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（リ本 No.1121） 
 

2011 年 8 月 22 日 
三菱電機株式会社 

 
業界初大口径 5 分割マルチコイル「びっくリングコイル」で調理機能向上 
ビルトイン型 三菱 IH クッキングヒーター新商品発売のお知らせ 

 
 三菱電機株式会社は、左 IH ヒーターに業界初※1の大口径 5 分割マルチコイル「びっくリング

コイル」を搭載し、調理機能を向上させたビルトイン型 IH クッキングヒーター新商品 3 タイプ

を 10 月 1 日から順次発売します。内コイルとその外周上に配置した 4 つの外コイルによる 5 分

割マルチコイルを制御することにより、ガスコンロでは困難な加熱部位の切り替えを可能にし、

おいしく効率の良い調理を実現します。 
※1：2011 年 8 月 22 日現在 家庭用ビルトイン型 IH クッキングヒーターにおいて 

         
CS-PT31HNWSR（3 口 IH タイプ）        5 分割マルチコイル 

                       「びっくリングコイル」 
 新商品の特長  

1. 「対流煮込み加熱＜プラス＞」で煮込み料理などを上手に調理 
・5 つのコイルの加熱部位を順に切り替える「対流煮込み加熱＜プラス＞」により、煮込み料

理の煮汁を対流させてうまみを具材にしみ込ませ、肉じゃが調理なら約 40％節電※2 

・鍋底の温度上昇を抑えて焦げ付きを軽減 
・対流を切り替える「ゆでもの加熱」により、麺などをゆでる時の吹きこぼれを抑制 
※2：びっくリングコイル（対流煮込み加熱＜プラス＞）と当社従来ダブルリングコイル（通常加熱）で肉じ 

ゃが 4 人分調理時の消費電力量比較 
2. 「鍋肌加熱」で炒めものもおいしく調理 
・業界 大※1のコイル径 26cm の外コイルの火力を強くし、鍋肌（鍋やフライパンの縁の立ち

上がり部分）もしっかり加熱する「鍋肌加熱」で炒めものをおいしく調理 
・予熱温度（3 段階）を設定すれば、「高感度光センサー」が鍋底温度を検知して自動調節 

3. 「鍋ぴったり加熱」で鍋に合わせて効率良く調理 
・鍋形状に応じて加熱部位を判別し、小鍋や玉子焼き器をムダなく加熱し約 3％節電※3 
・鍋底径 30cm の大鍋やフライパンが使用でき、まとめてたくさん調理ができるので、手間が

省け、餃子 30 個の調理が一度で済むので約 20%節電※4 
※3：びっくリングコイルと当社従来ダブルリングコイルで小鍋（直径 12cm）、玉子焼き器（縦 17cm、横 13cm）

を使用した時の消費電力量比較 
※4：びっくリングコイル：直径 30cm のフライパンで餃子 30 個調理、当社従来ダブルリングコイル：直径 

 26cm のフライパンで餃子 15 個を 2 回調理での消費電力量比較 

 発売の概要  

商品名 形名 タイプ プレート幅
希望小売価格 

（税込・工事費別）
発売日 月産 

台数 
CS-PT31HNWSR 75cm 420,000 円 1,000 台

CS-PT31HNSR 

 
3 口 IH

 60cm 399,000 円 
10 月 1 日 

1,000 台

ビルトイン型 
三菱 IH 
クッキング 
ヒーター CS-PG21HS 2 口 IH 60cm 336,000 円 10 月 21 日 500 台 

 

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 電話 03-3218-2359 FAX03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部 

高感度光 
センサー

外コイル

（横） 

内コイル

外コイル

（縦） 
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 発売の狙い  

 2011 年度の IH クッキングヒーターの需要は、前年度比 102％の約 92 万台と想定され、新築オ

ール電化住宅とリフォーム市場の拡大により IH クッキングヒーターの普及率も 20％を超えると

想定されます。 
 当社は、業界初の大口径 5 分割マルチコイル「びっくリングコイル」を搭載し、調理機能が向

上したビルトイン型 IH クッキングヒーターの新商品 3 タイプを発売することで、新規の需要や

買い替え需要への販売を強化します。 
 
 特長の補足  

1．｢対流煮込み加熱＜プラス＞｣で煮込み料理などを上手に調理 
・｢対流煮込み加熱＜プラス＞｣では、弱火程度の電力でも部分的に電力を順に集中させることで、

煮汁の対流を生み、ムラ無く仕上げられます。また、加熱部位を順に切り替えているので、同

一箇所の連続加熱とならず、鍋底の温度上昇を抑えて焦げ付きを軽減します。 
・｢ゆでもの加熱｣では、対流を切り替えることにより、麺をゆでる時に発生する泡の増大を抑え、

吹きこぼれを抑制します。 

  
「対流煮込み加熱＜プラス＞」イメージ        ｢対流制御機能｣電力分配制御の例 

 
2．「鍋肌加熱」で炒めものもおいしく調理 
当社従来のダブルリングコイルでは、フライパンを予熱する時に鍋肌まで充分に熱が行き渡ら

ず、鍋底と鍋肌の温度差が約 90℃あるため、鍋肌を使うと炒めものが上手く仕上がらない場合

がありました。今回｢鍋肌加熱｣では、外コイルへの火力配分を約 80%とすることにより、温度

差を約 40℃（予熱機能時）まで改善しました。 

       
鍋肌加熱を活かした調理例（チャーハン）          温度分布比較イメージ 

 
 
 
 
 

：無し

マルチコイルへの電力分配レベル

：大 ：小 ：無し：無し

マルチコイルへの電力分配レベル

：大 ：小

マルチコイルへの電力分配レベル

：大 ：小

マルチコイルへの電力分配レベル

：大 ：小

当社従来コイル 
（ダブルリングコイル） 

びっくリングコイル 

（鍋周囲の赤い部位は加熱エリアを示すイメージ）

対流煮込み加熱 
＜プラス＞ ゆでもの加熱

鍋肌 

鍋肌 

切替切替切替

切替
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3．「鍋ぴったり加熱」で鍋に合わせて効率良く調理 
 小鍋の加熱時は内コイルのみに通電し、玉子焼き器の加熱時は内コイル＋外コイル（縦方向の 

2 ヶ）のみに通電します。また、当社従来のダブルリングコイル比約 1.7 倍の業界 大 26cm の

コイル径を活かし、鍋底径 30cm 大鍋やフライパンでも効率良く調理ができます。 

  
小鍋         コイル通電イメージ 

    
玉子焼き器      コイル通電イメージ 

    
    大鍋（ロールキャベツ）  コイル通電イメージ 
 

 その他の特長  

1．その他の節電・ピークカットのポイント 
・グリル脱煙機能の触媒を低温で活性化できる材質に変更することで、触媒を高温化するヒー

ターを削除し、約 15％節電※5 
・ 大消費電力を 5.8kW から 4.8kW に変更できる｢ピークカット機能｣を搭載し、総電力量の 
抑制に貢献 
※5：当社 2010 年度従来品 CS-T30HNWS との比較 

 

2．多彩な調理が可能なワイドグリル 
・炭コーティングを施した｢遠赤外線炭焼き加熱｣で、焼き魚もこんがりと焼き上がる 
・手作りパンなどが焼ける付属の｢グリルディッシュ＜バリエ＞｣※6は、炊飯やパエリアなどの 
 ご飯料理ができるように形状を変更。付属の｢ディッシュ専用あみ｣を利用すれば、肉の脂を 
落としたヘルシー調理もできる 
※6：グリルディシュ＜バリエ＞搭載機種のみ 

 

3．使いやすさを追求した｢らく楽アシスト｣ 
 ・上面トッププレートやグリルのお手入れ方法を、「おそうじガイド」が中央のホワイトナビ液

晶のイラストで分かりやすく説明 
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 主な仕様  

 3 口 IH 2 口 IH 
形名 CS-PT31HNWSR CS-PT31HNSR CS-PG21HS 

トッププレート色 グレイスシルバー 
電源 単相 3 線式 200V（50／60Hｚ） プラグ 250V、30A 

最大消費電力 5.8kW（ピークカット機能：4.8kW に切替え可能） 
グリルディッシュ 

<バリエ> ○ ― 

レンジフードファン

連動 ○ ― 

左右 IH※7 3.0kW（15 段階） 

中央 IH 1.5kＷ（5 段階） ― 
ヒ
ー
タ
ー グリル SH※8 2.0kW（手動焼き：5 段階） 

プレート幅 75cm 60cm 
火加減サイン 3 色サイン（赤・青・ピンク） 

プ
レ
ー
ト 表示部 中央：ホワイトナビ液晶、左右：ホワイト液晶 

左右 IH 上面＋ダイヤル操作 
中央 IH ダイヤル操作 ― 操

作 
グリル 上面操作 

温度センサー 左右 IH（高感度光センサー＆高感度メタルセンサー） 

IH 便利機能 
3kW キー（左右 IH）、対流煮込み加熱<プラス>（左 IH）、 

ゆでもの加熱（左 IH）、予熱機能（左右 IH）、少量油揚げ物機能（左右 IH）、

保温機能（左右 IH） 
待機時消費電力 ゼロ（オートパワーオフ機能付） 

ワイドグリル 
パラジウム脱煙機能＜プラス＞、水無し両面自動焼き（魚焼き自動 3 メニュー） 

庫内炭コーティング、オーブン機能、庫内照明、お手入れキー 
グリル庫内寸法 幅 363mm×奥行 296mm×高さ 115mm（有効高さ 60mm）

安全機能 高温注意ランプ、温度過昇防止、空焼き自動停止、鍋無し自動停止、 
小物検知、地震感知器、切り忘れ防止、チャイルドロック 

外形寸法 幅 748×奥行 555 
×高さ 237mm 幅 598×奥行 555×高さ 237mm 

質量 約 26kg 約 25kg 約 23kg 
※7：  IH：インダクションヒーター  
※8： SH：シーズヒーター 

 
 特許  
国内 116 件、海外 14 件出願中 

 
 商標  

5 件出願中 
 
 製作担当工場  
三菱電機ホーム機器株式会社 営業部 住設営業課 
〒369-1295 埼玉県深谷市小前田 1728-1 
電話：048-584-7060 
 

 お客様からのお問い合わせ先  
三菱電機お客さま相談センター 
電話：0120-139-365 
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