レンジ機能つきタイプもあります。
ウォーターオーブンレンジ

AX-HR2-R/-W

■カタログについてのご注意 ●当カタログに掲載されている製品は日本
国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使
用できません。 ●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあ
ります。
また、
このカタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合
もありますのであらかじめご了承ください。 ●当カタログに掲載された機種
の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、
お選
また、
庫内料
びください。●当カタログの食器などは付属品ではありません。
理はハメコミ合成です。●ウォーターオーブン専用機の補修用性能部品の
ヘルシオ グリエ
保有期間は製品の製造打切後5年です。●ヘルシオロゴ、
ロゴ、
ヘルシオ グリエレンジロゴ及びヘルシオ、
HEALSIO、
ヘルシオ グリエ、
ヘルシオ グリエレンジは、
シャープ株式会社の商標です。
＜QRコードから誘導されるサイトについてのご注意＞ ●当サイト及び動画
の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●QRコー
ドは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

オープン価格
2017年12月中旬発売予定

-R
（レッド系）

-W
（ホワイト系）

●詳しくは、
「ウォーターオーブンレンジ カタログ」
をご覧ください。

安全に関するご注意
●ご使用の前に
「取扱説明書」
をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
愛情点検

ウォーターオーブン専用機
AX-H2-R/-W 2017-冬

パンもお惣菜も、作りたてのおいしさを復元。
ヒミツは、ヘルシオの過熱水蒸気。

詳しい内容は、シャープヘルシオウォーターオーブン専用機のホームページでご覧になれます。

http://www.sharp.co.jp/wateroven/

長年ご使用の場合は点検を
！こんな症状はありませんか？

●電源プラグやコードが異常に熱くなる。●コードに傷がついたり、
通電しなかったりする。
●ヒーターが割れている。●タイマーが切れずに通電し続ける。●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため､電源プラグをコンセントから抜き､
必ず販売店に点検をご依頼ください｡なお､点検･修理に要
する費用は､販売店に、
ご相談ください｡

●ご購入の際は、
購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した
「保証書」
を必ずお受けとりく
ださい。
●製造番号は､安全確保上重要なものです｡お買い上げの際は､商品本体に製造番号が
表示されているかお確かめください｡

http://store.sharp.co.jp/202/

■「オープン価格」
の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログ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ときは、
下記にアクセスください。

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。
しっかりアシスト！

固定電話・PHSからはフリーダイヤル

携帯電話からはナビダイヤル
スマートフォンからでも
ご利用いただけます

〈受付時間〉
（年末年始を除く）
○月曜日〜土曜日：午前9時〜午後6時
○日 曜 日・祝 日：午前9時〜午後5時
※フリーダイヤル・ナビダイヤルを
ご利用いただけない場合は、
050-3852-5405

本社 〒５９０-８５２２ 大阪府堺市堺区匠町1番地
■お求めは信用と技術を誇る当店で

■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

健 康って、おいしい。

●このカタログは環境に配慮した
森林認証紙を使用しています。

I.100

AXH2R01

このカタログの内容は、2017年11月現在のものです。
本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

BAKERY

ヘルシオ グリエで、グッドモーニング！

昨日買ったパンも、たっぷりの過熱水蒸気で、焼きたてのようなおいしさに。

いつものトーストがごちそうに！さらに、モーニングセットを同時 調 理 。

水タンクに水を入れて、
庫内にパンをセットしたら、
準備は

外はこんがり、
中はもっちり…過熱水蒸気で焼き上げた

完了。
ヘルシオならではのたっぷりの過熱水蒸気を使い、

トーストは、焼き色も食感もおいしい！ のが自慢です。

食材の中心までしっかり加熱しながら表面をすばやく

しっかり食べたい朝は、モーニングセットがおすすめ。

焼き上げ。外はサクサク、
中はふんわり、
まるで焼きたての
ようなおいしさに。

過熱水蒸気のパワーの源。
水タンク
（約40mL）
をセット
して、準備完了！
●クロワッサンの加熱の場合、1回で約20mLの水を使用。

1

クロワッサン（2〜4個）
4〜4.5分

MORNING SET

モーニングセット
約6分

フライパンを使わずに、目玉 焼きや 焼き野菜なども
トーストと同時に調理できるので、
手間なくグッとおいしい
モーニングに！

● 写真は、
モーニングセットの一例。
2

D E L I

ヘルシオ グリエで、 ヘルシーにおいしく！

買ってきたお惣菜が、作りたてのようなおいしさに。余分な油も落とす。

ノンフライ調理で、
とってもジューシー & うれしいカロリーダウン。
から揚げは、下ごしらえした鶏肉をトレイに並べて加熱

忙しい時のお役立ち、デパ地下やスーパーで買った

■ カロリー量：えびの天ぷら 1人分

お惣菜も、
おまかせください。
たっぷりの過熱水蒸気で、

400

天ぷらも作りたてのようにサクサク！冷凍のお惣菜も過熱

300

水蒸気のチカラで中までしっかりアツアツに。
しかも、
余分

200

なくノンフライ調理できます。揚げ油やお鍋の片付けも

な油を落とす脱油効果により、
とってもヘルシーです。

100

不要。
ほかにも、
春巻きなどが手軽に楽しめます。

0
kcal

3

天ぷらの加熱（えび天：4尾）
6〜7分

約37kcal
ダウン！※1

電子レンジ※1 ヘルシオグリエ

油がこんなに落ちる！

※1 カロリー
〔えびの天ぷら〕
《RE-SS10Cレンジ加熱》434kcal《ヘルシオグリエ AX-H2》397kcal【分析依頼先】
（一財）
日本食品分析センター
【分析試験成績書発行日
および番号】H28.7.28 第16076829001-0101号他 結果より当社にてカロリーを算出。 ●各種分析値は、食材の量、素材の差、調理方法等によって異なります。

N O N - F R Y

スタートしたら、あとはできあがりを待つだけ。お肉に
含まれる脂分を落としながら、
おいしくヘルシーに手間

■ カロリー量：鶏のから揚げ 1人分
300

ノンフライ調理（鶏のから揚げ：2人分）
8〜9分

約36kcal
ダウン！※2

200

お手入れ簡単！

100
0
kcal

天ぷら鍋※2 ヘルシオグリエ

汚れがこびりつきにくい
シリコンコーティングトレイ

※2 カロリー
〔鶏のから揚げ〕
《天ぷら鍋》282kcal《ヘルシオグリエ AX-H2》246kcal【分析依頼先】
（一財）
日本食品分析センター
【分析試験成績書発行日および
番号】H28.6.27 第16062100001-0101号他 結果より当社にてカロリーを算出。 ●各種分析値は、食材の量、素材の差、調理方法等によって異なります。

4

冷凍食品も、家飲みのおつまみも、

「水のチカラ」で 調理するから、
まるで作りたての ように！
冷凍食品（鶏のから揚げ：3〜6個）

約10分

「過熱水蒸気」だから、おいしさが違います。
水蒸気をさらに加熱すると、100℃を超える温度に加熱された
水蒸気＝
「過熱水蒸気」に変わります。ヘルシオグリエは高い
熱量を持つ過熱水蒸気を熱源とし、食材の中心まですばやく

＊

ヘルシオ グリエ について詳しくは…
＊QRコードは、
スマートフォンやタブレット端末
のバーコードリーダーで読みとってください。
http://www.sharp.co.jp/qr/ax013/

ウォーターオーブン専用機

AX-H2-R/-W

庫内のお手入れがしやすくなりました。
扉の内側にもガラスを装着。パンくずや

オープン価格
2017年11月30日発売予定

華やかなヘルシオレッドモデル。

水滴などはサッと拭くだけで庫内のお手
入れラクラク。

加熱しながら表面を焼き上げます。

冷凍食品（今川焼き：2個）

12〜13分

冷凍食品も、おいしく加熱できます。
たっぷりの過熱水蒸気を使うから、冷凍食品の芯までスピーディ

-R
（レッド系）

に加熱。冷凍から揚げは、皮がカリッと、
中はアツアツ・ジューシー。
まるで揚げたてのように仕上がります。

焼きとり：3〜6本（再加熱）

5〜6分

■仕様
加熱方式

過熱水蒸気
パワー3段階
（弱・中・強）

家飲みにも、簡単な焼き調理にも使えます。

タイマー

15分

ゆっくり過ごしたい夜は家飲みのおつまみをあたため直したり、

電源

AC100V 50-60Hz共用

定格消費電力

1,410W

外形寸法

幅412×奥行315×高さ218mm

庫内有効寸法

幅259×奥行230×高さ76mm

質量

約6.4kg

付属品

焼き網、
コーティングトレイ、
メニュー集、取扱説明書

小腹が空いた時は焼きおにぎりやおもちを焼いたり、
いろいろな
シーンで手軽に使えます。
もちろん、
定番のグラタンも作れます。

3ステップで、
カンタン。

AX-H1（2016年モデル）
は数量に限りが
ありますので、品切れの時はご容赦ください。

シンプルなホワイトモデル。

-W
（ホワイト系）

●付属のトレイは、標準タイプです。
（コーティングトレイではありません。）

5

グラタン
（2皿分）

8〜10分

水を入れた水タンクを
セット。

過熱水蒸気パワーを
選ぶ。

時間を設定し、
加熱スタート。

●外形寸法の奥行は取っ手を含みません。高さは水タンクを含みません。 ●前面および側面の片一方は開放し、側面・後面を4.5cm以上、上面を10cm以上開けてご使用ください。 ●写真はイメージです。
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