
BRUNNER

薪ストーブ料理の世界が
さらに広がる鋳物鍋
ヨーロッパでも最高峰の鋳物工場をもち、
薪ストーブ「アイアンドッグ」を製造するブルナー社。
長年培ってきた鋳物の技術を駆使して作った
ココットやパンをラインアップしました。
製品は熱伝導率がよく、素材の旨みをあますことなく引き出します。
内部は3度のエナメル塗装でお手入れも簡単。
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クリスマスなどのおもてなし料理に
ドイツのご馳走には欠かせないダック（家鴨）、
グース（ガチョウ）がまるごと1匹乗せて調理で
きる専用のパン。蓋はパンとして使用できます。
1.◎キャセロール ダック
¥53,900（税込）  品番IDP005010
サイズ：W400×D240×H221.5mm
容量：9.4ℓ
◎キャセロール グース
¥74,800（税込）  品番IDP005008
サイズ：W500×D300×H221mm
容量：16.6ℓ
材質：鋳鉄

おいしさ引き出す魔法のココット
厚い鉄板により、均一に火を通すことができる
ココット。蓋もパンとして使用可能。底面は薪ス
トーブにキズが付かないフラット仕上げ。
2.◎キャセロール ラウンド
20cm  ¥28,600（税込）  品番IDP005022
サイズ：φ200×H133.5mm　容量：2.6ℓ
24cm  ¥37,400（税込）品番IDP005025
サイズ：φ240×H143.5mm　容量：4.3ℓ
28cm  ¥46,200（税込）  品番IDP005026
サイズ：φ280×H 154mm　容量：6.4ℓ
材質：鋳鉄

シンプル形状の耐熱性鋳物パン
ストーブトップのほか火室の中でも使用するこ
とができます。肉や魚などの素材にすばやくしっ
かりと火を通すため、素材の旨みを逃しません。
3.◎グストパン
24cm  ¥33,000（税込）  品番IDP005014
サイズ：φ240mm　容量：1.4ℓ
28cm  ¥37,400（税込）  品番IDP005015
サイズ：φ280mm　容量：2.3ℓ
材質：鋳鉄、ステンレス

オーブン料理に多彩に活躍する
熱伝導率のよい鋳物製ベーキングディッシュ。
薪ストーブIRON DOG 06専用で、ベーキング
からローストまで、さまざまな料理で活躍します。
4.◎ベーキングディッシュ
¥28,600（税込）  品番IDK011151
サイズ：W283×D410×H65mm
材質：鋳鉄

丈夫で使いやすいオーブントレイ
薪ストーブIRON DOG 06専用のオーブントレイ。
パンやスコーンなどを焼くときに使用します。
丈夫なステンレス製で、出し入れしやすい取っ
手付き。
5.◎ステンレスオーブントレイ
¥27,500（税込）  品番IDK011148
サイズ：W295×D410×H28mm
材質：ステンレス

味わい深い一点もの
ブルナー社オリジナルのビアマグ。ヨーロッパ
に伝わる塩釉薬を使用した、素朴な風合いが
魅力。手作りのため、色合いが少しずつ異なり
ます。
6.◎ビアマグ
¥3,520（税込）　品番ID-bm
容量：約500㎖　材質：陶器
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三ツ星シェフも愛用。
フランス生まれのココット
ストウブのココットは1974年フランスのアルザス地方で誕生し、
今やプロフェッショナルからご家庭でも愛される調理器具です。
ココットは鋳物で高温になった薪ストーブの中に入れることも可能。
蓋のつまみも真鍮またはニッケルで蓋をしたまま調理ができ、
薪ストーブ料理の幅が広がります。

STAUB

飽きの来ない美しいラウンドフォルム
煮込んだり、炒めたり、混ぜたり幅広く使える
円形鍋。カラーバリエーションも豊富で、26cm
は料理の幅を広げるスチーマーセットも。
2.◎ピコ・ココットラウンド
10cm ［カンパーニュ／チェリー］  ¥12,100（税込）  

［グレナディンレッド／バジルグリーン／グランブ
ルー］ ¥13,200（税込）
サイズ：φ100×H70mm（蓋のノブの上まで） 
容量：0.2ℓ　材質：鋳鉄（本体）、ニッケルまた
は真鍮（蓋ノブ）
20cm ［カンパーニュ／チェリー］  ¥28,600（税
込） ［グレナディンレッド／バジルグリーン／グラ
ンブルー］  ¥29,700（税込）
サイズ：φ200×H142mm（蓋のノブの上まで）
容量：2.2ℓ　材質：鋳鉄（本体）、ニッケルまた
は真鍮（蓋ノブ）
22cm ［カンパーニュ／チェリー］  ¥33,000（税
込）  ［グレナディンレッド／バジルグリーン／グ
ランブルー］ ¥34,100（税込）
サイズ：φ220×H150mm（蓋のノブの上まで）
容量：2.6ℓ 材質：鋳鉄（本体）、ニッケルまた
は真鍮（蓋ノブ）
24cm ［カンパーニュ／チェリー］  ¥37,400（税
込） ［グレナディンレッド／バジルグリーン／グラ
ンブルー］ ¥38,500（税込）
サイズ：φ240×H153mm（蓋のノブの上まで）
容量：3.8ℓ　材質：鋳鉄（本体）、ニッケルまた
は真鍮（蓋ノブ）

幅広い使い勝手が魅力のティーポット
機能的な持ち手がついた鋳物製ティーポット。
そのまま火にかけられ、蓋の上部が全部開くた
め、お料理にも使用できます。
3.◎ラウンドティーポット

［ブラック／グレー／チェリー］　￥28,600（税込） 
［グレナディンレッド／バジルグリーン］　
¥29,000（税込）　サイズ：φ165mm
容量：1.15ℓ  材質：鋳鉄（本体）、ニッケルま
たは真鍮（蓋ノブ）

磁石の力で鍋にくっつく便利な鍋敷き
木製のトリベットの中にはマグネットが内蔵。磁
石の力で鍋にくっついて、一緒に持ち運べます。
鍋の大きさに合わせた2サイズをラインアップ。
4.◎マグネットトリベット
150×110mm　￥3,300（税込）
210×150mm　￥5,500（税込）
材質：木、マグネット 

食卓を華やかに彩るトリベット
華やかなカラーとデザインのホーロー鍋敷き。
お鍋をそのまま食卓へ置くときに大活躍します。
新築祝いなどの贈り物ギフトにぴったりです。
5.◎リリートリベット
￥8,800（税込）
サイズ：φ230mm　材質：鋳鉄

ココットに愛らしいアクセントを
ストウブの蓋のノブは交換が可能。動物のか
わいらしいツマミで、お料理や好みに合わせて
ココットを彩ります。
6.◎アニマルノブ
￥3,300（税込）　チキン／カウ／エスカルゴ
／ピッグ／フィッシュ　材質：ステンレス
※10、11cmのココットには使用できません。

長さのある食材がそのまま入る楕円形
ブロック肉や魚一匹がまるごと入る楕円形鍋。
ローストビーフやアクアパッツァなどの調理に
おすすめです。ストーブトップに置いたときの
存在感も抜群。
1.◎ピコ・ココットオーバル
11cm ［カンパーニュ／チェリー］  ¥13,200（税
込）  ［グランブルー］  ¥14,300（税込）
サイズ：φ110×H70mm（蓋のノブの上まで）
容量：0.2ℓ 材質：鋳鉄（本体）、ニッケルまた
は真鍮（蓋ノブ）
27cm ［カンパーニュ／チェリー］  ¥36,300（税
込） ［グレナディンレッド／バジルグリーン／グ
ランブルー］ ¥38,500（税込）
サイズ：φ270×H145mm（蓋のノブの上まで）
容量：3.2ℓ　材質：鋳鉄（本体）、ニッケルまた
は真鍮（蓋ノブ）
29cm ［チェリー］  ¥40,700（税込）　［バジル
グリーン／グランブルー］  ¥42,900（税込）
サイズ：φ290×H158mm（蓋のノブの上まで）
容量：4.2ℓ　材質：鋳鉄（本体）、ニッケルまた
は真鍮（蓋ノブ）
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薪ストーブをもっと楽しむ
クッキングツール
薪ストーブの楽しみの一つは料理です。
ピザは初心者の方でもチャレンジできる薪ストーブ料理。
おいしく焼き上げるための基本的なクッキングツールをご用意しました。
クッキングスタンドやトリベットは他の料理でも幅広く使用できるので、
一つは手に入れたいアイテムです。

便利に使える薄型フライパン 
薄いフライパンはピザなどを焼くときに
便利なアイテムです。薪ストーブの炉の
中に入れて、しっかりと焼き上げます。
1.◎ラウンドグリドル 255mm

［LODGE］
¥4,840（税込）  品番 L9OG3
サイズ：φ255×H15mm　重さ：1.9kg
材質：鋳鉄

食材を直火でおいしく焼き上げる
炉内でピザやパンを直火で焼くための
陶板。食材から出る水分や油を陶板が
吸収してパリッとおいしく焼き上げます。
2.◎ピザストーン スクエア

［a+ オリジナル］
¥5,060（税込）  品番ca-ps
サイズ：W255×D230×H10mm
材質：セラミック

薪ストーブ料理の必須アイテム 
炉内に設置することで、さまざまなオーブ
ン料理が楽しめます。ピザストーンもクッ
キングスタンドに乗せて使用します。
3.◎オリジナルクッキングスタンド

［a+ オリジナル］
¥8,800（税込）  品番COS-CR
サイズ：W248×D203×Ｈ70mm
重さ：1.9kg　材質：スティール

炉内からピザを取り出すのに便利 
薪ストーブの炉内にあるピザやパンを取
り出すときに便利なピザショベル。柄の
部分は木製のシンプルなデザインです。
4.◎ピザショベル

［a+ オリジナル］
¥5,060（税込）  品番ca-psh
サイズ：W230×D280×L533mm
材質：アルミ、木

厚いピザも楽に切り分けられる 
軽くて、力が入りやすい形状のピザカッ
ター。刃が直径6.5cmもあり、厚みのあ
るピザでもスムーズにカットできます。
5.◎ピザカッター

［a+ オリジナル］
¥2,750（税込）  品番ca-pc
サイズφ65mm（刃の直径） 材質：ステン
レス

ストーブトップでの
火加減の調整に 
ストーブトップに置いて鍋の火力調整の
役割を果たします。おしゃれなデザイン
はお部屋の装飾としても楽しめます。
6.◎オリジナルトリベット

［a+ オリジナル］
¥5,060（税込）  品番GV-T23BK
サイズ：φ230mm　材質：鋳鉄
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クッキングスタンドとピザストーン
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