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「家事時短要請」
「安心・安全・快適要請」の益々の高まりをうけて
【らく快適な】ビルトインコンロ FACEIS（フェイシス）をフルモデルチェンジ！
2017 年 9 月発売
株式会社パロマ（愛知県名古屋市 / 代表取締役社長：小林弘明）は、ガスビルトインコンロ
「FACEIS（フェイシス）」をフルモデルチェンジし、9 月 1 日より発売いたします。
フェイシスは 2014 年 9 月の発売以来、お求めいただきやすい中上級ゾーンの価格帯でありながら、
高いデザイン性を有している点に大変ご好評をいただいております。
この度のフルモデルチェンジでは、まず FACEIS の名前の由来でもある「顔（FACE）」に着目し、
鏡面風に輝くジュエルシルバーの前面パネルや、メッキ加工をあしらった操作ボタンとすることで
高級感を向上させました。
また、アイランド型のグリル排気口構造やすっきりフレームトップ構造を採用。機能面ではラ・クッ
クオート機能を新たに搭載。2015 年 9 月発売以来グリルのお手入れ軽減になるとご好評をいただ
いているふた付きグリル調理容器ラ・クック（別売）での自動調理が可能になり、増加の一途をた
どる共働き世帯にも家事の時短や快適性を向上。高齢人口の増加に伴うさらなる安心・安全要請へ
の対応も目指しました。

【フェイシス】
FACEIS は「FACE IS SIMPLE」の略語です。
従来 Faceis の「清掃性」「安全性」「利便性」
「デザイン性」の更なる向上をはかった
【らく快適な】ビルトインコンロです。

PD-810WV-75GJ 他
希望小売価格：75cm タイプ 210,000 円（税別）
60cm タイプ 205,000 円（税別）
発売予定日：2017 年 9 月 1 日

新機能の特長

■デザイン性と清掃性の実現

すっきりフレームガラストップ
クリアガラストップシリーズに気高い美しさが際立つ3色の新色が登場。
新構造の「すっきりフレーム」ガラストップ採用でガラス端面を保護しな
がらも清掃性もアップしました。

グリル排気口アイランド構造※
グリル排気口まわりのつぎ目を少なくし、凹凸を減らしました。

見た目にもすっきり開放感のあるフラットシンプルなトッププレートです。

※トップ75㎝のみ

※写真はクリアガラストップタイプです。

グリル排気口周囲カバー&ちり受け（同梱）
グリル排気口カバーと着脱できるちり受け皿（左右各1個）を採用し
ました。野菜くずなどの落ち込みをしっかりガード。お手入れがしや
すくなりました。

※別途オーブンを接続させる場合はカバーを取り外す必要があります。
※お客様でカバーを外すことはできません
※ガラストップ75cmタイプは周囲スペースがないため同梱しておりません

輝くジュエルシルバー＆フラットフェイスの前面パネル
プッシュ＆ダイヤル操作ボタン
鏡面風・クリスタル感などの質感でキッチンを華やかに。

コンロの火力は、操作ボタンを使って無段階に調整できます。

ダイヤル操作もスムーズにでき、微妙な火加減も細かい調節
も思いのまま。料理好きな人に嬉しい仕様です。

■調理便利機能

ラ・クックオートメニュー機能
別売のラ・クックを使用し、調理のモードとお好みの焼き加減

を設定するだけで、
グリル庫内を汚すことなく様々なメニュー
を自動で焼き上げます。

あたためモード
揚げものなどのあたため直しも、
グリルにおまかせ。便利なオー

トメニューで、フライや天ぷらの衣はカラッと、たい焼きなどの
皮はパリッとおいしく自動で仕上がります。

※食材によってはアルミ箔の使用を推奨します。

とろ火モード
火加減が難しく、焦げつきや吹きこぼれが気になる煮もの・煮込み料理や保温。

極小インプット0.25kW（215kcal）※を実現したとろ火モードを使えば、長時間コト

コト煮るメニューも安心して調理でき、おいしく仕上がります。
（後コンロのみ）
※13Aの場合

写真はイメージです

スムーズスライドレール式グリル
美しさにも操作性にもこだわり、
より滑らかに開閉できるスライドレール構造を

採用しました。軽い力でもスーッと動いて気持ちよく使え、
グリルをもっと活用し
たくなります。

その他の機能

■コンロ調理機能

温度キープ機能
お好みの温度を設定すればメニューにあわせて微妙な火加減も自動で温度をキープして、おいしく簡単に仕上げます。

（左右コンロ同時使用可）

（調理例）
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煮込み・煮もの機能
煮もの調理もコンロにおまかせ。火力を自動調節して焦げつきを抑えながら、
しっかりおいしく煮込むこと
ができます。1〜200分のタイマー設定ができ、長時間火を使う料理にも活躍します。

（左右コンロ同時使用可）

コンロ調理タイマー機能
1分単位で加熱時間が設定できるタイマー機能。設定時間になると電子音でお知らせし、
自動消火。
（左右コンロ同時使用可）

自動炊飯機能
火加減などはコンロにおまかせ。炊飯後は自動消火し、電子音でお知らせします。
（ごはん、おかゆ、
炊き込みモード）
（後コンロ）

湯沸し機能
沸騰を電子音でお知らせし、
自動で消火します。麦茶を沸かしたりするときにも便利な機能です。
（左右コンロ同時使用可）

■グリル調理機能

オートメニュー機能
食材の種類、焼き加減を選ぶだけで、あとはおまかせ。
途中で焼け具合をチェックする手間もなく、自動で焼き
上げます。

※クッキングプレートは別売です。

グリル調理タイマー機能
1〜15分の間でお好みの焼き時間を1分単位で設定できます。

設定時間になると電子音でお知らせし、
自動消火するので焼きすぎの心配がありません。

■清掃性

ツインシールドトップ

煮こぼれの浸入を防ぐパッキンを
外径と内径に装着

バーナーリングの2か所（外径と内径）にパッキンを装着。
煮こぼれなどによる機器内部への侵入を防ぎます。

バーナーリング

イラストはイメージです

すっきりクリーンゴトク
洗いやすさにも拭きやすさにもこだわった、やさしいフォルムのゴトク。
はめやすく、
ズレにくい3点止めです。

■安心・安全機能

さらに安心モード
より安心をお求めの方には、任意でコンロ消し忘れ消火時間を120分→30分、高温調理時消し忘れ消火時間を30分→15分と一括短縮
設定できます。
（一度設定すると設定内容を記憶する為、
ご使用のたびに設定する必要はありません）

グリル排気口遮煙装置”フレームトラップ”
万一、
グリル内の魚などに引火しても、排気口から炎が出ることを
抑制するので、火災への拡大を防止する効果があります。
特許番号：4203521号・4071884号・3953204号・4883588号

万が一に備えた
フレームトラップ

フレームトラップ

排気

フレームトラップ

ここが
ポイント！

グリルを右横から
見たイメージ
※写真はイメージです。

炎を抑制

その他の安心・安全機能
調理油過熱防止装置、立消え安全装置、焦げつき消火機能、消し忘れ消火機能、
グリル過熱防止装置、
コンロ異常過熱防止機能、
チャイルドロック、火力切り替えお知らせ機能、中火点火（左右コンロ）、操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、
レンジフード連動機能

■商品ラインアップ
クリアガラストップ／水なし両面焼グリル

トッププレート 75cm・60cmタイプ

ノーブルグレー

75cm
60cm

PD-810WV-75GJ［71474］
希望小売価格

210,000 円（税抜価格）

オーブン接続非対応

PD-810WV-60GJ［71479］
希望小売価格

205,000 円（税抜価格）

オーブン接続対応

ノーブルシャンパン

ノーブルブラック

PD-810WV-75GN［71475］

75cm

希望小売価格

210,000 円（税抜価格）

PD-810WV-60GN［71480］

60cm

希望小売価格

205,000 円（税抜価格）

75cm

オーブン接続非対応

60cm

オーブン接続対応

PD-810WV-75GX［71484］
希望小売価格

210,000 円（税抜価格）

PD-810WV-60GX［71485］
希望小売価格

205,000 円（税抜価格）

オーブン接続非対応

オーブン接続対応

※GX（ノーブルシャンパン）のみ9月中旬発売予定

トッププレート 75cm・60cmタイプ

ハイパーガラスコートトップ／水なし両面焼グリル

ティアラシルバー

75cm
60cm

PD-810WV-75CV［71478］
希望小売価格

210,000 円（税抜価格）

PD-810WV-60CV［71483］
希望小売価格

205,000 円（税抜価格）

操作パネル

オーブン接続対応

オーブン接続対応

クリアパールブラック

75cm
60cm

PD-810WV-75CK［71476］
希望小売価格

PD-810WV-60CK［71481］
希望小売価格

■左側

205,000 円（税抜価格）

75cm

オーブン接続対応

60cm

オーブン接続対応

PD-810WV-75CD［71477］
希望小売価格

210,000 円（税抜価格）

PD-810WV-60CD［71482］
希望小売価格

205,000 円（税抜価格）

オーブン接続対応

オーブン接続対応

■右側

●煮込み機能
●湯沸し機能
●温度キープ機能（140〜200℃）
●高温炒め機能
●自動炊飯機能（炊込み、おかゆ、ごはん）
●とろ火モード

●ラクックオートメニュー機能
●右コンロ・グリル調理タイマー

（トースト、あたため、干物、切身、姿焼）

●煮込み機能 ●湯沸し機能
●温度キープ機能（140〜200℃）
●高温炒め機能

●
〒467-8585

コンロ

コンロ（1〜120分）、
グリル（1〜15分）

■主な製品機能

左右強火力

温度キープ機能

コンロ調理タイマー
自動炊飯機能
湯沸し機能

煮込み・煮もの機能

本件に関するお問い合わせ

レンジフード連動機能

水なし両面焼グリル

グリル調理タイマー
オートメニュー機能
ワイドグリル

遠赤外線グリル

●

愛知県名古屋市瑞穂区桃園町6番23号
ＴＥＬ

052－824－5121

株式会社 パロマ 販売統括室

家事お助け

●オートメニューモード

グリル

●左コンロ調理タイマー
コンロ（1〜120分）

210,000 円（税抜価格）

クリアパールダークグレー

クリアガラストップ
ハイパーガラスコートトップ
ツインシールドトップ

すっきりクリーンゴトク
グリルサイドカバー

