 ヵ国以上で愛される存在。 

https://www.thermos.jp/company/history/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

東京ガスネットワーク料理教室料理教室に関するお問い合わせ先 
東京ガスコミュニケーションズ株式会社内 料理教室事務局 
TEL：03-5322-6502  https://www.tg-cooking.jp/ 

https://www.thermos.jp/info/event/kitchenstore2022/index.html

