
毎日を、もっとおいしく、もっと楽しく。

2020 － 2021

総合カタログ
電子レンジ ／ オーブンレンジ

炊飯ジャー ／トースター
ジュースミキサー ／ ハンドミキサー 

調理家電
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電子レンジMicrowave

品番 消費電力（W）
（50Hz/60Hz） 本体サイズ（cm） 庫内寸法（cm） 出力切替（W） 付属品 調理タイマー 質量（kg） 電源コード長（ｍ）

PRE-702B 1150 約44×36.3×25.8 約30.6×30.7×19 700/500/200 ターンテーブル1枚 15分計 約11 約1.5

PRE-701S 1150 約44×35.9×25.8 約30.6×30.7×19 700/500/200 ターンテーブル1枚 15分計 約11 約1.5

品番 消費電力（W）
(50Hz/60Hz） 本体サイズ（cm） 庫内寸法（cm） 出力切替（W） 付属品 調理タイマー 質量（kg） 電源コード長（ｍ）

PRE-101F 950（50Hz）
1300（60Hz） 約48.5×35.4×28.6 約29.5×31.8×18 500/350/解凍（50Hz)

650/500/350/解凍（60Hz) ー 15分 約12.3 約1.5

PRE-650HFT 1300/950 約44×35.9×25.8 約30.6×30.7×19 強/弱/解凍 ターンテーブル1枚 15分計 約11.3 約1.5

レトロ調単機能レンジ PRE-702B

シンプル操作の単機能レンジ PRE-701S

ヘルツフリー単機能レンジ PRE-650HFT

ヘルツフリーフラットレンジ PRE-101F

シンプルなツマミスイッチ
あたため（分）と解凍（ｇ）の
ダブル表示タイマーで使いやすい

庫内広々17L
高さが19cmある広々とした庫内
縦長の食器も出し入れしやすい

シンプルなツマミスイッチ
あたため（分）と解凍（ｇ）の
ダブル表示タイマーで使いやすい

庫内広々17L
高さが19cmある広々とした庫内
縦長の食器も出し入れしやすい

光るタイマー
設定時間が一目で分かるLEDランプ付き
タイマーで、調理時間がわかりやすい

庫内広々17L
高さが19cmある広々とした庫内
縦長の食器も出し入れしやすい

ミラーガラスデザイン

操作しやすいなめらかツマミ

18L広々フラット庫内
お手入れ簡単なフラット庫内
四角い容器のお弁当も置きやすい

ダイヤモンド反射面
加熱の効率が高く、均一に食材を温められる

ワンタッチあたため機能
スタートキーを押すだけの簡単操作

置く場所を選ばない縦開き扉

庫内容量 17L 搭載機能 ヘルツ
フリー

出力切替 強 弱 解凍

庫内容量 17L
出力切替 700W 500W 200W

庫内容量 17L
出力切替 700W 500W 200W

庫内容量 18L 搭載機能 ヘルツ
フリー

チャイルド
ロック

出力切替
（50Hz） 500W 350W 解凍

（60Hz） 650W 500W 350W 解凍

※ヘルツフリーいついては、P7をご覧ください。

※ヘルツフリーいついては、P7をご覧ください。
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品番 消費電力（W）
（50Hz/60Hz） 本体サイズ（cm） 庫内寸法（cm） ヒーター出力（W）

〈グリル・オーブン〉
出力切替（W）

〈レンジ〉
温度調節（℃）
〈オーブン〉 付属品 質量

（kg）
電源コード長

（ｍ）

PRV-201（K）
PRV-201（W）

レ ン ジ  ： 920/1250
グ リ ル  ： 1250
オーブン ： 1250

約46.1×36×29.3 約28×28.6×16.8 1200
（上750・下450）

500/200（50Hz)
650/500/200（60Hz)

40（発酵）
100～200

回転台1枚 
ターンテーブル1枚 約13.1 約1.5

PRV-201（W）

PRV-201（K）

品番 消費電力（W）
〈炊飯時〉

消費電力（Wh）
〈保温時〉 本体サイズ（cm） 最大炊飯量 付属品 質量（kg） 電源コード長（ｍ）

PHS-433M 119.25 19 約24.2×28.5×21 3.5合 しゃもじ・おかゆ用おたま 
しゃもじ受け・計量カップ 約2.95 約1.0

品番 消費電力（W） 本体サイズ（cm） 庫内寸法（cm） 火力調整（W） 焼き網 受け皿 調理タイマー 質量（kg） 電源コード長（m）

PTO-1201S 1200 約38×33×20.2 約27×26.1×8 1200/900/600/300 メッシュ ○ 15分計 約3.5 約1.1

PTO-D902A 900 約31×23.5×22 約26×18×19.4 900/540/360 ○ ○ 15分計 約2.7 約1.1

PTO-D901A 900 約31×23.5×22 約26×18×19.4 900 ○ ○ 15分計 約2.6 約1.1

庫内容量 16L トースト 食パン
2枚焼き 搭載機能 ヘルツ

フリー
重量
センサー

温度
センサー

出力切替 レンジ
解凍

オーブン
生地発酵 グリル

最大
炊飯量 3.5合 搭載機能 予約炊飯 保温

炊飯
メニュー 白米 早炊き 玄米 おかゆ

Toasterオーブンレンジ トースターMicrowave oven

炊飯ジャーRice cooker

重量センサー搭載で
簡単あたため＆解凍

PRV-201 ４段階の選べる火力！ 1200W PTO-1201S

３段階の選べる火力 900W PTO-D902A(W)

シンプル操作の 900W PTO-D901A（W)
「3.5合」炊き
コンパクトマイコン炊飯ジャー

PHS-433M

食パンも焼ける
12通りの自動メニュー
あたため、解凍を含めた12通りの日常的な
メニューをセレクト

重量センサー＆温度センサー
食材の重さを感知して、あたため時間を自動で設定

生地発酵もできるオーブン機能
パン・お菓子・ケーキなどに対応

便利な付属品
しゃもじ、おかゆ用おたま、計量カップ付き

収納便利な電源コード
本体に収納できるコードレール式

使いやすいシンプル機能
見やすく大きなボタンデザイン

取り外せる内ぶた
内ぶたを取り外して洗えるから清潔

食材がくっつきにくいメッシュ網
小さな食材も落ちにくく出し入れが安心
※焼き網は取り外して洗えます

家族の朝食に4枚同時焼き
食パンなら4枚
切りもちなら12個一度に調理

4段階の選べる火力切替
バターロールのあたためは300W

冷凍ピザなら1200Wと、最適火力で調理ラクラク

火力切替でお好み調理
グラタンなら540W
クロワッサンなら360W

小さくても広々庫内
本体サイズがコンパクトでも
食パンを2枚同時に焼ける

※ヘルツフリーいついては、P7をご覧ください。

トースト 食パン
4枚焼き 火力調整 1200W 900W 600W 300W

焼 き 網 付 属 品メッシュメッシュ 受け皿

トースト 食パン
2枚焼き 火力調整 900W 540W 360W

焼 き 網 付 属 品 受け皿ストレートストレート

トースト 食パン
2枚焼き 火力調整 900W

焼 き 網 付 属 品 受け皿ストレートストレート
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※連続使用等でモーターが高温になった時、保護装置が働いて運転を停止します。

品番   消費電力（W） 本体サイズ（cm） 回転数（回/分） 定格時間（分） ボトル容量（ml） 質量（kg） 電源コード長（m）

PMP-22（W） 215 約14.9×16.3×33.9 約18,000 4 約800 約2.2 約1.4

PMP-M44（W） 215 約14.9×16.3×33.9 約18,000 ジュースボトル 4
ミルボトル 1

ジュースボトル 約800
ミルボトル 約200 約2.5 約1.4

品番 消費電力（W） 本体サイズ（cm） 付属品 質量（kg） 電源コード長（m）

PMH-121N 120 約21×19×9 収納ケース 約0.85 約1.8

回 転 数 約18,000
回/分 ボトル容量 約800ml 搭載機能 コンパクト

収納
モーター
保護装置

※

回 転 数 約18,000
回/分

ジュースボトル
容量 約800ml ミルボトル

容量 約200ml

搭載機能 コンパクト
収納

モーター
保護装置

※

搭載機能 スピード
4段階切替

Hand mixerジュースミキサー ハンドミキサーJuice mixer
800mL ジュースミキサー PMP-22(W) 簡単スピード切替で

使いやすい
PMH-121N

場所をとらないコンパクト収納
収納時はボトルを逆さにしてコンパクトに

庫内広々17L
高さが19cmある広々とした17L庫内
縦長の食器も出し入れしやすい

安全設計
本体にボトルがセットされていないと動作しない安全設計

シンプル操作のピアノボタン
入/切/フラッシュ切替

調理中でも立てられる
手を離したい時に
立てて置けるので便利

収納ケース付き
保管中にほこりがつかない
専用ケース付き

スピード4段階切替
スロー攪拌からハイパワー120Wまで、4段階にスピード切替可

少し長めの1.8mコード

便利なミル付きで多彩な調理
ジュースはもちろん
マヨネーズやドレッシング、ふりかけも

チタンコーティングカッター
ミルに適した丈夫なチタンを
カッターにコーティング

場所をとらないコンパクト収納
収納時はボトルを逆さにしてコンパクトに

外して洗える清潔ガラスボトル
ガラスボトルを外せるからすみずみまで、きれいに洗える

シンプル操作のピアノボタン
入/切/フラッシュ切替

1台2役
ミル付きジュースミキサー

PMP-M44(W)

日本国内には、交流電源の周波数について東日本の50Hzと西日本の60Hzの
相違があります。
ヘルツフリー製品は、内部で周波数を変換するので全国どこでも周波数に関係
なく使用することができ、引越しの多い方に便利です。
沖縄県は60Hzです。

ヘルツフリーについて



安 全 と ご 使 用 に 関 す る ご 注 意

ISO14001 ： 2015認証取得
ISO9001 ： 2015認証取得

ユアサプライムス
株式会社は品質マ
ネジメントシステ
ムISO9001及び環
境マネジメントシ
ステムISO14001の
認証を取得してい
ます。

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
● 電源は必ず適正配線されたコンセントからご使用ください。
　 消費電力が１kw 以上の機器は、定格 15Ａ 以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。定格 15Ａ 以下の電源コンセントに接続しますと、火災の原因となります。
● このカタログ製品は、一般家庭機器として設計しています。 一般家庭用以外（たとえば業務用の使用、車両、船舶への搭載）では使用しないでください。故障・火災の原因になります。
● 当社はこの調理家電機器の補修用性能部品を製造打切後、当社基準に基づき保有しています。

電子レンジ

● 電子レンジの近くでは無線機器（無線 LAN など）の通信機能が低下することがあります。
● ミックスベジタブルや根菜類は、少量での加熱をしないでください。
● 食品・油・煮汁などで汚れたままにしたり、そのままの状態で加熱しないでください。
● 電波の出口を保護しているカバー（雲母板）に食品カスがついたまま使用すると、発煙・発火しやすいため、こまめにお手入れしてください。このカバーは絶対に外さないでください。

オーブンレンジ
● 調理以外の目的に使わないでください。
● テレビやラジオから3m 以上離してください。

炊飯ジャー
● 炊飯直後や保温中にふたを開けて、露が外などに流れ落ちた場合はふき取ってください。
● 高温部にはさわらないでください。やけどの原因になります。
● しゃもじを入れたまま保温しないでください。

トースター
● タイマーツマミを固定したり回し過ぎない。火災の原因になります。
● アルミホイルをパンくずトレイに敷かない。故障の原因になります。
● 本体の天面に受け皿や熱に弱い容器などを置いたまま調理しない。天面が変色したり、容器が変形します。

ジュースミキサー
● 40℃以上の材料は入れないでください。
● 空回ししないでください。最少量より少ない材料で使わないでください。
● 4 分間以上続けて使用するときは、4 分毎に 2 分間休止して、運転時間の合計が 15 分を超えないようにしてください。

ミル付き
ジュースミキサー

● ミルの動作時間は合計 1 分以内にしてください。

ハンドミキサー
● 回転中のビーターに手、ヘラ、スプーンなど触れないでください。
● 食器洗い乾燥機や食器乾燥機は使わないでください。

次のような方は特にご注意を！
● 乳幼児や身体の不自由な方は付き添いなしでのご使用はお止めください。

長年ご使用の調理家電機器は良く点検してからご使用ください。

こんな症状はありませんか？
● 電源コードやプラグが異常に熱い。
● 電源コードに深いキズや変形がある。
● 異常な音や焦げくさい臭いがする。
● 自動的に切れないことがある。 

● スパーク（火花）や煙が出ることがある。
● 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
● 電源コードを折曲げると通電したり、しなかったりする。
● その他異常や故障がある。

異常があればご使用中止！ 故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込プラグを外して、 
必ず販売店にご相談ください。

愛情点検

経年劣化による
ご注意

長年使用している調理家電機器は、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用
いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。
ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については
販売店にご相談ください。

お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で…販売店名

KITCHEN COLLECTION

ユアサプライムス株式会社
http://www.yuasa-p.co.jp/
〈本社〉〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9番 8号
〈支店〉札幌・東北・名古屋・大阪・福岡
■仕様及び外観は製品改良のためお断わりなく変更する場合がありますのでご了承ください。 ■印刷の色は製品と多少異なります。

■使用例・イラストはイメージです。 ■このカタログは 2020年 10月現在  のものです。


