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「共働き世帯」の時短・省手間、本格調理、お手入れ性のニーズに対応
ノーリツ、
ノーリツ、ガスビルトインコンロ
ガスビルトインコンロ「
ビルトインコンロ「piatto」
piatto」シリーズをリニューアル 8 月発売
～ 『らくらく派』・『こだわり派』好みにあわせてグリルの使い方をチョイス！ ～
湯まわり設備メーカーの㈱ノーリツ（本社：神戸市、代表取締役社長：國井総一郎、資本金：201
億円、東証一部上場）は、中級価格帯のガスビルトインコンロ「piatto（ピアット）」シリーズをリニュー
アルし、2017 年 8 月 1 日に発売します。近年増加の一途をたどる「共働き世帯」の「時短・省手間」
ニーズ、家で食事をする内食増加に伴う「本格調理」傾向などの、新しいニーズに応えます。
ガスビルトインコンロ「piatto」とは：システムキッチ
ンとのコーディネート性が高く、空間の雰囲気や好みで選
べるカラーバリエーションを豊富に用意していること、毎
日の調理が楽しめること、お手入れがしやすいことにこだ
わったことを特長とする商品です。
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■ グリルプレート波型を使用したオートグリル調理で
『らくらく派』・『こだわり派』にあったグリル調理が可能に
今回のリニューアルで、グリルプレート波型を使用したオート
グリル調理が可能になりました。“トースト”“焼き魚”“あたため”
の 3 つの調理が自動でできます。火加減調整から消火までを
自動で行うので、途中でグリルを開けて焼き加減を確認するな
どの手間が省けます。さらに、グリルプレート波型は、お手入
れがしやすいため、後片付けの時間も短縮されます。切身や
姿焼など、魚の種類によって焼き方にこだわりがある方は、従来どおり焼き網を使用したオートグリ
ル調理が可能です。
「piatto」シリーズでは『らくらく派』・『こだわり派』に合わせたグリル調理を実現します。
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■グリルプレート波型に油はねを軽減するカバーをオプション設定
グリルプレート波型に、油はねガードをオプションで設定。油はね
ガードを使用することで、調理時の油の飛びはねを 99.9％※カット
し、グリル庫内の汚れを軽減します。油はねガードを使用した場合
でも、オートグリル調理が可能です。また、油はねガードの上面にス
リットを施すことで、直火でしっかり焼き目がつき、仕上がりも確認し
油はねガード

やすい設計です。
※試験条件：焼き網使用時と比較
サンマ 4 尾をオートグリル調理後、グリル庫内への飛び散り量を 5 回計測し、平均値を算出 《ノーリツ調べ》

●（ご参考）
参考）今回のリニューアルの
今回のリニューアルの背景
のリニューアルの背景
今回の「piatto」シリーズのリニューアルは、高齢化・共働き世帯の増加など、変化の激しい現代の
社会的なニーズに応えていくために実施します。特に共働き世帯＝夫婦共に「就業者」の世帯は
1308 万 45 0 世 帯 となっており、夫婦のいる一般世帯に占める割合は 47.6％と、2 世帯に 1 世帯
と迫っています（総務省国勢調査 2015 年より）。「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という考え方に
関する意識の変化で見ても、「反対・どちらかといえば反対」と回答した女性は、1979 年の 22.8％に
比べ、2014 年には 51.6％と 35 年間で倍増しました（内閣府平成 28 年度版男女共同参画白書より）。
こうした意識の変化により、共働き世帯は今後も増加が予測されます。特に 20 代～40 代の共働き
世帯では「時短・省手間」のためにお金をかける傾向が強く、また家庭での「本格調理」を楽しむ人
が増加しているともいわれています。今回のリニューアルも、そういったニーズに応えられるよう、利
便性の向上と美味しさを実感できる調理の両方を実現いたしました。
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■ 価格
●piatto ステンレスフェイス 75cm タイプ
商品名

ガラストップ
（※シアーピンクはアルミトップ）

N3WR6PWASKSTES

プラチナシルバー（ステンレスゴトク）

N3WR6PWASMSTES

シャンパンクリア（ステンレスゴトク）

N3WR6PWASKSTE

プラチナシルバー（ホーローゴトク）

N3WR6PWASMSTE

シャンパンクリア（ホーローゴトク）

N3WR6PWAS4BRE

トリュフブラウン（ホーローゴトク）

N3WR6PWAACSTE

シアーピンク（ホーローゴトク）

グリルプレート波型

希望小売価格
（税抜）

223,000 円

付属
215,000 円

●piatto ステンレスフェイス 60cm タイプ
商品名

ガラストップ
（※シアーピンクはアルミトップ）

N3WR5PWASKSTES

プラチナシルバー（ステンレスゴトク）

N3WR5PWASMSTES

シャンパンクリア（ステンレスゴトク）

N3WR5PWASKSTE

プラチナシルバー（ホーローゴトク）

N3WR5PWASMSTE

シャンパンクリア（ホーローゴトク）

N3WR5PWAS4BRE

トリュフブラウン（ホーローゴトク）

N3WR5PWAACSTE

シアーピンク（ホーローゴトク）

グリルプレート波型

希望小売価格
（税抜）

218,000 円

付属
210,000 円

●piatto シルバーフェイス 75cm タイプ
商品名

ガラストップ
（※シアーピンクはアルミトップ）

N3WR4PWAS2SVE

シャトルーズグリーン（ホーローゴトク）

N3WR4PWASZSVE

ピンクテラコッタ（ホーローゴトク）

N3WR4PWAS6SVE

シルバーグレー（ホーローゴトク）

N3WR4PWAACSVE

シアーピンク（ホーローゴトク）

グリルプレート波型

希望小売価格
（税抜）

付属

205,000 円

グリルプレート波型

希望小売価格
（税抜）

●piatto シルバーフェイス 60cm タイプ
商品名

ガラストップ
（※シアーピンクはアルミトップ）

N3WR3PWAS2SVE

シャトルーズグリーン（ホーローゴトク）

N3WR3PWASZSVE

ピンクテラコッタ（ホーローゴトク）

N3WR3PWAS6SVE

シルバーグレー（ホーローゴトク）

N3WR3PWAACSVE

シアーピンク（ホーローゴトク）

200,000 円
付属

●piatto ラックリーナ シルバーフェイス 75cm タイプ
テフロン加工アルミトップ
商品名

グリルプレート波型

N3WR4PWAAFSVE

プラチナブラック（ホーローゴトク）

N3WR4PWAA1SVE

アッシュシルバー（ホーローゴトク）

希望小売価格
（税抜）

205,000 円
付属

●piatto ラックリーナ シルバーフェイス 60cm タイプ
テフロン加工アルミトップ
商品名

グリルプレート波型

N3WR3PWAAFSVE

プラチナブラック（ホーローゴトク）

N3WR3PWAA1SVE

アッシュシルバー（ホーローゴトク）

希望小売価格
（税抜）

200,000 円
付属

●piatto Light 75cm
商品名

ガラストップ
（※シアーピンクはアルミトップ）

N3WR2PWAS2WHE(ホワイトフェイス)

シャトルーズグリーン（ホーローゴトク）

N3WR2PWASZWHE（ホワイトフェイス)

ピンクテラコッタ（ホーローゴトク）

別売

N3WR2PWAS6SVE（シルバーフェイス）

シルバーグレー（ホーローゴトク）

4,800 円（税抜）

N3WR2PWAACSVE（シルバーフェイス）

シアーピンク（ホーローゴトク）

グリルプレート波型

希望小売価格
（税抜）

186,000 円

●piatto Light 60cm
商品名

ガラストップ
（※シアーピンクはアルミトップ）

N3WR1PWAS2WHE(ホワイトフェイス)

シャトルーズグリーン（ホーローゴトク）

N3WR1PWASZWHE(ホワイトフェイス)

ピンクテラコッタ（ホーローゴトク）

別売

N3WR1PWAS6SVE（シルバーフェイス）

シルバーグレー（ホーローゴトク）

4,800 円（税抜）

N3WR1PWAACSVE（シルバーフェイス）

シアーピンク（ホーローゴトク）

グリルプレート波型

希望小売価格
（税抜）

181,000 円

※油はねガード(LP0152)は別売 3,200 円（税抜)

