COOKING
BUILT- IN APPLIANCES

ビルトイン調理機器

※この商品はヨーロッパ仕様です。

調理機器ラインアップ
キッチンライフとシームレスに融合するために、
作り込まれたデザインと機能を兼ね備えたAEG調理機器。
ワンランク上のキッチンライフをお約束します。

機能充実の本格派電気オーブン

71リットルの大容量の庫内で、鶏の丸焼きなどの
大物食材も焼きむらなく、ラクラク調理できます。
プレートを追加すれば、最大3段でお菓子やパン
などを焼くことも。コマンドホイールで直感的に
お好みのオーブン機能をお選びいただけます。
また、160種類のメニューの中からお選びいただ
けるアシスト調理機能（Assisted Cooking）を
内蔵しています。

お好みの焼き加減に仕上げる

標準装備されているフードセンサーを使うと、焼
き加減の難しいローストビーフも失敗なく焼き上
がります。フードセンサーの先端部をお肉の中心
に挿し、もう一方のプラグをオーブン前面にある
コンセントに差し込む。次に中心部の希望温度と
オーブンの加熱温度を設定するとスタート。
中心部
が設定した温度になるとアラームが鳴り、自動的
に調理を終了するオートオフ機能も付いています。

洗練された機能とデザイン
IHクッキングヒーター

高級感溢れる薄くてフラットな耐熱ガラストップ
で、キッチンとシームレスにフィット、お手入れ
も簡単です。天面タッチパネルで操作もスムー
ズ。熱 効率が良く高出力なので、スピーディーな
調理をお手伝いします。

ハイレベルな安全基準を満たした
ガスクッキングヒーター

グレード感に満ちたフラット耐熱ガラストップ。
日本の安全基準である Siセンサーを家庭用海外
メ ー カ ー で は 唯 一 搭 載 。2口 I Hク ッ キ ン グ
ヒーターと組み合わせてお使いいただくことも
※
可能です。
※ HG30201B - B、HG30101B - Bのみ対応。

COOKING

Cooking
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電気オーブン
バラエティ豊かな調理をサポート。機能充実の本格派オーブン。
操作しやすいコマンドホイールを採用。
洋風、和風を問わず、日々の料理からおもてなし料理までをこなすさまざまな
加熱モードを搭載。料理に合わせて選べるマニュアルモードに加え、料理や
食材の分量を選ぶだけで自動調理ができるアシスト調理メニューも充実。
大きな肉などの芯温を測定するフードセンサーや、料理をスムーズに出し
入れできるテレスコピックランナーも標準装備されています。ダイアル式の
コマンドホイールは、使いやすさを高めた直感的な操作を可能にします。

BPK947730M（ビルトインタイプ）
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

幅が広がり見やすくなったディスプレイ
本体上部に備え付けられた庫内ランプボタン
バリエーションが増えたタイマー設定
標準設定で使用できるファストヒートアップ
お料理に合わせて選べる本格的な17種類の加熱モード。
160種類以上のメニューから選べるアシスト調理機能。
フードセンサー：大きな塊肉などの芯温を正確に測定。
設定温度に達すると、自動的に電源が切れるオートオフ機能付き。
テレスコピックランナー：重い食材の出し入れがスムーズ。 ※別売で増設可。
加熱温度：30 ～300℃
セルフクリーニング機能：庫内を500℃まで加熱し、庫内に残った汚れを熱分解して灰塵に。
終了後は、さっと拭くだけの簡単掃除。サイドレールの取り外しも不要です。
ソフトクロージングドア：料理で手がふさがっていてもドアが自然にゆっくり閉まる安心設計。
４層のガラスドア：熱が伝わりにくい安全設計。
庫内容量は71L：大きな食材でも丸ごと調理できる大容量。
コマンドホイール：すべての操作がホイールに集約。直感的に操作できる使いやすさ。
同梱アクセサリー：フードセンサー、テレスコピックランナー（1セット）、ワイヤーシェルフ
（1枚）、
ベーキングトレイ-浅型タイプ
（2枚）、グリル/ローストパン-深型タイプ
（1枚）

調理後の庫内の汚れを高温（500℃）で焼き切るセルフ
クリーニング機能。お掃除が簡単にできます。

例：カウンター下への設置

開口寸法
（幅×奥行き×高さ）
560 × 5８0以上 × 590mm
※キッチンカウンター下へのビルトイン時は、H600mmが必要です。

加熱モード一覧
スタンダード
Grill ／グリル調理

平らな食品の調理や食パン、焼き魚を焼くとき
に。また、グラタンなどの表面に追 加で焦げ目
をつけたいときに

Turbo Grilling ／ターボグリル

大きな肉の塊や骨付きの鶏肉をローストする
ときに。グラタンなどの 焦げ目をつける料 理
にもおすすめ

True Fan Cooking ／トゥルーファン調理

同時に複数段（ 2 ～ 3 段 ）使う調理におすすめ。
パン・ケーキ・料 理までオールマイティに対応 。
また、Special の
「乾燥調理」にも使用

Frozen Foods ／冷凍食品調理

冷凍ピザやスナックなどをこんがりと仕上げる

Conventional Cooking ／上下調理

１段で調理。
ロースト料理や、じっくり鍋ごと煮込む
料理におすすめ

Pizza Function ／ピザ調理

１段で調理。
底面にしっかりと焼き色をつけたい
料理に

Bottom Heat ／下火調理

底面をサクサクした食感に仕上げたい料理や
お菓子を焼くときに。
また、Special の「保存調理」
にも使用

スペシャル
Preserving ／保存調理

ピクルスなどの野菜や果物の保存食品をつくる

Dehydrating ／乾燥調理

スライスしたフルーツ、野菜などを乾燥させる

Plate Warming ／食器温め

盛り付ける食器をあらかじめ温める

Dough Proving ／パン生地発酵

パンを焼く前の生地を発酵させる

例：トールキャビネットへの設置

Defrost ／解凍

冷凍した食品を解凍する

Au Gratin ／グラタン調理

グラタンやラザニアなどに。
また、焼き色をつけ
たい料理に

Slow Cooking ／スロー調理

赤身の柔らかな牛肉・豚肉・魚をローストする

Keep Warm ／保温

でき上がった料理を沸騰しない温度で保温する

Moist Fan Baking ／モイストファンベーク

余 熱 を 利 用し 庫 内 灯 を 消 灯して 調 理 する、
省エネルギーの調理 方法

Bread Baking ／パン焼き

パンを焼くときにおすすめ

※別途キャビネットをご用意ください。
※詳しくは設置マニュアルをご覧ください。
IHヒーターの下にも設置できます。

COOKING / OVEN

Oven

電気オーブンの便利な機能

フードセンサー
ローストビーフなどの大きな肉の中心部に挿すと、調理
中の芯温と残りの調理時間を表示します。設 定温 度に
達するとアラームが鳴り、自動的に調理が終了するので、
焼き過ぎの心配もありません。

テレスコピックランナー（1セット）
プレートをスムーズに出し入れでき、重さのある料理も
負担なく取り出せます。セルフクリーニングの際も取り
外し不要です。
※別売りで最大4段分まで増やすことができます。
※実際の製品の色味はグレーになります。

ソフトクロージング機能
ドアが特定の角度まで来たら自然にゆっくり閉まる機能
を装備。料理を取り出した後、両手がふさがっていても
安心です。

安全性重視の4層ガラスドア
オーブンドアのガラスパネルは4層。庫内の熱が伝わり
にくい安全設計です。また、ガラスパネルは取り外して
お掃除ができ、いつもガラス面の透明感を保ちます。

50℃
以下

Oven Accessories

別売品

※同梱のプレートとは仕様が異なりますのでご注意ください。

ノンスティック深型プレート
（A4OZDT01）

ノンスティック浅型プレート
（A4OZCT01）

ベーカリートレー
（A9OZBT10）

・ OVEN ACCESSORIES
COOKING / USEFUL FUNCTIONS OF OVEN
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Useful functions of Oven
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IHクッキングヒーター

空気を汚さずクリーンで
お料理がとってもスピーディー。
高い熱 効率で、スピーディーにお料理を仕上げる IHクッキングヒーター。
オール IHなので火を一 切 使わず、調 理 後のお掃 除も簡単です。そのうえ、
オール上面操作タッチ式なので立ったままで細かい熱加減まで操作可能。
これからのお料理は使いやすさと、安全設計を実現した IHで。

安全機能

うっかりヒーターを切り忘れても、一定時間が
過ぎると、すべてのクッキングゾーンが自動的
に電源 OFFになります。

向上した操作性
火を使わない安心感

調 理したいパワーレベ ルにワンタッチでラク
ラク設定。さらに、スライドするだけで微調整が
可能なスライド式コントロールパネルを採用。
※ IKE74470FBおよびAHI326CBのみ

パワー機能

お湯を沸かしたり、調理の準備などで、急 速に
加熱したい時のためのパワフル機能。

スムーズに設定ができるタッチ式上面操作

センサーコントロール機能

ご使用いただけない鍋を識別。また、鍋が置かれ
ていないクッキングゾーンは電力を供給しないた
め、安心で経済的。

熱を効率的に使う便利機能
「余熱3段階表示」

「調理中」
「
、保温 」
「
、余熱あり」を3段階で表示。
安全面はもちろん、余熱の有効活用にも便利です。
※ IKE74470FBおよびAHI326CBのみ

カウントアップタイマー

実際調理した時間が表示されるカウントアップ
タイマーを搭載。煮込み時間の確認などに活用
できます。
※ IKE74470FBおよびAHI326CBのみ

※画像はイメージです。

COOKING / INDUCTION HOB

Induction Hob
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4口 IHクッキングヒーター

クッキングゾーンに
とらわれない IHクッキングヒーター。
さまざまなサイズの鍋を同時に使 用するクッキングシーンにおいて、更に
利便性を追求した革新的モデル。
調理器具をスライドするだけで、熱加減を調整できるパワースライド機能や、
使用する調理器具の大きさに合わせて、４つのゾーンの組み合わせで調理する
フレキシブリッジ機能などを搭載。より広いスペースで自由にお料理を楽しむ
ことができます。

IKE74470FB（ドロップインタイプ）

IH

タイプ

4

×

クッキングヒーター 2300W
パワー機能時
2800W
※調理器具最小直径180ｍｍ

クッキングヒーター 1400W
パワー機能時
2500W

※調理器具最小直径125ｍｍ

クッキングヒーター 2200W
パワー機能時
2700W

※フレキシブルクッキングエリア
４つのセクションで構成されています。
※調理器具最小直径100ｍｍ

■ 4口オール IHクッキングヒーター。
■ フレキシブルクッキングエリアを加熱レベルが異なる3つのエリアに分割設定。
調理器具をスライドするだけで、強火・中火・弱火に調整できるパワースライド機能。
■ ウィンドミルマークを鍋底でカバーするだけでサイズに応じて加熱。
（加熱できる最小直径があります）
■ より操作しやすくなったスライド式タッチパネル。
■ フレキシブルクッキングエリアの4つのゾーンを組み合わせて、異なるサイズの
2つのクッキングゾーンや、1つの大きなクッキングエリアにすることが可能。
■ 15段階の加熱レベル設定。
（ 保温・パワー機能を含む）
■ カウントアップ・ダウンタイマー機能。
■ ウォームアップ機能。
■ ワンタッチで最大火力設定が可能な「パワー」機能。
■ セラミックガラス採用。
■ チャイルドロック機能。
（お子様の誤使用防止）
■ PLANCHA- GRILL使用可能。
（P15をご参照ください）
開口寸法
（幅×奥行き）
680 × 490 Max R5

パワースライド機能

※詳しくは設置マニュアルをご覧ください。

フレキシブリッジ機能

COOKING / INDUCTION HOB

Induction Hob

Induction Hob
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3口 IHクッキングヒーター

キッチンのスタイルや
スペースに応じて選べる3口タイプ。
AHI735CB（ドロップインタイプ）

AHI635CB（ドロップインタイプ）

IH

タイプ

3

×

IH

日本標準
開口寸法

タイプ

3

×

日本標準
開口寸法

クッキングヒーター
パワー機能時

1400W
2000W

クッキングヒーター
パワー機能時

1400W
2000W

クッキングヒーター
パワー機能時

1800W
2400W

クッキングヒーター
パワー機能時

1800W
2400W

クッキングヒーター
パワー機能時

2300W
3000W

クッキングヒーター
パワー機能時

2300W
3000W

※調理器具最小直径125ｍｍ

※調理器具最小直径125ｍｍ

※調理器具最小直径145ｍｍ

※調理器具最小直径145ｍｍ

※調理器具最小直径125ｍｍ

※調理器具最小直径125ｍｍ

■ 3口オール IHクッキングヒーター。
■ 日本の標準開口寸法
（560×460mm R25）
に適応。
■ 11段階の加熱レベル設定。
（ 保温・パワー機能を含む）
■ ワンタッチで最大火力設定が可能な
「パワー」
機能。
■「ウォームアップ」
機能。
■ タイマー機能。
■ チャイルドロック機能。
（お子様の誤使用防止）
■ キーロック機能。
（調理中の設定加熱レベル固定用）
■ ウィンドミルマークを鍋底でカバーするだけで、
サイズに応じて加熱。
（加熱できる最小直径があります）

■ 3口オール IHクッキングヒーター。
■ 日本の標準開口寸法
（560×460mm R25）
に適応。
■ 11段階の加熱レベル設定。
（ 保温・パワー機能を含む）
■ ワンタッチで最大火力設定が可能な
「パワー」
機能。
■「ウォームアップ」
機能。
■ タイマー機能。
■ チャイルドロック機能。
（お子様の誤使用防止）
■ キーロック機能。
（調理中の設定加熱レベル固定用）
■ ウィンドミルマークを鍋底でカバーするだけで、
サイズに応じて加熱。
（加熱できる最小直径があります）

開口寸法
（幅×奥行き）
560 × 460 Max R25

開口寸法
（幅×奥行き）
560 × 460 Max R25

AHI735CB/AHI635CB
タッチ式コントロールパネル（AHI735CB・AHI635CB共通）
※コントロールパネルランプは合成です。

オーブンとの組み合わせも可能（一例）
※画像はイメージです。

ガラストップの厚みが目立たないデザイン
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2口 IHクッキングヒーター

キッチンスタイルに応じて
ガスクッキングヒーターと組み合わせ可能な2口 IHタイプ。
※ HG30201B - BとHG30101B - B以外の機種とは組み合わせできません。

AHI326CB（ドロップインタイプ）

Interlink Accessories / 連結用アクセサリー

IH

タイプ

連結部材セット

2

RBO -72

×

クッキングヒーター

1400W

パワー機能時

2000W

※調理器具最小直径120ｍｍ

連結用フィラー（2連用）

クッキングヒーター

RBO -73 - 60

2300W

パワー機能時

2500W

※調理器具最小直径125ｍｍ

連結用フィラー（3連用）
RBO -73 -90

■ 上面操作のタッチスライドコントロールパネル。
■ 16段階の加熱レベル設定。
（ 保温・パワー機能を含む）
※
■ 揚げ物などの調理に便利な14段階の温度設定。
（60 〜220℃）
■ ワンタッチで最大火力設定が可能な「パワー」機能。
■ STOP＋ GO機能。
（設定加熱レベルと保温の切替）
■「ウォームアップ」機能。
■ カウントアップ・ダウンタイマー機能。
■ 余熱インジケーターが電源オフ後の表面温度を安全管理。
■ チャイルドロック機能。
（お子様の誤使用防止）
■ キーロック機能。
（調理中の設定加熱レベル固定用）
■ ウィンドミルマークを鍋底でカバーするだけで、
サイズに応じて加熱。
（加熱できる最小直径があります）

※ AHI326CB、HG30201B - B、HG30101B - B専用

※鍋の使用方法や形状、調理するものにより、設定温度と実際の温度には差が出る
場合があります。
開口寸法
（幅×奥行き）
270 × 490 Max R10

AHI326CB

AHI326CB +HG30101B - B/HG30201B - B
2連結

※連結時は連結用部材セット
（別売）が必要です。

3連結

COOKING / INDUCTION HOB

Induction Hob

Gas Hob
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4口 ガスクッキングヒーター
安全性と使いやすさを兼ね備えた、スタイリッシュなガスクッキングヒーター。
美しさと使いやすさが光る、ドロップインタイプのガスクッキングヒーター。デザイン性、耐久性に優れた
ステンレストッププレートは、清掃性も抜群でキッチンをいつも美しく保てます。また、オール上面操作で
調理中の火・熱加減調節もラクラク。もちろん温度センサーなどの安心機能もしっかり装備。

HG60841X（ドロップインタイプ）
ガス

タイプ

4

×

ガス消費量
（1時間あたり）

13A 1270W

（1090kcal）

LPG 1270W

d

（0.091kg）

ガス消費量
（1時間あたり）

13A 1270W

（1090kcal）

LPG 1270W

（0.091kg）

ガス消費量
（1時間あたり）

13A 3500W

（3010kcal）

LPG 3200W

（0.229kg）
d

ガス消費量
（1時間あたり）

13A 2500W

（2150kcal）

LPG 2500W

（0.179kg）

■ 強火力、標準および小火力のガスバーナー 4口タイプ。
■ コックツマミをトッププレート上面に設置し、キャビネット側の
有効スペースを大幅アップ。
■ 安定感のあるホーロー五徳。
■ 揚げ物などの調理に安心な温度センサーと、約2時間で自動消火する
消し忘れ消火機能。
■ 鍋を傷める前に自動消火する焦げつき消火機能。
■ 煮こぼれなどで火が消えると自動的にガスを止める立消え安全装置。
■ 調理中の途中消火を防止する高温自動温度調節機能搭載。
センサー解除で煎り料理などの高温料理にも対応。

全面が五徳なので、鍋を持ち上げずにスライド可能

開口寸法
（幅×奥行き）
560 × 460 R10 〜30

HG60841X
ダイヤル式のコックツマミで、点火や火力調節が簡単
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2口 ガスクッキングヒーター / 1口 ガスクッキングヒーター
お好みの熱源で料理を美味しく、洗練されたデザインでキッチンを美しく。
美しさと使いやすさが光る、ドロップインタイプのガスクッキングヒーター。フレームレスのフラットトップ
プレートだから、清掃性も抜群でキッチンをいつも美しく保てます。また、オール上面操作で調理中の
火・熱 加 減 調 節もラクラク。もちろん温 度センサーなどの安心 機 能もしっかり装備。お好みでお選び
いただける、2タイプをご用意しています。また、2口 IHクッキングヒーター※とも組み合わせ可能です。
※ AHI326CBのみ組み合わせ可能です。

HG30201B-B（ドロップインタイプ）

HG30101B-B（ドロップインタイプ）
ガス

タイプ

2

ガス

×

タイプ

ガス消費量
（1時間あたり）

1

×

ガス消費量
（1時間あたり）

13A 2330W

13A 3800W

（2000kcal）

（3270kcal）

（0.164kg）

（0.264kg）

LPG 2300W

LPG 3700W

ガス消費量
（1時間あたり）

13A 1270W

（1090kcal）

LPG 1270W

（0.091kg）

■
■
■
■
■

標準および小火力のガスバーナー2口タイプ。
コンロ下のキャビネットを有効活用できる薄型デザイン。
フレームレスでお手入れが簡単なショット社製ガラストッププレート。
安定感のあるステンレス鋳物五徳。
揚げ物などの調理に安心な温度センサーと、約2時間で自動消火する
消し忘れ消火機能。
■ 鍋を傷める前に自動消火する焦げつき消火機能。
■ 煮こぼれなどで火が消えると自動的にガスを止める立消え安全装置。
■ 調理中の途中消火を防止する高温自動温度調節機能搭載。
センサー解除で煎り料理などの高温料理にも対応。

■
■
■
■
■

開口寸法
（幅×奥行き）
268 × 490 R3 〜 8

開口寸法
（幅×奥行き）
268 × 490 R3 〜 8

HG30201B - B/HG30101B - B

強火力のガスバーナー1口タイプ。
コンロ下のキャビネットを有効活用できる薄型デザイン。
フレームレスでお手入れが簡単なショット社製ガラストッププレート。
安定感のあるステンレス鋳物五徳。
揚げ物などの調理に安心な温度センサーと、約2時間で自動消火する
消し忘れ消火機能。
■ 鍋を傷める前に自動消火する焦げつき消火機能。
■ 煮こぼれなどで火が消えると自動的にガスを止める立消え安全装置。
■ 調理中の途中消火を防止する高温自動温度調節機能搭載。
センサー解除で煎り料理などの高温料理にも対応。

HG30101B - B/HG30201B - B+AHI326CB
2連結

※連結時は P12記載の連結用部材セット
（別売）が必要です。

3連結

COOKING / GAS HOB

Gas Hob

Induction Hob Accessories
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IH用アクセサリー

手早く、美味しく、きれいに仕上がるノンスティックのグリルプレート。
AEGの IHクッキングヒーターがもつ長所を最大限に活かして、肉や魚、野菜などを
美味しく焼き上げる大型グリルプレート、PLANCHA-GRILL
（プランチャ・グリル）
。
ノンスティックなので、調理もお手入れも簡単です。お料理の楽しみが広がります。

PLANCHA-GRILL／プランチャ・グリル（A9HL33）
■
■
■
■
■

熱伝導性がよく、均一に熱を加えます。
食材にきれいな焼き目を付けてグリルできます。
波型の部分で余分な油を落とし、さっぱりと仕上がります。
ノンスティックなので、少量の油で調理でき、お手入れも簡単。
普通のフライパンよりも保温性が高いため、調理の後、
そのままテーブルに運んで料理をお楽しみいただけます。
■ 魚焼きグリルがなくても、魚を美味しく焼くことができます。

（IH専用グリルプレート）
外形寸法
（幅×奥行き×高さ）
220 × 432 × 18mm

対応機種：IKE74470FBのみ

※故障の原因になりますので、旧製品や他社製品には使用しないでください。

※写真のIHクッキングヒーターはヨーロッパ仕様です。
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IH/ガスクッキングヒーター用アクセサリー
プロのシェフ達とのコラボレーション。
すべてのAEG製 IH/ガスクッキングヒーターに対応するオリジナル調理器具。
熱伝導に優れた3層のアルミ合金を、保温性が高いステンレスで包んだ5層構造。
耐食性・耐久性が高い18-10ステンレスを使用しており、お手入れも簡単です。
AEGの食器洗い機、オーブン
（250℃まで）にも対応しています。

浅型両手鍋（A9ALLC01）
サイズ：Φ30cm、4.5L

片手鍋（A9ALSA21）
サイズ：Φ16cm、1.7L

ソテーパン
（A9ALCS01）
サイズ：Φ22cm、2L

フライパン
（A9ALFP01）
サイズ：Φ28cm、2L

・ HOB ACCESSORIES
COOKING / INDUCTION HOB ACCESSORIES

Hob Accessories

Range Hood

17

レンジフード

スタイリッシュなT型のフォルム。使いやすさと
最新の省エネ機能を搭載した、プレミアムレンジフード。
薄さ35ｍｍのシャープで美しいフォルムには、継ぎ目、段差、ねじがなく、
オイルパネルとフードも一体成形なので、毎日のお掃除がスムーズに行えます。

ARC924S（壁面取り付けタイプ）

ARC923S(R/L)（横壁面取り付けタイプ）

■別売品

■別売品
商品名

型名

ダクトカバー a（対応高さ550-700mm）

FED2D-515 S

ダクトカバー b（対応高さ700-900mm）
前幕板
横幕板

YMP-FED-6635 S

面材取付金具
L形ダクト
市販電動ダンパー用出力線
電動密閉式シャッター

商品名

型名

上ふさぎ板

SFED2UP-S

FED2D-665 S

L形ダクト

LD-15

MKP-9665 S

リモコン

MP-MTKU-90 SI
LD-15
SRS-100V
HDS-150

市販電動ダンパー用出力線
電動密閉式シャッター

AR-1
SRS-100V
HDS-150

■ユニボディ

ユニボディ継ぎ目のない、シンプルかつシャープな薄さ。
３５ｍｍのユニボディフォルムです。

■ななめファンユニット
脱着がラクに行えるように、２０度傾けました。

■ワンタッチ脱着ファン
ワンタッチ脱着ファンボタンを押すだけで、簡単にはずせる
清掃性に優れたシロッコファンです。

■フィルターレス
フィルターを使わずにケーシングの内側で油を捕集。
面倒なフィルターのお手入れがいらず、目詰まりによる
吸引力の低下もありません。
■ハイパークリーン仕上げ
油をはじく性能を向上させた表面処理です。
お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
（対象パーツ：ファン）
■ファンシークリーン仕上げ
油汚れをはじき、浮かせた状態で拭き取りを可能に。
お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
（対象パーツ：ケーシング、煙道、ベルマウス）
■ＤＣモーター ＋ 一定風量制御
DCモーターとマイコン制御により、排気ダクトの長さや
戸外の天候など、レンジフードの設置環境に左右されない、
安定した吸込み風量を実現します。

■ LED照明
昼白色 LEDラインの照明を搭載し、調理時に自然な光で
照らします。
■ 操作パネル・スイッチ部
AEGオリジナルの操作部デザインのスイッチには、
ステンレスヘアライン加工が施してあります。
■ エコラン
「エコラン」運転 *¹は、間欠的な低出力運転とファンの慣性
運転の組み合わせにより通常運転と同等の風量を確保 *²
しながら、消費電力を約５％カット*³、余分な電力を使わ
ずに効率的に稼動します。
*¹エコランは「強」
「中」運転のみ機能します。
*²風量が完全に変わらないという意味ではありません。
*³エコランの効果は設置状況やご使用の条件等によって異なります。
「強」運転時においてダクト接続をしない状態（機外静圧 0Pa）
で比較した結果であり、ダクト接続により効果が下がることが
あります。

操作パネル
※スイッチ操作の詳細は、別添の取扱説明書をご覧ください。

（切）スイッチ

運転中に押すと、すぐに停止します。

タイマースイッチ

運転中に押すとタイマー運転に切り替わり、再度押すと通常運転に戻ります。

運転 ･風量切り替えスイッチ

風量の
「弱・中・強」を切り替えることができます。

照明スイッチ

照明の ON/OFFができます。

常時換気スイッチ

調理やお手入れするときを除き、連続運転ができます。
※建築基準法による、住宅の常時換気設備として使用できます。

COOKING / RANGE HOOD
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Specifications
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仕様一覧

Oven

Induction Hob

電気オーブン

IH クッキングヒーター

商品名
タイプ
設置方法

商品名

BPK947730M

タイプ

電気オーブン

単相 200V 20A
50/60Hz共通（プラグ式）

電源

外形寸法（mm）
開口寸法（mm）

3500
W595 × D615（取手含）× H594
※1

W560 × D580以上 × H590

ドロップイン
単相 200V 30A
50/60Hz共通（プラグ式）

電源
消 費 電 力（ W）

消費電力（W） 総合計

4口 IHクッキングヒーター

設置方法

ビルトイン

IKE74470FB

総合計

5900

フレキシブルクッキングエリア

2200／2700（パワー機能時）

IHヒーター（中央手前）

1400／2500（パワー機能時）

IHヒーター（右奥）

2300／2800（パワー機能時）

設定温度（℃）

30〜300

庫内容量（L）

71

外形寸法（mm）

W710 × D520

W480 × D440 × H370

開口寸法（mm）

W680 × D490 Max R5

庫内寸法（mm）
重量（kg）

36.5

重量（kg）

12.44

JANコード

7332543776504

JANコード

7332543684045

Induction Hob
IH クッキングヒーター

商品名
タイプ
設置方法

AHI735CB

AHI635CB

AHI326CB

3口 IHクッキングヒーター

3口 IHクッキングヒーター

2口 IHクッキングヒーター

ドロップイン

ドロップイン

ドロップイン

単相 200V 30A
50/60Hz共通（プラグ式）

単相 200V 30A
50/60Hz共通（プラグ式）

単相 200V 18.5A
50/60Hz共通（プラグ式）

5900

5900

3700

IHヒーター（左上/上）

1400／2000（パワー機能時）

1400／2000（パワー機能時）

1400／2000（パワー機能時）

IHヒーター（左下/下）

1800／2400（パワー機能時）

1800／2400（パワー機能時）

2300／2500（パワー機能時）

IHヒーター（右）

電源
消 費 電 力（ W）

総合計

2300／3000（パワー機能時）

2300／3000（パワー機能時）

ー

外形寸法（mm）

W750 × D520 × H51

W600 × D520 × H51

W291 × D510 × H51

開口寸法（mm）

W560 × D460 Max R25

W560 × D460 Max R25

W270 × D490 Max R10

重量（kg）

12.0

11.0

6.0

JANコード

6937042207439

6937042207422

6937042207347

※1 キッチンカウンター下へのビルトイン時は、H600mmが必要です。

Gas Hob
ガスクッキングヒーター

商品名
タイプ
設置方法
電源

HG60841X

HG30201B - B

HG30101B - B

4口 ガスクッキングヒーター

2口 ガスクッキングヒーター

1口 ガスクッキングヒーター

ドロップイン

ドロップイン

ドロップイン

単一形乾電池×2（DC3V）

単一形乾電池×2（DC3V）

単一形乾電池×2（DC3V）

ガス接続
ガス種
点火方式

RC1/2

RC1/2

RC1/2

都市ガス 13A／LPG

都市ガス 13A／LPG

都市ガス 13A／LPG

回転式、連続スパーク点火

回転式、連続スパーク点火

回転式、連続スパーク点火

ガス消費量

ガス種

13A : W（kcal/h）

強火力バーナー

3500（3010）

標準バーナー

2500（2150）

2500（0.179）

2330（2000）

2300（0.164）

ー

小バーナー※2

1270（1090）

1270（0.091）

1270（1090）

1270（0.091）

ー

8000（6880）

7900（0.564）

3510（3019）

3510（0.251）

全点火時

LPG : W（kg/h）

13A : W（kcal/h）

3200（0.229）

LPG : W（kg/h）

13A : W（kcal/h）

ー

LPG : W（kg/h）

3800（3270）

3700（0.264）

ー

外形寸法（mm）

W590 × D505 × H171.5 ※3

W291 × D510 × H103.5

W291 × D510 × H103.5

開口寸法（mm）

W560 × D460 R10〜30

W268 × D490 R3〜8

W268 × D490 R3〜8

重量（kg）

14.0

8.0

7.0

JANコード

13A : 9316561073980 LPG : 9316561073997

13A : 9316561073966 LPG : 9316561073973

13A : 9316561073942 LPG : 9316561073959

Range Hood
レンジフード

商品名

ARC924S

ARC923S（R/L)

タイプ

レンジフード

レンジフード

設置方法
電源
ノッチ

強

消費電力（W)
風量（㎥/h）

中

壁面取り付け

横壁面取り付け

単相 100V 15A
50/60Hz（プラグ式）

単相 100V 15A
50/60Hz（プラグ式）

弱

常時

強

中

弱

常時

40

18

10

6

45

20

10

6

0Pa

ー

300

240

170

ー

300

240

170

0~150Pa

450

ー

ー

ー

450

ー

ー

ー

47

35

30

24

47

36

32

24

騒音（dB)

W900 × D630 × H550〜1100※4

W900 × D630 × H550〜1100※4

重量（kg）

25.0

30.0

JANコード

9316561032215

ー

外形寸法（mm）

※2 HG60841Xは2個搭載。 ※3 乾電池装着時。 ※4 別売ダクトカバー使用時。

COOKING / SPECIFICATIONS
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Price List
価格表

※表示価格は2022年9月1日から適用致します。

※1 キッチンカウンター下へのビルトイン時は、H600mmが必要です。 ※2 乾電池装着時。 ※3 別売ダクトカバー使用時。

21

※表示価格は2022年9月1日から適用致します。

・ グリル FIX材は実際の商品と色味が異なる場合がございます。

COOKING / PRICE LIST
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製品保証書は取扱説明書の最後のページに付いています。

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
● 消費電力が1kW以上でプラグ（コンセント）式の機器は、単相200V定格20A以上の電源コンセント
（アース式）に直接接続してお使いください。火災の原因となります。●ご自分では絶対に接続しないで
ください。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの
取り付けは、販売店にご相談ください。● 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談の上ご使用ください。
● 地域によってガス種が異なります。
ガス種をご確認の上お買い求めください。ガス種が違いますと火災、一酸化炭素中毒、
やけどなどの原因となり、また、故障の原因にもなります。

長年ご使用の調理機器の点検を！

調理機器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後、クッキングヒーター 5年、オーブン6年です。

●配送費、取付け費、調整説明費、使用済み商品の引き取り費等は別途実費となります。●製品の色は、印刷物のため、実際
の色と多少異なる場合があります。●製品の価格・仕様・デザインは予告なく変更されることがあります。●このカタログ
の内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならない場合は当社におた
ずねください。
●離島及びそれに準ずる地域でのご使用は、アフターサービスに支障がございますのでご遠慮ください。

●東京メトロ日比谷線をご利用の場合
「神谷町」駅 直結
●東京メトロ南北線をご利用の場合
「六本木一丁目」駅
泉ガーデン出口より徒歩約8分
●都営三田線をご利用の場合
「御成門」駅 A5出口より徒歩約10分
※ショールームにお越しの際は：
お待たせすることなくスムーズにご対応させて
いただくために、お手数をおかけしますが、事前
にご予約をお願いいたします。

エレクトロラックス・ジャパン株式会社

〒105 - 0001 東京都港区虎ノ門4 -3 -20 神谷町 MTビル2階
TEL.0570 - 062- 888 FAX.03 -3434 - 4115

AEG

www.aeg-jp.com

お求めは当店で
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