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  （リ本 No.1424） 
 

2014 年 8 月 21 日 
三菱電機株式会社 

 
業界初の熱風循環加熱式「びっクリアオーブン」を搭載し、調理もお手入れも簡単 
三菱 IH クッキングヒーター「びっくリング IH」新商品発売のお知らせ 

 
三菱電機株式会社は、IH クッキングヒーターの新商品として、業界で初めて※1庫内底面をフラ

ットにした熱風循環加熱式オーブンを搭載し、調理もお手入れも簡単にできるビルトイン型 IH
クッキングヒーター「びっくリング IH」PT34H シリーズを 10 月 21 日に発売します。 

※1：2014 年 8 月 21 日現在 
 

 
CS-PT34HNWSR（3 口 IH タイプ） 

 新商品の特長  

1．業界初、熱風循環加熱式「びっクリアオーブン」と、オーブン庫内の底面フラッ

ト化で調理もお手入れも簡単 
・熱風と上ヒーターで食材を加熱する熱風循環加熱式「びっクリアオーブン」で、油を使わず

ヘルシーなノンフライメニューも手軽に調理 
・庫内有効高さを、業界 大※1の 90mm※2にし、ローストビーフやさざえの壺焼き、パウンド

ケーキなどの背が高い料理も丸ごと調理 
・庫内底面がフラットな構造を採用し、お手入れが簡単に 
※2：オーブンネット（グリルあみ）を使用しない場合 

 
2．「スマート・トッププレート」で視認性や操作性を向上 
・「ホワイトナビワイド液晶」の表示文字を従来比 大約 2 倍※3に拡大し、視認性を向上。 
・調理メニュー選択に、スクロール式を採用し、直感的に操作可能 
・グリルメニューを押すと、LED が点灯し操作を誘導するアシスト機能を搭載 
※3：2011 年発売 CS-PT31HNWSR との比較 

 
3．業界唯一の加熱制御「びっくリング加熱」で本格料理を手軽に調理 
・業界 大※1直径 26cm の大口径 IH コイル「びっくリングコイル P（プレミアム）」搭載し、

より均一で、より多彩な加熱「びっくリング加熱」を実現 
・交互対流を自動で行う「対流煮込み加熱＜プラス＞」機能を搭載し、煮物を煮崩れなく調理

でき、鍋底のこげつきも抑制 
・「ゆでもの加熱」「フライパン鍋肌加熱」など多彩な加熱機能で簡単調理 

 発売の概要  

商品名 形名 タイプ
プレート

幅 
希望小売価格 

（税抜き・据付費別） 
発売日 

月産

台数

三菱 IH 
クッキングヒーター 

CS-PT34HNWSR 3 口

IH 
75cm 425,000 円 

10月21日
1,000
台 CS-PT34HNSR 60cm 405,000 円 

 

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 TEL 03-3218-2333 FAX 03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部 
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 発売の狙い  

2013 年度の IH クッキングヒーターの需要は、約 10 年前の IH クッキングヒーターからの買い

替え需要や消費税増税前の駆け込み需要の影響で約 78 万台（前年比約 106%）となりました※4。

2014 年度は、増税後の反動が予測されるものの、引き続き買い替えによる需要活性化で安定した

需要が見込まれます。 
当社は今回、独自の「びっくリング加熱」に加え、業界で初めて※1 熱風循環加熱式オーブンを

搭載して調理もお手入れもしやすくした、IH クッキングヒーター「びっくリング IH」PT34H シ

リーズを発売します。 
※4：一般社団法人日本電機工業会（JEMA）の統計データ 

 特長の詳細  

1．業界初熱風循環加熱式「びっクリアオーブン」と、オーブン庫内の底面フラット化で、調理

もお手入れも簡単 
・大型のファンで熱風を循環させて食材を包み込むように焼き上げる、新加熱方式を採用した

ことで、油で揚げずに高温の熱風で食材を加熱できるようになり、から揚げや海老フライ、

野菜チップスなどヘルシーな料理も可能になりました。 
・オーブン庫内の有効高さを業界 大※1の 90mm※2にし、ローストビーフやさざえの壺焼きや

パウンドケーキなど背の高い食材が丸ごと調理できます。 
・従来搭載していた下ヒーター（シーズーヒーター）を無くすことにより、庫内底面がフラッ

トになったことで、お掃除が簡単にできます。また、下からの加熱を熱風循環加熱式にする

ことで、庫内底面の温度上昇を抑え、オーブントレイ（受け皿）に落ちた脂の庫内への飛び

散りを抑制します。 
・パラジウム＋プラチナ触媒により、調理中の煙を抑制する脱煙機能「パラジウム脱煙＜プラ

ス＞」も引き続き搭載しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有効高さ
90mm

熱風循環加熱式 「びっクリアオーブン」

熱風を循環

前方 後方

※2

脱煙機能「パラジウム脱煙＜プラス＞」

ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ+ﾌﾟﾗﾁﾅ触媒
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2．「スマート・トッププレート」で視認性や操作性を向上 
・トッププレート操作部に搭載した「ホワイトナビワイド液晶」内の表示文字を従来比 大約

2 倍※3に拡大し、視認性を向上しました。また、調理メニュー選択にスクロール式を採用し、

直感的に操作ができます。 
・グリルメニューボタンを押すと LED が点灯し、次の操作を誘導します。初めて使用される方

にも使いやすい操作性を実現しました。 
・電源を入れた時に、「火加減クッキリサイン」の LED が左側から中央、右側へ流れるように

点灯し、さらにスタート表示のメロディと液晶表示で楽しい調理のはじまりを演出します。 

 
 
3．業界唯一の加熱制御「びっくリング加熱」で本格料理を手軽に調理 
・業界 大※1となる直径 26cm の大口径 IH コイル「びっくリングコイル P（プレミアム）」を

搭載し多彩な加熱「びっくリング加熱」を実現します。 
・自動で交互対流を起こして食材全体に煮汁をいき渡らせて旨味をしみ込ませる「対流煮込み

加熱＜プラス＞」を搭載し、煮物料理も煮崩れなく美味しく仕上げます。さらに、鍋底の加

熱箇所を分散させながら順番に加熱する制御で鍋底のこげつきも抑えます。 
・麺類や根菜などには、ふきこぼれを抑制しながら上手に加熱する「ゆでもの加熱」や、野菜

炒めや炒飯などの炒め物調理にはフライパンの側面まで加熱する「フライパン鍋肌加熱」で

料理をひと味上へ仕上げます。 

 

 その他の特長  

スマートフォン用アプリ「三菱電機レシピ」でお料理をもっと楽しく便利に 
製品に表示された QR コードをスマートフォンで読み込むだけで、当社製品独自の機能を活か

した多彩なレシピを紹介する WEB レシピサイト「三菱電機レシピ」へアクセスできます。 
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 主な仕様  

 3 口 IH タイプ 

形名 CS-PT34HNWSR CS-PT34HNSR 

グリルディッシュ ○ 

トッププレート色 プレミアムシルバー 

本体色 シルバー 

電源 単相 3 線式 200V（50／60Hｚ） プラグ 250V、30A 

大消費電力 5.8kW（4.8kW、4.0kW に切り替え可） 

ヒ
ー
タ
ー 

左・右 IH 左 IH3.0kW：びっくリングコイルＰ（プレミアム）、右 IH3.0kW 

中央 IH IH：1.5kW 

グリル 1.8kW 

プ
レ
ー
ト

プレート幅 75cm 60cm 

火加減サイン 3 色サイン（レッド&ブルー&ピンク） 

液晶表示部 ホワイトナビワイド液晶 

操
作

左・右・中央 IH ダイヤル操作＋上面 

グリル オール上面操作（庫内照明は正面） 

温度センサー（IH） 左右 IH（光センサー&ツインメタルセンサー）、中央 IH（メタルセンサー） 

対流煮込み加熱 （左 IH・火加減 3 段階） 

揚げ物機能 左右同時可（設定温度 140℃～200℃・200g 少量油対応） 

保温機能 左右 IH（80℃設定） 

待機時消費電力 ゼロ（オートパワーオフ機能付） 

脱煙機能 パラジウム脱煙＜プラス＞ 

グリル 
熱風循環加熱式、水無し両面自動焼き 

オーブン機能、庫内照明 
グリル庫内コート 炭コーティング 

便利機能 独立切タイマー、簡単タイマー、おそうじガイド、ピークカット 

安全機能 
光センサー、高温注意ランプ、温度過昇防止、チャイルドロック 

切り忘れ防止機能、空焼き自動停止、鍋無し自動停止、小物検知、地震感知器

外形寸法 
プレート幅 75cm：幅 748×奥行 553×高さ 231mm 
プレート幅 60cm：幅 598×奥行 553×高さ 231mm 

質量 約 27kg 約 25kg 
 
 

 その他発売機種の概要  

商品名 形名 タイプ 
プレート

幅 
希望小売価格 

（税抜き・据付費別） 
発売日 

月産 
台数 

三菱 IH 
クッキング 
ヒーター 

CS-T34HNWSR 

3 口 
IH 

75cm 400,000 
10月 21日 500 台 

CS-T34HNSR 60cm 380,000 
CS-T34VNWSR 75cm 365,000 

12 月 1 日 

800 台 
CS-T34VNSR 60cm 345,000 
CS-T34VWS※5 75cm 330,000 
CS-T34VS※5 60cm 310,000 
CS-G34VNWSR 

2 口

IH+RH

75cm 345,000 

2,000台
CS-G34VNSR 60cm 325,000 
CS-G34VWS※5 75cm 310,000 
CS-G34VS※5 60cm 290,000 

※5：グリルディッシュなし 
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 その他発売機種代表形名の仕様  

 3 口 IH タイプ 2 口 IH＋ラジエントタイプ 
形名 CS-T34HNWSR CS-T34VNWSR CS-G34VNWSR 

グリルディッシュ ○ 
トッププレート色 プレミアムシルバー 

本体色 シルバー 
電源 単相 3 線式 200V（50／60Hｚ） プラグ 250V、30A 

大消費電力 5.8kW（4.8kW、4.0kW に切り替え可） 

ヒ
ー
タ
ー 

左・右 IH 
左 IH3.0kW：びっくリン

グコイル H（ハイグレー

ド）、右 IH：3.0kW 

左 IH3.0kW：びっくリン

グコイル V（バリュー）、

右 IH：3.0kW 

左 IH3.0kW：びっくリングコ

イル V（バリュー）、右 IH：

3.0kW 
中央ヒーター IH：1.5kW RH：1.2kW 

グリル 1.8kW 

プ
レ
ー
ト

プレート幅 75cm 75cm 75cm 
火加減サイン 3 色サイン（レッド&ブルー&ピンク） 
液晶表示部 ホワイトナビワイド液晶 

操
作 

左・右 IH 上面＋ダイヤル操作 
中央ヒーター 

・グリル 
オール上面操作（庫内照明は前面） 

温度センサー（IH） 左右 IH（光センサー＆メタルセンサー） 
対流煮込み加熱 左 IH（火加減 3 段階） なし 

揚げ物機能 左右同時可（設定温度 140℃～200℃・200g 少量油対応） 
保温機能 左右 IH（80℃設定） 

待機時消費電力 ゼロ（オートパワーオフ機能付） 
脱煙機能 パラジウム脱煙機能＜プラス＞ 

グリル 
熱風循環加熱式、水無し両面自動焼き 

オーブン機能、庫内照明 
グリル庫内コート 炭コーティング 

便利機能 独立切タイマー、便利時計、おそうじガイド、ピークカット 

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

外形寸法 
プレート幅 75cm：幅 748×奥行 553×高さ 231mm 
プレート幅 60cm：幅 598×奥行 553×高さ 231mm 

質量 約 26kg 約 26kg 約 25kg 
 

 商標関連  

4 件出願中 

 特許  

18 件出願中 

 製品担当  

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 
TEL：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 
フリーコール：0120-139-365 


