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EPJS-24Ｆ 081969
EPORAS JAPAN 超 
平底フライパン 24㎝
¥8,000 入数：10

JAN：4975192 081969
製寸 ：約240×445×100㎜
製重 ：約980ｇ
甲寸 ：約550×330×320㎜
甲重 ：約11.0㎏
本深 ：約50㎜
底の厚さ/1.6㎜（プレス加工）       

EPJS-26Ｆ 081976
EPORAS JAPAN 超 
平底フライパン 26㎝
¥8,500 入数：10

JAN：4975192 081976
製寸 ：約260×465×110㎜
製重 ：約1,160ｇ
甲寸 ：約560×370×350㎜
甲重 ：約13.0㎏
本深 ：約60㎜
底の厚さ/1.6㎜（プレス加工）       

EPJS-26I 081983
EPORAS JAPAN 超 
平底炒め鍋 26㎝
¥8,000 入数：10

JAN：4975192 081983
製寸 ：約255×465×105㎜
製重 ：約870ｇ
甲寸 ：約570×350×220㎜
甲重 ：約10.0㎏
本深 ：約70㎜
底の厚さ/1.2㎜（プレス加工）       

EPJS-28I 081990
EPORAS JAPAN 超 
平底炒め鍋 28㎝
¥8,500 入数：10

JAN：4975192 081990
製寸 ：約275×508×125㎜
製重 ：約985ｇ
甲寸 ：約600×400×250㎜
甲重 ：約11.5㎏
本深 ：約76㎜
底の厚さ/1.2㎜（プレス加工）       

EPJS-30I 082003
EPORAS JAPAN 超 
平底炒め鍋 30㎝
¥9,500 入数：10

JAN：4975192 082003
製寸 ：約300×533×125㎜
製重 ：約1,090ｇ
甲寸 ：約640×430×235㎜
甲重 ：約12.8㎏
本深 ：約78㎜
底の厚さ/1.2㎜（プレス加工）       

EPJS-33I 082010
EPORAS JAPAN 超 
平底炒め鍋 33㎝
¥10,000 入数：10

JAN：4975192 082010
製寸 ：約330×563×128㎜
製重 ：約1,305ｇ
甲寸 ：約670×450×260㎜
甲重 ：約15.0㎏
本深 ：約85㎜
底の厚さ/1.2㎜（プレス加工）       

EPJS-30DI 082058
EPORAS JAPAN 超 
深型炒め鍋 30㎝
¥10,500 入数：10

JAN：4975192 082058
製寸 ：約300×530×140㎜
製重 ：約1,110ｇ
甲寸 ：約690×410×235㎜
甲重 ：約13.0㎏
本深 ：約100㎜
底の厚さ/1.2㎜（プレス加工）       

EPJS-33DIH 082065
EPORAS JAPAN 超 
深型炒め鍋補助取っ手付 33㎝
¥11,500 入数：10

JAN：4975192 082065
製寸 ：約333×590×155㎜
製重 ：約1,420ｇ
甲寸 ：約710×440×235㎜
甲重 ：約16.5㎏
本深 ：約105㎜
底の厚さ/1.2㎜（プレス加工）       

EPJS-30SDI 082072
EPORAS JAPAN 超 
スピン深型炒め鍋 30㎝
¥10,000 入数：10

JAN：4975192 082072
製寸 ：約300×520×165㎜
製重 ：約1,100ｇ
甲寸 ：約690×410×235㎜
甲重 ：約12.8㎏
本深 ：約100㎜
底の厚さ/1.6㎜（スピン加工）       

EPJS-32DIH 082089
EPORAS JAPAN 超 
スピン深型炒め鍋補助取っ手付 32㎝
¥11,000 入数：10

JAN：4975192 082089
製寸 ：約323×570×173㎜
製重 ：約1,330ｇ
甲寸 ：約710×440×235㎜
甲重 ：約15.5㎏
本深 ：約105㎜
底の厚さ/1.6㎜（スピン加工）       

窒化処理断面
「窒化処理」とは航空機や自転車部品のサビ防止に
用いられてきた表面処理技術。これを調理器具にも
応用し、鉄の表面を窒素で硬化させることで、高い
耐腐食性と耐摩耗性を持つ鉄鍋が実現しました。

酸化膜層
窒素で
強化された層
拡散層

EPJS-20Ｆ 081952
EPORAS JAPAN 超 
平底フライパン 20㎝
¥7,500 入数：10

JAN：4975192 081952
製寸 ：約200×400×100㎜
製重 ：約730ｇ
甲寸 ：約360×280×210㎜
甲重 ：約8.5㎏
本深 ：約45㎜

材質/本体：鉄（スーパーグレー３層窒化処理)　取っ手：天然木

●鉄と特殊窒化処理技術を融合させた鉄製炒め鍋です。
●特殊窒化処理技術により、強度を備え、キズに強い炒め鍋です。
●一般的な鉄製炒め鍋と比較し、極めてサビにくく、お手入れが簡単。

＜スーパーグレー３層窒化処理＞

底の厚さ/1.6㎜（プレス加工）       
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EPJ-24Ｆ 081501
EPORAS JAPAN 
平底フライパン 24㎝
¥4,200 入数：10

JAN：4975192 081501
製寸 ：約240×445×100㎜
製重 ：約980ｇ
甲寸 ：約550×330×320㎜
甲重 ：約11.0㎏
本深 ：約50㎜
底の厚さ/1.6㎜（プレス加工）       

EPJ-26Ｆ 081518
EPORAS JAPAN 
平底フライパン 26㎝
¥4,600 入数：10

JAN：4975192 081518
製寸 ：約260×465×110㎜
製重 ：約1,160ｇ
甲寸 ：約560×370×350㎜
甲重 ：約13.0㎏
本深 ：約60㎜
底の厚さ/1.6㎜（プレス加工）       

EPJ-26I 081525
EPORAS JAPAN 
平底いため鍋 26㎝
¥4,000 入数：10

JAN：4975192 081525
製寸 ：約255×465×105㎜
製重 ：約870ｇ
甲寸 ：約570×350×220㎜
甲重 ：約10.0㎏
本深 ：約70㎜
底の厚さ/1.2㎜（プレス加工）       

EPJ-28I 081327
EPORAS JAPAN 
平底炒め鍋 28㎝
¥4,500 入数：10

JAN：4975192 081327
製寸 ：約508×275×125㎜
製重 ：約985ｇ
甲寸 ：約600×400×250㎜
甲重 ：約11.5㎏
本深 ：約76㎜
底の厚さ/1.2㎜（プレス加工）       

EPJ-30I 081334
EPORAS JAPAN 
平底炒め鍋 30㎝
¥5,000 入数：10

JAN：4975192 081334
製寸 ：約533×300×125㎜
製重 ：約1,090ｇ
甲寸 ：約640×430×250㎜
甲重 ：約12.8㎏
本深 ：約78㎜
底の厚さ/1.2㎜（プレス加工）       

EPJ-33I 081341
EPORAS JAPAN 
平底炒め鍋 33㎝
¥5,500 入数：10

JAN：4975192 081341
製寸 ：約565×330×128㎜
製重 ：約1,305ｇ
甲寸 ：約670×450×260㎜
甲重 ：約15.0㎏
本深 ：約85㎜
底の厚さ/1.2㎜（プレス加工）       

EPJ-30DI 081730
EPORAS JAPAN 
深型炒め鍋 30㎝
¥5,500 入数：10

JAN：4975192 081730
製寸 ：約300×530×140㎜
製重 ：約1,110ｇ
甲寸 ：約690×410×235㎜
甲重 ：約13.0㎏
本深 ：約100㎜
底の厚さ/1.2㎜（プレス加工）       

EPJ-33DIH 081747
EPORAS JAPAN 
深型炒め鍋補助取っ手付 33㎝
¥6,500 入数：10

JAN：4975192 081747
製寸 ：約333×590×155㎜
製重 ：約1,420ｇ
甲寸 ：約710×440×235㎜
甲重 ：約16.5㎏
本深 ：約105㎜
底の厚さ/1.2㎜（プレス加工）       

EPJ-30SDI 081754
EPORAS JAPAN 
スピン深型炒め鍋 30㎝
¥6,000 入数：10

JAN：4975192 081754
製寸 ：約300×520×165㎜
製重 ：約1,100ｇ
甲寸 ：約690×410×235㎜
甲重 ：約12.8㎏
本深 ：約100㎜
底の厚さ/1.6㎜（スピン加工）       

EPJ-32SDIH 081761
EPORAS JAPAN 
スピン深型炒め鍋補助取っ手付 32㎝
¥7,000 入数：10

JAN：4975192 081761
製寸 ：約323×570×173㎜
製重 ：約1,330ｇ
甲寸 ：約710×440×235㎜
甲重 ：約15.5㎏
本深 ：約105㎜
底の厚さ/1.6㎜（スピン加工）       

EPJ-20Ｆ 081495
EPORAS JAPAN 
平底フライパン 20㎝
¥3,800 入数：10

JAN：4975192 081495
製寸 ：約200×400×100㎜
製重 ：約730ｇ
甲寸 ：約360×280×210㎜
甲重 ：約8.5㎏
本深 ：約45㎜

材質/本体：鉄（シリコン焼付け塗装）　取っ手：天然木

●使い込むほどに油なじみが良くなる！
●強火調理に最適、家庭でプロの味！

＜シリコン焼付け塗装＞
ブルーテンパー（焼色鋼板）
普通鋼板の表面に熱処理で酸化皮膜を形成した鋼板です。
一般的な鋼板に比べて、表面に細かな凹凸ができ、油なじみが
良く、錆びにくい特徴がある上質な鋼板です。ブルーテンパー
（焼色鋼板）はエポラスの鋼板です。

底の厚さ/1.6㎜（プレス加工）       

chukun
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