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OFYR

屋外でグリルを守るカバー
グリルを使用しないときに、雨風からグリ
ルを保護するためのカバー。
6.◎85cmグリル用カバー
¥32,000（税抜）  品番OF-OACB85
サイズ：φ850×H70mm　重量：6.6kg
材質：スティール（本体）、木（取手）
7.◎100cmグリル用カバー
¥34,000（税抜）  品番OF-OACB100
サイズ：φ390×H110mm　重量：7.7kg
材質：スティール（本体）、木（取手）

直火調理を可能にするグッズ
グリル中央に設置すれば、直火で調理ができる
オプショナルグリル。
9.◎オフィア・ラウンドグリル85
¥36,000（税抜）  品番OF-OAG85
サイズ：φ390×H110mm　重量：8.5kg
材質：ブラックカーボンスティール
◎オフィア・ラウンドグリル100
¥37,000（税抜）  品番OF-OAG100
サイズ：φ490×H110mm　重量：10.5kg
材質：ブラックカーボンスティール

BBQの醍醐味をこの一台で
Ø850ｍｍのグリル、薪を収納できるラック
を兼ねた調理台、カッティングボードのセッ
ト。グリルとボードは取り外しでき、すっき
り片づけられます。
1.◎アイランド  85/100 
¥480,000（税抜）  品番OF-OI85100
サイズ：W1,670×D850×H1,000mm
重量：148.4kg　
材質：スティール（本体）、ブラックカーボ
ンスティール（グリル）、ラバーウッド （カッティ
ングボード）

薪を用いた直火料理を楽しむ
シンプル＆ワイドなグリルと、バーベキュー
に使用する薪をストックできる台のセットで
す。グリルはØ850ｍｍと大きなサイズの
Ø1,000ｍｍから選べます。
2.◎クラシック  ストレージ 85/100
¥340,000（税抜）  品番OF-OCS85100
サイズ：W850×D850×H1,000mm
重量：96.7kg　材質：スティール（本体）、
ブラックカーボンスティール（グリル）
3.◎クラシック  ストレージ 100/100
¥380,000（税抜）  
品番OF-OCS100100
サイズ：W980×D980×H1,000mm
重量：117.3kg　材質：スティール（本体）、
ブラックカーボンスティール（グリル）

便利な調理台＆薪の収納セット
余裕のある広さのカッティングボードと薪
がストックできる台のセット。
4.◎カッティングボード付きストレージ
¥200,000（税抜） 品番OF-BBS459088
サイズ：W900×D450×H880mm　
重量：79kg　材質：スティール（本体）、
ウッド（カッティングボード）

座るだけでなく薪収納も
薪がストックできるベンチ。
アイランド・クラシックシリーズと一緒に。
5.◎ストレージ付きベンチ　
¥75,000（税抜）  品番OF-WSB
サイズ：W1,000×D450×H464mm
重量：36kg　材質：スティール（本体）、
ウッド（座面）
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料理をいつまでも温かく
中央に炭を置き、調理した料理を
温めるためのテーブル用保温器。
8.◎テーブル用保温グリル
¥44,000 （税抜）  品番OF-OAR30
サイズ：φ300mm　材質：鋳鉄

ダイナミックに楽しさ溢れるOFYRシリーズ

オランダ発、これまでにないタイプの
バーベキューグリルが日本に初上陸しました。
これはØ850mm、Ø1,000mmという大型グリルの
中心で薪が燃え、周囲の鉄板で食材を焼くという、
まさに「魅せる」バーベキュー。
ダイナミックなグリルが生み出すおいしさと楽しさが、
特別な一日を演出します。
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BBQグリルは
アウトドアの基本アイテム
バーベキューグリルといってもその種類はさまざま。
使いやすさも兼ね備えた本格グリルから持ち運びに便利なポータブルグリル、
天然素材のみでできた使い切りグリルまで、場面に合わせて選べるアイテムを
幅広く取り揃えました。また、バーベキュー時便利に使えるグッズもラインアップ。

BBQ

幅広く使えるロゴバッグ
オフィアのロゴが入ったオリジナルバッグ。
薪入れにも使用できます。
1.◎オフィア・ロゴバッグ
¥3,800（税抜）  品番OF-OAWB
サイズ：W640×D310×H410mm
材質：ジュート

液だれせず機能性も抜群
グリルのデザインに合わせたスタイリッシュ
な印象のオイルポット。
2.◎オイルポット
¥5,000（税抜）  品番OF-OAOC
サイズ： H230mm　容量：0.5ℓ
材質：ステンレススティール

安全に楽しむための必需品
薪を運んだり、火を扱うときに便利なオリジ
ナルのレザーグローブ。
3.◎オフィア・レザーグローブ
¥13,000（税抜）  品番OF-OAG
サイズ：L420mm　材質：牛革（スウェード）

ダイナミックな串焼きに
オフィア専用の焼き串。グリルのサイズに
合わせたロングサイズです。
4.◎シュラスコ用焼き串
¥12,400（税抜）  品番OF-OAS85
サイズ：L850mm
材質：ステンレス、木（持ち手）

OFYRオリジナルエプロン
熱や油にも強く安心なオリジナルのレザー
エプロン。フリーサイズ。
5.◎レザーエプロン
¥30,000（税抜）  品番OF-OALA
調節可能なストラップ付き　
サイズ：W555×L840mm（ストラップ除く）
重量：640g　材質：牛革

専用トングでスムーズ調理
オリジナル調理用トング。取っ手はシリコン
で熱くならず安心です。
6.◎クッキングトング
¥2,900（税抜）  品番OF-OAT
サイズ：L300mm　重量：170g
材質：ステンレススティール、シリコン（取っ手）

火を操るツールセット
トングとブロワーのツールセット。火を熾した
り、薪を動かすときに使用。
7.◎オフィア・オリジナルトング＆
ブロワーセット
¥42,000（税抜）  品番OF-OAB

［火吹き］：φ30×L800mm
材質：アルミニウム、シリコン、レザー

［トング］： L590mm　材質：スティール　
重量：2.27kg 

調理から後片付けまで
調理だけでなく、グリルの焦げ付きを落とす
のに便利なスパチュラ。
8.◎スパチュラ
¥5,600（税抜）  品番OF-OASP
サイズ：120×260mm　材質：ステンレス
スティール、ポリアセタール（取手）

さらにおいしい香りづけ
素材を鉄板に一緒に載せれば、シダーウッド
の香りでさらにおいしく。
9.◎シダーウッド
¥5,600（税抜）  品番OF-OACW
サイズ： L260mm　内容量：3枚入り（330g）
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使いやすさを追求した本格グリル
グリル部分がスウィングするので火の調整や炭足
しも簡単。高さも調節できるほか、リッド（蓋）、クッ
キングボード、灰取りトレイなど便利なグッズもセット。
1. ◎スウィングBBQグリル ［a+ design］
¥42,000（税抜）  品番SWING
サイズ：φ635×H823〜885mm
重量：21kg　材質：スティール、ステンレス、
木　付属品：温度計付きリッド（蓋）、木製クッ
キングボード、灰取り用トレイ、調理器具用フック、
レインカバー

蒸し焼きや燻製も手軽に
space600、HomeGrillなど、ほとんどの旧モ
デルで使用できるリッド（蓋）。
2.◎スウィング リッド（単品）　[a+ design]
¥8,000（税抜）品番S-LID
サイズ：φ650×H215mm　重量：3.8kg
材質：スティール（本体）、木（取っ手）

火を遊ぶ、こだわりアイテム
ファイヤーピット、付属のバンブー（竹）製テー
ブルトップを載せてテーブルにもなるグリル。
パエリアパンも使用でき、幅広い楽しみ方が
可能です。
3.◎リボルバー　［a+ design］
¥28,000（税抜）  品番REVO17
サイズ：φ600×H365mm　重量：14kg　
材質：スティール、ステンレス　付属品：バンブー
トップ、グレート
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美しい炎が揺らめくトーチ
ドイツBoomex社のアウトドア用オイル
トーチ。美しい炎が長時間続き、幻想
的に辺りを照らします。燃料は専用の
パラフィン系オイル（別売）。

10.◎オイルトーチ バレル
［Boomex］
¥4,600（税抜）  品番OT-B
◎オイルトーチ コーン［Boomex］
¥4,600（税抜）  品番OT-C
サイズ： H1,100mm　材質：ステンレス
◎専用ランプオイル
￥1,400（税抜）　内容量：1ℓ
◎専用替え芯
￥850　使用燃料：ランプオイル
燃焼時間：約15時間（燃料400㎖
使用時）

天然素材のBBQ用成形木炭
バーベキューやダッチオーブンに最適
な成形木炭。炭のパウダーを固めたも
ので、着火がしやすく素早く温度が上
がり、火力の調節も簡単です。
11.◎チャコールブリケット

［Wonderblitz］
¥900（税抜）  品番CWP
内容量：3.0kg　素材：木炭粉、でんぷん

直火OK！機能的な耐熱グラス
インドの理化学ガラスメーカーBOROSIL
社が製造する耐熱グラス。直火OKでオー
ブン料理にも使用可能。機能美を追求し
たデザイン。
7.◎ビジョン クラシック

［VISION GLASS］
LH  ¥1,200（税抜）  品番VG-LH
サイズ：φ64×H120mm　容量：350㎖
LW  ¥1,200（税抜）  品番VG-LW
サイズ：φ74×H80mm　容量：305㎖
M  ¥1,000（税抜）  品番VG-M
サイズ：φ64×H100mm　容量：295㎖
S  ¥800（税抜）  品番VG-S
サイズ：φ64×H70mm　容量：210㎖
SS  ¥700（税抜）  品番VG-SS
サイズ：φ56×H70mm　容量：145㎖
◎グラスカトーリ

［VISION GLASS］
L  ¥1,150（税抜）  品番VG-KL
サイズ：φ83×H40mm　容量：180㎖
S  ¥750（税抜）  品番VG-KS
サイズ：φ65×H40mm　容量：105㎖
材質：ガラス

BBQをもっとおしゃれに演出
柳の枝で編まれたナチュラルな雰囲気
のクーラーボックス。2ℓのペットボトルや
ワインも立てたまま入る大き目サイズ。バー
ベキューやピクニックにぴったり。
8.◎チェルシーフードクーラーｄ

［a+ design］
¥6,000（税抜）  品番MD10-260
サイズ：W440×D235×H380mm
重さ：2.2kg　材質：木（柳）、PVC、
アルミフォイルほか

究極のインスタントエコグリル
天然素材のみでできた使い切りグリル。
セットアップは組み立て＋四隅の竹炭に
着火するだけの約5分。約60分の本格
調理が楽しめます。
9.◎クラフトグリル ［CASUSGRILLTM］
¥1,200（税抜）  品番CASUS
サイズ： 〈使用時〉W315×D255×
H117mm 〈梱包時〉W315×D235×
H55mm　重量：1.0kg　材質：竹炭、
火山石、竹、ダンボール
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パエリアなどの料理を
スウィンググリルで楽しむ
スウィンググリルにぴったりとはまる
大きさのパエリアパンです。
1.◎パエリアパン

［Vaello Campos］
¥12,000（税抜）  品番VAP-0160
サイズ：φ595mm
重量：3.8kg　材質：スティール
火をしっかり通したい時や蒸し焼きに
も便利なパエリアパン用蓋。
2.◎パエリアパン蓋

［Vaello Campos］
¥8,000（税抜）  品番VAP-2160
サイズ：φ600mm　重量：0.4kg
材質：アルミ

ピザもパリッと美味しく
グリルに載せればピザが焼けるピザ
ストーン。ピザカッターも付属。
3.◎ピザストーン ラウンド

［California Pizza Craft］
¥3,600（税抜）  品番SLPS33C
サイズ：φ330×H11mm
重量：1.6kg　材質：セラミック（ストー
ン）、ステンレス（カッター）

超スリムなポータブルグリル
薄さわずか3ｃｍ、重さ3.9ｋｇ、持ち運
びに便利なポータブルグリル。4つ
のステップで簡単に折りたたむこと
ができます。
4.◎ノートブックSS

［a+ design］
¥9,200（税抜）  品番NBSS2012
サイズ：〈 使用時 〉W485×D390×
H408mm〈 折りたたみ時 〉W485×
D30×H550mm　重量：3.9kg
材質：ステンレス　付属品：折りたた
み式メッシュグリル

ノートブックSSをすっきり収納
たたんだノートブックSSを持ち運ぶと
きに便利な専用トートバッグ。
5.◎ノートブックSS用トートバッグ  

［a+ design］
¥2,400（税抜）  品番 NBSS-BAGL
サイズ：W495×L560mm
材質：ナイロン

手軽さと
キュートなボディが魅力
約 20 秒でセットアップできるポータ
ブルグリル。持ち運びしやすいロッキ
ングハンドル付き。汚れにくいエナメ
ル塗装のレッドカラーが印象的です。
6.◎アイ グリル　［iroda］
¥12,000（税抜）  品番iG10-R
サイズ：〈 使用時 〉W450×D440× 
H290mm  〈収納時〉W450×D120
×H370mm　重量：約5.5kg
材質：スティール、ステンレス
付属品：メッシュグリル、アッシュトレイ、
メッシュグリル用ハンドル
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