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ABOUT Weber
1952 年にアメリカ・シカゴで創立されたバーベキューグリル
をリードし続けるブランドWEBER（ウェーバー）社は創業者
であるGeorge Stephen（ジョージ・スティーヴン）
の
“美味
しいグリル料理を大切な家族や仲間とアウトドアで楽しむ事が
最大の喜びである”
という強い信念をもとに製品開発と技術の
進化を続けています。WEBER 社のこれまでの歩みはグリル
調理の技術と機能がより高められ、かつグリル体験が繋げる人
と人との関係がより有意義なものになるように、情熱と探究心
をもって世界中のグリル愛好家と供にグリルの可能性を追求
してきた歴史です。

Weber Technology

Close the Lid
for great flavor !
蓋を閉めて
豊かなフレーバーを！

ふた

ふたをすると
熱が均一に回り
温度調整が可能
焼き網

高温を保ち
食材においしそうな
焼き目をつける

PULSE 1000
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CHARCOAL GRILLS

CHARCOAL GRILLS

ORIGINAL KETTLEシリーズ

COMPACT KETTLE シリーズ

W

W

Weberの代表的なオリジナルケトルの本体部分を浅くしたコンパクトタイプ。

ステーキなどのBBQスタイルからローストチキンやプルドポークなどの塊肉に至るまで計算され尽くした熱循環でフレーバーを最大限に引き出します。Weberのアイ

本体が浅い作りのため、直火で調理するダイレクト調理がより手軽に行えます。コンパクトでありながらもWeberの技術が凝縮されており、どんな食材も簡単に

コンにもなっているグリルのデザインはBBQに優雅な雰囲気をもたらします。

ふっくらジューシーに焼きあがります。

利用シーン

創業当時から変わらない、Weberの歴史と誇りが詰まった代表的なグリル。

キャンプ
バルコニー
庭
別荘

本体（蓋閉）
：高さ 91.4cm×幅 47cm×奥行 58.4cm

〜8 名まで

直径 47cm

製品番号：#1241308

参考価格（税込）¥22,990

〜12 名まで

オリジナルケトル チャコールグリル 57cm（温度計付）
直径 57cm

製品番号：#1341308

参考価格（税込）¥34,990

直径 47cm

製品番号：#1221308

参考価格（税込）¥

〜12 名まで

コンパクトケトル チャコールグリル 57cm（温度計付）
本体（蓋閉）
：高さ 98cm×幅 56cm×奥行 63cm

15,990

直径 57cm

製品番号：#1321308

参考価格（税込）¥21,990

〜12 名まで

オリジナルケトルプレミアム チャコールグリル 57cm（GBS 焼き網）
本体（蓋閉）
：高さ100cm×幅 68.5cm×奥行 57cm

本体（蓋閉）
：高さ 87.9cm×幅 53.1cm×奥行 54.1cm

〜8 名まで

直径 57cm

製品番号：#14401508

参考価格（税込）¥47,990

グリルの主な特徴

W
必須アクセサリー

本体（蓋閉）
：高さ100.3cm×幅 57.2cm×奥行 63.5cm

コンパクトケトル チャコールグリル 47cm（温度計付）

アクセサリー

オリジナルケトル チャコールグリル 47cm（温度計付）

グリルの主な特徴
燃料アクセサリー

組み込み蓋用温度計

深くなった
防錆アルミニウム製灰受け

ホーローコーティングボウルと蓋
プレミアム

ツールフック

高耐久性全天候型ホイール

アルミめっき処理鋼板製
ワンタッチ式クリーニングシステム

取り外し可能高容量
アルミニウム製灰受け

熱シールド付き蓋ハンドル

めっき処理スチール製
調理用焼き網

ホーローコーティングボウルと蓋

熱シールド付き蓋ハンドル

錆に強いアルミニウム製ダンパー

プレミアム

グルメBBQシステム
めっき処理調理用焼き網

保証：ボウルと蓋 10年間（錆びつき焼けつきがないこと）
/ ワンタッチ式クリーニングシステム 5年間（錆びつき焼けつきがないこと）
/プラスチック製部分 5年間（色褪せや変色を除く）/ その他すべて
の部品 2 年間

4

組み込み蓋用温度計

調 理アクセサリー

めっき処理スチール製
ヒンジ付き調理用焼き網

高耐久性全天候型ホイール

保証：ボウルと蓋 10年間（錆びつき焼けつきがないこと）
/ ワンタッチ式クリーニングシステム 5年間（錆びつき焼けつきがないこと）
/プラスチック製部分 5年間（色褪せや変色を除く）/ その他すべて
の部品 2 年間
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CHARCOAL GRILLS

CHARCOAL GRILLS

SMOKEY JOE®シリーズ

JUMBO JOE

W

ひときわ目をひく洗練されたデザインとコンパクトボディ。車や電車での持ち運びはもちろん、収納に悩むこともありません。お家やキャンプ場での使用に最適な
グリルです。さらに蓋ロック付きで持ち運びのしやすさはもちろん、蓋を外した際の置き場所にも困りません。

W

蓋に温度計が付いたことにより、より直感的操作が簡単に。ひときわ目をひく洗練されたデザインとコンパクトでありながら十分なグリルスペース。Smokey
Joe よりグリルエリアが広いため、大きな塊肉がより直感的に焼き上げることができる。場所を選ばず本格的な BBQ を楽しみたい方に最適なグリルです。
利用シーン

〜8 名まで

ジャンボジョー

参考価格（税込） ¥15,990

製品番号：#1211308
本体（蓋閉）
：高さ50cm×幅 52cm ×奥行 50cm

直径 47cm

キャンプ
バルコニー

グリルの主な特徴

庭

組み込み蓋用温度計

蓋ハンドル

めっき処理スチール製
調理用焼き網

アルミニウム製灰受け

Tuck-N-Carry蓋ロック

別荘

保証：ボウルと蓋 10年間（錆びつき焼けつきがないこと）
/ ワンタッチ式クリーニングシステム 5年間（錆びつき焼けつきがないこと）
/プラスチック製部分 5年間（色褪せや変色を除く）/ その他すべて
の部品 2 年間

アクセサリー

GO-ANYWHERE

W

コンパクトボディにもかかわらず、四角いフォルムで効率よく調理スペースを確保できます。車にも積み込みやすく収納にも便利な形状で、お家やキャンプ場での
使用に最適なグリルです。

W

参考価格（税込）¥15,990

製品番号：#121908
本体（蓋閉）
：高さ 36.9cm×幅 53.4cm ×奥行 31cm

本体（蓋閉）
：高さ43.2cm×幅 36.1cm×奥行 42cm

〜4 名まで

直径 37cm

製品番号：#1121308

参考価格（税込）¥13,990
調 理アクセサリー

グリルの主な特徴

めっき処理スチール製
調理用焼き網

燃料アクセサリー

スモーキージョー® プレミアム（温度計付きモデル）

グリルの主な特徴

錆に強いアルミニウム製ダンパー

蓋ハンドル

Tuck-N-Carry蓋ロック

必須アクセサリー

〜4 名まで

ゴーエニウェア

組み込み蓋用温度計

保証：ボウルと蓋 10年間（錆びつき焼けつきがないこと）
/ ワンタッチ式クリーニングシステム 5年間（錆びつき焼けつきがないこと）
/プラスチック製部分 5年間（色褪せや変色を除く）/ その他すべて
の部品 2 年間

めっき処理スチール製
調理用焼き網

めっき処理スチール製脚

ガラス強化ナイロン製
ハンドル

保証：ボウルと蓋 10年間（錆びつき焼けつきがないこと）
/ ワンタッチ式クリーニングシステム 5年間（錆びつき焼けつきがないこと）
/プラスチック製部分 5年間（色褪せや変色を除く）/ その他すべて
の部品 2 年間

その他の製品もございます。詳しくはWeber.com へ！
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ELECTRIC GRILLS
PULSE シリーズ

W

Weber Pulse シリーズ電気グリルは、日本で初めてのスマート電気グリル。搭載されたスマートテクノロジーによって、毎回パーフェクトなBBQを簡単に実現
できます。食材の下準備から焼きあがりまで、ステップバイステップに教えてくれるスマートグリルアシスタント機能「Weber Connect」
を搭載。専用アプリを使って
さらに、デジタル式温度調節機能が搭載されていることで、設定した目標温度に到達後、温度を一定にキープすることが可能になりました。使い方、掃除もとても

Weber Connect アプリ連携のスマートアシスタント機能

簡単。調理はPulseにお任せで、手軽に本格的なおうちバーベキューを実現しましょう。

利用シーン

手元のスマホで状況を確認でき、焼きあがりが通知されます。

ウェーバー・コネクトは豊富なグリル料理のレシピを備えた先進のパーソナルアシスタント。
キャンプ

スマートフォンの画面で下準備から裏返したりサーブするタイミングを教えてくれ、調理中の素材温度や完成までの時間もわかるので、誰でもプロ並みの焼き上がり
を可能とします。様々なグリルやBBQ 器具と使え、グリル中でもスマートフォンを片手に家族や仲間との会話を楽しめます。

バルコニー
庭
別荘

Weber Connect APPをダウンロードして

アクセサリー

パーソナルアシスタントでプロ並みの焼き上がりを体験！

＊アプリを使用するには対応するWeber 製品が必要です。

W
必須アクセサリー

Weber Connect アプリ連携商品

PULSE 1000

スマートアシストで

IoT機能を搭載したスマート電気グリルで

どんなグリルも最高の焼き上がりに

完璧に焼き上げる

PULSE 1000 電気グリル

〜6 名まで

本体（蓋開）
：高さ68cm×幅 60.5cm×奥行 65cm
調理エリア ：1,238cm^2

燃料タイプ：電気

本体（蓋閉）
：高さ33cm×幅 60.5cm×奥行 54cm

製品番号：#81012013

参考価格（税込）¥

59,990

電力：1,300W/100V
調 理アクセサリー

グリルの主な特徴

Weber Connect
スマートテクノロジー搭載

詳細は14 ページへ

詳細は9ページへ

燃料アクセサリー

WEBER CONNECT スマートグリルハブ

取り外し可能な部品と
フロントコントロールパネル

ホーローコーティング、
鋳鉄製調理用焼き網

安全なコード配線のための
一体型クリップ

保証：5 年間（通常使用による損傷や劣化を除き、追加利用条件の規定に従い保証されます）

その他の製品もございます。詳しくはWeber.com へ！
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LP

GAS GRILLS

GAS GRILLS

Q シリーズ

GENESIS® II シリーズ

W

W

ステンレススチール製の本体にサイドバーナーが付いたモデル。本格的な作りで優雅なグリル時間を楽しみましょう。3バーナーの調理スペースでメインディッシュ、

専用のガスカートリッジを取り付けるだけで、簡単に安心してBBQを楽しめる、全く新しいタイプのガスグリル。
このグリルとガスカートリッジさえあればいつでもどこでも本格的なグリル料理を楽しむことが出来ます。3 秒点火で調理をクイックスタート！選べる2色展開です。

サイドバーナーでソースなどを簡単に調理できます。手軽でスマートな本格調理に、家族や友人から歓声が上がることは間違いありません。グリドルやダッチオー

〜12 名まで

ジェネシス II S-355 ガスグリル（GBS 焼き網）

利用シーン

ブンを使うのに便利なGBSの焼き網も付いているので料理の幅が広がります。

参考価格（税込）¥253,990

製品番号：#610049JPN
本体（蓋開）
：高さ158cm×幅150cm×奥行 79cm
本体（蓋閉）
：高さ120cm×幅150cm×奥行 74cm
メインバーナー：11.43kW/h

ウォーミングラックエリア：66cm×15cm

バーナー本数：3 本

燃料タイプ：LPガスタンク

キャンプ

調理エリア ：68cm × 48cm

〜14 名まで

ジェネシス II S-455 ガスグリル（GBS 焼き網）

参考価格（税込）¥301,990

製品番号：#620049JPN
本体（蓋開）
：高さ158cm×幅 166cm×奥行 79cm
GENESIS® II S-355

プロパンガス

本体（蓋閉）
：高さ120cm×幅 166cm×奥行 74cm
調理エリア ：86cm × 48cm

メインバーナー：14.07kW/h

ウォーミングラックエリア：84cm×15cm

バーナー本数：4 本

燃料タイプ：LPガスタンク

バルコニー

LP

GENESIS® II S-455

グリルの主な特徴

RED

庭

無限点火

ステンレススチール製蓋

高耐久性ステンレススチール製
フレーバライザーバー

サイドバーナー

別荘

グルメBBQシステム搭載
ホーローコーティング鋳鉄製
調理用焼き網

保証：10 年間（通常使用による損傷や劣化を除き、追加利用条件の規定に従い保証されます）

BLK

Q1250（RED）
本体（蓋開）
：高さ62.5cm×幅103.9cm×奥行52.1cm
メインバーナー：2.49kW/h

調理エリア：43cm×32cm

本体（蓋閉）
：高さ39.4cm×幅103.9cm ×奥行42cm
バーナー本数：１本

製品番号：#510422JPN

SPIRIT シリーズ

〜6 名まで

本格的なバーベキューが楽しめる大型ガスグリル。折り畳み式のサイドテーブルや前面についたツールフックは調理を快適にサポートしてくれます。このスピリットの

W

特徴である、ピカピカなポリッシュ仕上げのメタル製温度調節ダイヤルや蓋ハンドルがグリルのカッコよさをさらに引き出しています。

燃料タイプ：液化石油ガス缶（ポータブルガス缶）

参考価格（税込）¥108,990

製品番号：#461120JPN
本体（蓋開）
：高さ160cm×幅 121cm×奥行 81cm

調理エリア：43cm×32cm

本体（蓋閉）
：高さ39.4cm×幅103.9cm ×奥行42cm
バーナー本数：１本

製品番号：#510122JPN

本体（蓋閉）
：高さ 116cm×幅 121cm×奥行 61cm

参考価格（税込）¥45,990

調理エリア ：51cm× 46cm

燃料タイプ：液化石油ガス缶（ポータブルガス缶）

メインバーナー：7.77kW/h

ウォーミングラックエリア : 46.8cm×11.4cm

バーナー本数：2 本

燃料タイプ：LPガスタンク

〜12 名まで

SPIRIT Ⅱ E-315

参考価格（税込）¥120,990

製品番号：#465120JPN
本体（蓋開）
：高さ160cm×幅 126cm×奥行 81cm
SPIRIT Ⅱ E-215

ステンレススチール製
バーナーチューブ

ホーローコーティング、
鋳鉄製調理用焼き網

火力・温度調整ノブ

組み込み蓋用温度計

プロパンガス

取り外し可能キャッチパン

折り畳み式サイドテーブル

保証：クックボックス 5 年間（錆びつき焼けつきがないこと）
（色褪せや変色を除き、2 年間の塗装保証）
/ 蓋アッセンブリー 5 年間（錆びつき焼けつきがないこと）
（色褪せや変色を除き、2 年間の
塗装保証）
/ ステンレススチール製バーナーチューブ 5 年間（錆びつき焼けつきがないこと）/ ホーロー加工、鋳鉄調理用焼き網 5 年間（錆びつき焼けつきがないこと）/ プラスチック製部品
5 年間（色褪せや変色を除く）/ その他すべての部品 2 年間

LP

本体（蓋閉）
：高さ 116cm×幅 126cm×奥行 61cm
調理エリア ：60cm×46cm

メインバーナー：9.38kW/h

ウォーミングラックエリア : 55.7cm×11.4cm

バーナー本数：3 本

燃料タイプ：LPガスタンク
調 理アクセサリー

アルミニウム鋳物製の蓋と本体

SPIRIT Ⅱ E-315

グリルの主な特徴

折り畳み式サイドテーブル

燃料アクセサリー

グリルの主な特徴

W
必須アクセサリー

〜6 名まで

SPIRIT Ⅱ E-215
〜6 名まで

本体（蓋開）
：高さ62.5cm×幅103.9cm×奥行52.1cm
メインバーナー：2.49kW/h

ポータブルガス缶

参考価格（税込）¥45,990

Q1250（BLK）

アクセサリー

LP

移動や小回りが簡単な
キャスター4つ

ホーローコーティング
鋳鉄製調理用焼き網

ホーローコーティング蓋

高耐久性ステンレススチール製
フレーバライザーバー

保証：クックボックス 10年間（錆びつき焼けつきがないこと）
（色褪せや変色を除き、2 年間の塗装保証）
/ 蓋アッセンブリー 10 年間（錆びつき焼けつきがないこと）
（色褪せや変色を除き、2 年間の
塗装保証）
/ ステンレススチール製バーナーチューブ 10 年間（錆びつき焼けつきがないこと）/ ステンレススチール製調理用焼き網 5 年間（錆びつき焼けつきがないこと）

その他の製品もございます。詳しくはWeber.com へ！
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ACCESSORIES

ACCESSORIES

基本アクセサリー

燃料アクセサリー

ベストなグリル体験に必要な５つのアクセサリー

グリルカンパニーのこだわりぬいた安心安全な燃料アクセサリー
利用シーン
キャンプ
バルコニー
庭

プレミアムグローブ

点火キューブ

Weber ブリケット（炭）

持ち運びに便利なコンパクトサイズのロック式トングとスパチュラのセット。公園や
キャンプ場など外出先でのBBQはもちろん、使いやすいトングとスパチュラは日常の
調理でも活躍します。

二重構造のウールで高い耐熱性を誇り、グリル内の温度が 200℃になっても、焼き
網を簡単に持つことが出来ます。手のひら部分にはシリコンが施され掴みやすさも
抜群です。

ヨーロッパ産おが屑100%使用にこだわった天然素材100％の点火キューブ。化学
成分を一切使用していないので、食材に嫌な臭いや渋みを付けず人体にも影響が
ありません。人にも環境にも食材にも優しい点火キューブで安心安全にBBQをお楽
しみいただけます。

最高級の炭を使って、とびきり美味しいお肉を焼こう！着火が素早く、長時間燃焼
をするWeberブリケットは100％自然素材で作られているので、純粋なスモーキー
フレーバーを堪能できます。

参考価格（税込）¥4,890

製品番号：#6645

参考価格（税込）¥3,990

製品番号：#6669

本体（トング）
：高さ4.06cm×幅 7.62cm×奥行 38.1cm

本体：高さ0.76cm×幅17.02cm×奥行 30.48cm

本体（スパチュラ）
：高さ3.05cm×幅 8.38cm×奥行 35.56cm

材質：ウール二重構造 / シリコン製（手のひら部分）

参考価格（税込）¥790

製品番号：#17612
数量：48 個入り（天然素材100%、添加剤無添加）

製品番号：#17590

4kg

製品番号：#17591

8kg

別荘

ポータブルツールセット（ 2ピース）

参考価格（税込）¥ 1,590
参考価格（税込）¥2,790

®
材質：木材（広葉樹）＊国際機関 FSC（森林管理協議会）
認証済

アクセサリー

W
必須アクセサリー

使用イメージ

燃料アクセサリー

すぐに測れる温度計

プレミアムカバー

ラピッドファイヤーチムニースターター

Q1250 用ガス缶

人間工学に基づきデザインされた持ち手は非常に握
りやすく、少しの力で楽に焼き網の汚れを落とすこと
が出来ます。

素早く正確なデジタル温度計は0〜230℃まで計測
可能「目に見える安心」で美味しさはもちろんあらゆる
食材を安心してお召し上がりいただけます。

軽量で耐久性のあるプレミアムグリルカバーは、グリル
への着脱がとても簡単です。キャリーバックタイプや
留めストラップがあるのでカバーが風で飛ばされるの
を防ぎ、耐水性の素材が清潔に保ちます。

煙突効果による上昇気流で、約 20分間放置しておくだけで素早く簡単に火おこし
が出来る優れもの。火おこしの煩わしさから解放され、スマートにBBQを始めること
が出来ます。

Q1250 ガスグリル専用のガス缶登場しました。最大 5 時間の調理が可能なので、
キャンプやアウトドアで本格的なグリルを楽しめる。寒冷地でも安定した高火力を
提供します。

製品番号 : #6494
製品番号 : #6493
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調 理アクセサリー

グリルブラシ 30cm・53cm

30cm 参考価格（税込）¥ 1,990
53cm 参考価格（税込）¥2,490

製品番号 : #6750

参考価格（税込）¥2,490

本体：高さ0.76cm×幅 3.3cm ×奥行20.32cm

材質：ポリエステル

参考価格（税込）¥2,990〜6,990

製品番号：#7447

＊ほとんどのグリルに対応

製品番号：#7416

コンパクト 参考価格（税込）¥2,490
通常

本体（30cm）
：高さ 2.79cm×幅 18.03cm ×奥行 30.48cm

摂氏 / 華氏の切り替えが可能

本体（コンパクト）
：高さ20.32cm×幅14.73cm×奥行 26.42cm

本体（53cm）
：高さ 2.79cm×幅 18.03cm ×奥行 55.37cm

ボタン電池（CR2032, 3V）内蔵

本体（通常）

参考価格（税込）¥4,290

製品番号：#17700

参考価格（税込）¥1,090

本体 ：高さ15.24cm×幅 11.43cm ×奥行11.43cm
適合：WEBER® Q1250 ガスグリル

：高さ31.75cm×幅 20.57cm×奥行 32.26cm
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ACCESSORIES

ACCESSORIES

調理アクセサリー
グリル時間がもっと楽しくなる多彩なアクセサリー

利用シーン
キャンプ
バルコニー

Weber Connect スマートグリルハブ

WEBER
CONNECT
APP 対応

iGrill Mini

iGrill Mini は、常に正確なグリルを提供します。このアプリに接続された温度計は、
食材内部の温度変化を最初から最後までモニターし、最適な温度に達したらスマート
デバイスに通知します。

参考価格（税込）¥19,990

製品番号：#3203

iGrill APP 対応

参考価格（税込）¥9,990

製品番号：#7206

フィッシュバスケット

グリドル

カリカリのピザの上に色鮮やかなグリルした野菜を
散りばめてください。デリケートに焼いた数々のさい
の目切りの野菜やスライスした野菜やお肉の細切れ
の調理にも、完全に安心して、デラックス調理バス
ケットを利用できます。

グリルで魚などのデリケートな食材を焼く際に、きれい

焼き網では出来ないようなホットケーキやクレープ、
ソテーなどの料理に最適なグリドル。鋳鉄製でホー
ローコーティングが施されたこのグリドルは、優れた
熱伝導と抜群の熱保持力があり、食材に均一に火を
通すことが出来ます。

製品番号： #6481
製品番号： #6434

本体：高さ3.81cm×幅 4.06cm×奥行 5.08cm

同梱内容：本体 / 肉の温度プローブ / グリル内温度プローブ / USB 充電ケーブル

仕様：単一プローブ容量（1つのプローブを含む）/ Weber iGrillアプリ / Bluetooth接続
温度モニタリング / 食品の温度アラート / グリル温度アラート

無料のiOSおよびAndroid アプリ

お気に入りの温度プリセット / スマートLEDインジケーター / タイマー

＊ HUAWEIおよびXIAOMIデバイスとの互換性は保証されません

耐熱プローブ（380̊Cまで）
＊糸くずの出ない布と研磨剤を含まないクレンザーで清掃してください
＊決して液体に浸さないでください ＊製品は防水ではありません

スモール 参考価格（税込）¥1,990

ラージ 参考価格（税込）¥3,090

に焼き上げることができるアクセサリーです。直接
焼き網に食材が触れないため、デリケートな食材も
美しく焼き上げます。
製品番号：#6470
製品番号：#6471

スモール 参考価格（税込）¥3,690
ラージ 参考価格（税込）¥4,890

本体（スモール）
：高さ 6.35cm×幅19.05cm×奥行 23.88cm

本体（スモール）
：高さ 5.59cm×幅 20.57cm×奥行 27.94cm

本体（ラージ）：高さ 6.35cm×幅 29.97cm×奥行 35.05cm

本体（ラージ）：高さ 5.59cm×幅 27.94cm ×奥行 45.97cm

材質：ステンレス鋼製

材質：ステンレス鋼製

適合：すべてのWeber® グリル

適合（スモール）
：Weber® Q1000 以上のガスグリル

製品番号： #981445

参考価格（税込）¥4,890

本体：高さ3cm×幅 20cm×奥行 27cm
材質：ホーローコーティング、鋳鉄製

別荘

本体：高さ7.49cm×幅 9.8cm×奥行 3.4cm
仕様：プローブ差し込み口 ×4 / USB 充電式バッテリ/ Wifi およびBluetooth 対応

ベジタブルバスケット

庭

Weber Connect スマートグリルハブは、プロな腕前の秘密兵器です。調理の準備
を順番に、ひっくり返すタイミング、仕上がりからサーブする時間まで、スマートフォン
に一つ一つお知らせしてくれるグリルアシスタント。必要なのはスマホを一瞥すること
だけ。すべてが順調に進んでいて、完璧に焼き上がっていることがわかります。

アイグリルミニ

適合：Go-Anywhereを除く全てのグリルで使用可
＊食洗機使用不可

スモーキージョー® 以上のチャコールグリル

＊食器洗浄機対応

アクセサリー

適合（ラージ） ：Weber® Q3000 以上のガスグリル
47センチ以上のチャコールグリル
＊食器洗浄機対応

W
必須アクセサリー

製品番号：#17302

参考価格（税込） ¥1,990

本体：高さ 0.76cm×幅 14.48cm ×奥行 38.1cm
数量： 2

ロースティングシールド

ロースティングラック

GBS ピザストーン

ピザストーン直径 26cm

Q フライパン

食材を直 接 焼き網に乗せず間接火で調 理する際、
ロースティングラックの下に敷いてお使いください。
シールドが肉汁をしっかりとキャッチし、蒸発した肉汁
が食材を風味豊かに仕上げることはもちろん、グリル
を汚さないので、お手入れも簡単です。

長時間のローストや燻製など食材を直接焼き網に
乗せず、間接火で調理する際に使用するラックです。
均一に火が通り、香りがグリル内で循環して食材に
閉じ込められるため、初心者でも本格的な調理が
可能です。

石のかまどで作られたグルメピザを堪能している様子
を想像してください。さあ、自宅の裏庭で気軽に同
じピザを食べている様子を想像いただきGBSピザ
ストーンをご堪能ください。ピザ、パン、あるいはデ
ザートを作り楽しい時間をお過ごしください。

コーディエライトストーンは非常に高温になり、そう
することでカリカリの皮が確実に得られ、そしてベー
キングトレイにより、簡単にピザをグリルへ運ぶこと
ができます。

アウトドアでのグリル調理が可能なWeber Qシリーズ
にこのコンパクトなフライパンがあればオムレツ、カツ
レツ、ベイクドポテトからデザートまで様々な料理が
作れます。表面はテフロン プラチナ加工が施されて
おり、簡単に汚れが落とせ、脱着式のハンドルで操作
性にも優れます。

製品番号：#6561
製品番号：#6562

スモール 参考価格（税込）¥1,490
ラージ 参考価格（税込）¥1,990

製品番号 : #6564

スモール 参考価格（税込）¥2,490
ラージ 参考価格（税込）¥3,090

本体（スモール）
：高さ1.02cm×幅 23.62cm×奥行 32.77cm

本体（スモール）
：高さ1.27cm×幅 20.07cm×奥行 30.5cm

本体（ラージ） ：高さ1.02cm×幅 26.67cm×奥行 39.37cm

本体（ラージ） ：高さ1.52cm×幅 23.5cm×奥行 37.08cm

材質：アルミニウム製

材質：ステンレス鋼製

数量：4 個入り

適合（スモール）
：Weber® Q 1000、1200、および1400
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製品番号 : #6563

製品番号： #8836

参考価格（税込）¥5,990

製品番号： #17057

参考価格（税込）¥2,990

製品番号： #991154

調 理アクセサリー

スギの風味が加わると、素晴らしい燻製の味を作り
出し、繊細な食材が焼き網にこびり付くのを防ぎます。

燃料アクセサリー

ファイヤースパイススギ板
（スモーク初心者用シダープランク）

参考価格（税込）¥7,990

本体 ：高さ 5.08cm×幅 33.53cm×奥行 42.42cm

本体：高さ3.5cm×幅 27cm×奥行 27cm

本体：高さ19.05cm×幅 5.08cm×奥行 29.97cm

材質 ：コーディエライト

材質：コーディエライト、アルミニウム

材質（表面）
：テフロンコーティング

適合（スモール）
：Weber® Q 1000、1200、および1400

適合（ラージ） ：Weber® Q2000 / 3000シリーズグリル

適合（ラージ） ：Weber® Q2000 / 3000シリーズグリル

＊Weber® ロースティング ラック
（スモール 6563、ラージ 6564）とセット
でご使用ください。＊食洗器使用不可

＊Weber® ロースティング シールド（スモール 6561、ラージ 6562）と
セットでご使用ください。＊食器洗浄機対応
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Weber カスタマーサービス
TEL : 03-4588-9530（受付時間 平日10:00 ～19:00）
MAIL : SupportAsia@weberstephen.com
WEBER-STEPHEN PRODUCTS JAPAN合同会社
東京都港区南青山 6-10 -11 フォーリーフ南青山3F
www.weber.com

