
シールを集めてHEINZのオリジナル商品をお得に手に入れよう！
キャンペーン商品の陶磁器は
陶磁器専門メーカー前畑製です。maebataキャンペーン期間中1,000円（税込）お買い上げごとに、ハインツシール1枚進呈！ 商品のお求めは、12月8日（土）までです。

ダイヤモンドチタニウム
デラックスホームセット

シール35枚 8,250円（税込8,910円）
メーカー参考価格15,000円（税込16,200円）

●サイズ：26ｃｍフライパン
　約Ｗ27×Ｈ26.5ｃｍ
　19ｃｍ鍋 約Ｗ19×Ｈ9ｃｍ
　20ｃｍフライパン 約Ｗ21×Ｈ5.5ｃｍ
　ハンドル Ｗ4×Ｌ18.5×Ｈ5.5ｃｍ
●素  材：アルミニウム合金、ステンレス鋼 45

OFF
%

500個

数量限定

※写真は全てイメージです。色等が実物と多少異なる場合がございます。

シール8枚

ペアカトラリーセット 箸×2膳
スプ－ン×2本

●サイズ：スプーン 18×4cm
　箸 22.5×0.5cm
●素  材：スプーン 天然木
　（中国製※絵付け加工地 日本）
　箸 天然木（日本製）

ダイヤモンドチタニウム
エッグパン

●サイズ：約Ｗ16×Ｌ36×Ｈ4ｃｍ
●素  材：アルミニウム合金、
　ステンレス鋼

シール10枚

40
OFF

%

ダイヤモンドチタニウム
フライパン20cm

シール10枚

●サイズ：約Ｗ21×Ｌ38×Ｈ5ｃｍ
●素  材：アルミニウム合金、
　ステンレス鋼 40

OFF
%

ダイヤモンドチタニウム
炒め鍋26cm

シール20枚

●サイズ：約Ｗ27×Ｌ48×Ｈ6ｃｍ
●素  材：アルミニウム合金、
　ステンレス鋼 50

OFF OVER
%

レンジ対応
ストッカー
3個セット

●サイズ：ボウルＭ 径13.5×Ｈ6ｃｍ（400ｍｌ）
　ボウルＳ 径10.5×Ｈ6ｃｍ（210ｍｌ）
●素  材：本体 磁器、蓋 ポリプロピレン、
　シリコン（中国製） 40

OFF
%

1,500個

数量限定

シール10枚

●サイズ：径8.3×Ｈ8.3ｃｍ（290ｍｌ） ●素  材：磁器（日本製）

ペアホーロー風マグカップ

シール5枚

45
OFF

%

ペアパスタ・サラダセット

シール10枚

●サイズ：皿 径20.2×Ｈ3.8ｃｍ　ボウル 径12.4×Ｈ5ｃｍ
●素  材：皿 磁器（日本製）、ボウル ガラス（日本製） 40

OFF
%

ペアフライドセット

シール8枚

●サイズ：ボウル 径16.6×Ｈ4.3ｃｍ
　グラス 径7.7×Ｈ15.2ｃｍ（434ｍｌ）
●素  材：皿 磁器（日本製）、グラス ガラス（日本製） 45

OFF
%

●サイズ：ロングボトル Ｗ7.7×Ｈ28.8ｃｍ（1100ｍｌ）
　ボトル（中） Ｗ9×Ｈ13.3ｃｍ（700ｍｌ）
　ボトル（小） Ｗ8.5×Ｈ10.8ｃｍ（680ｍｌ）
●素  材：本体 ガラス（日本製）、蓋 ブリキ（日本製）

トリオパスタ
ストックセット

シール8枚

45
OFF

%

トレー

シール10枚

●サイズ：Ｗ26×Ｄ36×Ｈ2.5ｃｍ
●素  材：ＡＢＳ樹脂（日本製）

取り外し
可能な

取っ手！

メーカー
参考価格の

お得に！！
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ダイヤモンド × チタニウム
Wコートフライパン

熱変形に強い！ アルミダイキャスト
製法で軽量化を実現！

◆ アルミダイキャスト製法

アルミ板をプレスして型
を鋳造します。そのため、
一定の厚みになるのが特
徴です。

金型にアルミ溶液を流し
込み、高い圧力をかけて
鋳造し、底面を厚くするこ
とで、熱変形に強いIH用
フライパンになります。

コーティング断面図
フッ素樹脂
プライマーコート

セラミックベース

セラミックトップ

アルミニウムダイキャスト

ステンレス鋼

ダイヤモンド×チタニウムコート
（フッ素樹脂加工）

1. 腐食しにくいダイヤモンドとチタニウムのWコートで、
焦げ付きにくさが長持ち。

2. 油を吸いにくいコーティングだから、少量の油でも食材が
くっつきにくくヘルシー。

3. 外側はセラミックコーティングで、お手入れも簡単。

4. 安心のPFOA（水溶性界面活性剤/パーフルオロオクタン酸）
不使用。

5. ガス・IHクッキングヒーター（200V） まであらゆる熱源に対応。

本製品のコーティングには、PFOAを使用しておりません。
※PFOA：溶性界面活性剤/パーフルオロオクタン酸
　近年、環境残存性等が指摘されています。

◆ 従来のプレス加工

魅力的な5つの特徴

電磁調理器（IH）を含む、
いずれの熱源にも
ご使用いただけます。

No.5No.5 レンジ対応ストッカー3個セットレンジ対応ストッカー3個セット

No.5～11の電子レンジ、食器洗い機の使用については下記を参照ください。No.5～11の電子レンジ、食器洗い機の使用については下記を参照ください。

No.6No.6 ペアホーロー風マグカップペアホーロー風マグカップ

No.7No.7 ペアパスタ・サラダセットペアパスタ・サラダセット

電子レンジ 食器洗い機

電子レンジ 食器洗い機

電子レンジ 食器洗い機

電子レンジ 食器洗い機

マ　グマ　グ 電子レンジ 食器洗い機

No.8No.8 ペアフライドセットペアフライドセット

No.9No.9 トリオパスタストックセットトリオパスタストックセット

電子レンジ 食器洗い機

電子レンジ 食器洗い機

電子レンジ 食器洗い機

No.10No.10トレートレー

電子レンジ 食器洗い機

No.11No.11 ペアカトラリーセットペアカトラリーセット

電子レンジ 食器洗い機

ボウル

フ　タ

ボウル

フ　タ

皿

ボウル

皿

ボウル

皿

グラス

皿

グラス

特別
価格 1,500円（税込1,620円）

メーカー参考価格2,500円（税込2,700円）

1,100円（税込1,188円）
メーカー参考価格2,000円（税込2,160円）

特別
価格 1,925円（税込2,079円）

メーカー参考価格3,500円（税込3,780円）

特別
価格

1,980円（税込2,138円）
メーカー参考価格3,800円（税込4,104円）

特別
価格

1,800円（税込1,944円）
メーカー参考価格3,000円（税込3,240円）

特別
価格

特別
価格

2,400円（税込2,592円）
メーカー参考価格4,000円（税込4,320円）

特別
価格

1,925円（税込2,079円）
メーカー参考価格3,500円（税込3,780円）

特別
価格

2,700円（税込2,916円）
メーカー参考価格4,500円（税込4,860円）

特別
価格

2,700円（税込2,916円）
メーカー参考価格4,500円（税込4,860円）

特別
価格

3,980円（税込4,298円）
メーカー参考価格8,000円（税込8,640円）

特別
価格

A4二つ折りリーフレット _中面
《マルミヤストア様》




