
 

 

 

2022 年 11 月 18 日 

各位 

株式会社ドウシシャ 

  

 

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：

野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、ブランド創設 10 周年を迎えるキッチンブランド「evercook」より、新シ

リーズとして「evercookDECO」を 2022 年 12 月に発売します。これに先立ち、2022 年 11 月 18 日（金）

よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」などを通じて予約販売を開始します。 

  

URL： https://www.evercook-kitchen.com/deco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evercook DECO 

 

【開発背景】 

2012 年より販売を開始した「evercook」は『ずっと使いたくなる』をコンセプトに、保証付きのフライパ

ンや鍋を販売し、2022 年 3 月で 10 周年を迎えました。こびりつきを感じさせないストレスフリーな使い心地

がクチコミで広がり、シリーズ累計販売枚数は 500 万枚を超えました。 

今回発売する evercook DECO シリーズは、「食」を時間と空間で捉え、「料理の時間をたのしく、あなたら

しく」をコンセプトにしています。従来の evercook フライパンの特長であるコーティングのツルすべ感はその

ままに、使いやすさとデザインの美しさを兼ね揃えた新シリーズとして発売します。 

NEWS RELEASE 

ストレスフリーなフライパン evercookより 

インテリアに調和する新シリーズ「evercook DECO」発売 

～11 月 18日（金）より先行予約開始～ 

https://www.evercook-kitchen.com/deco


展開サイズは、フライパン 22cm、フライパン 26 cm、マルチパン 18 cm、マルチパン 22 cm の４サイズで

す。それぞれガラス蓋なしのフライパン単品と、ガラス蓋付のセットを発売予定です。ガラス蓋なしのフライパ

ン単品を 12 月から先行で発売をし、ガラス蓋付のセットは 2023 年 1 月以降の発売予定です。 

 

【特長】 

◆インテリアと調和する２つのテイスト 

 evercook DECO は、単純なカラーバリエーションではなく、あなたらしい空間を叶えるプロダクトラ

インナップになっています。モダンでスタイリッシュなインテリアに調和する「ブラック」、温もりのあ

る北欧テイストのインテリアに合わせやすい「ベージュ」の 2 つのテイストから“自分で選ぶ”ことができ

ます。フライパンの外面塗装を「ブラック」は鋳物調塗装、「ベージュ」はストーン調塗装にして質感を

加えることで、インテリアに調和しやすい仕上がりにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆デザインにこだわった専用ハンドル 

evercook DECO のためにデザインされたウッド調ハンドルは、見た目の美しさだけでなく握りやすさ

も重視した自然な曲線を描いています。ブラックのフライパンにはダークウッド調のハンドルを、ベージ

ュのフライパンにはナチュラルウッド調のハンドルを採用しています。ハンドルの素材は天然木ではなく

樹脂製のため、お手入れも簡単です。 

またハンドルの終端には D カンがついているため、吊るして収納することができます。D カンが調理中

に邪魔にならないように、ハンドルの内側に入れることで、握った時に干渉しないようにデザインされて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆するっとお皿に流れる摩擦レスな感動体験 

独自の製法でふっ素コーティングすることで、こび

りつきにくさが長持ちし、食材がするっとお皿に流れ

ます。そのツルすべの使い心地は調理後の洗い物のと

きにも体験でき、調理から片付けまで、ストレスフリ

ーで料理を楽しむことができます。 

 

 

 

 



 

◆どこからでも盛り付けしやすいデザイン 

フライパンのふちを大きく湾曲させることで、すべて

のふちが注ぎ口のような働きをし、どの角度からでも食

材が盛り付けやすくなっています。 

また、マルチパンには両口に注ぎ口があり、利き手を

選ばずに盛り付けが可能です 

 

 

 

◆ふっ素コーティングのはがれに対して 2年保証 

 フライパン本体のアルミニウム表面に独自のアンカー構造を施すことで、ふっ素コーティングをしっか

りとつかんで離さないので、ツルすべの使い心地が続きます。また、ふっ素コーティングに傷がついてし

まっても、塩分に強いアルマイトコーティング（酸化被膜）がアルミニウムの腐食を防ぎます。ふっ素コ

ーティングがはがれにくく、「こびりつきにくい自信」があるから、内面ふっ素のはがれには 2 年保証が

付いています。また耐食性試験は 750 時間クリアしています。 

※1. 2 年保証は本体内面ふっ素コーティングのはがれが対象です。 

（強い火力や空だきによる変形・変色・こげつき、また使用により発生した傷は対象外です) 

※2.取っ手の樹脂部分などは、保証対象外となります。 

※3. JIS S 2010 耐食性試験に準じた試験方法にて、750 時間実施。 

(一般財団法人 ボーケン品質評価機構調べ 試験番号 35022005473-1 2022/9/16) 

 

 

◆オール熱源対応 

IH やガス火などオール熱源で使用できます。 

 

 

◆ギフトにも最適 

 料理の時間がたのしくなるような使い心地とデザインで、使うほどに愛着の沸くアイテムたちは、大切

な方へのギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです。 

シンプルなデザインのパッケージになっており、贈り物にも最適です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【商品概要】 

品名 
evercook DECO フラ

イパン 22cm 

evercook DECO フラ

イパン 26 cm 

evercook DECO マル

チパン 18 cm 

evercook DECO マ

ルチパン 22 cm 

カラー ブラック/ベージュ 

サイズ（約） 
W413×D232×

H102mm 

W471×D272×

H107 mm 

W361×D193×H114 

mm 

W403×D233×

H118 mm 

重量（約） 730g 890g 610g 750g 

メーカー希望小

売価格（税込） 
7,700 円 8,800 円 7,700 円 8,800 円 

発売予定日 2022 年 12 月 1 日 2022 年 12 月 1 日 2023 年 2 月上旬 2022 年 12 月 1 日 

 

 

 

 

 

品名 

evercook DECO フラ

イパン 22 cm（ガラス

ふた付き） 

evercook DECO フラ

イパン 26 cm（ガラス

ふた付き） 

evercook DECO マ

ルチパン 18 cm（ガラ

スふた付き） 

evercook DECO マ

ルチパン 22 cm（ガラ

スふた付き） 

カラー ブラック/ベージュ 

サイズ（約） 
W413×D232×

H122 mm 

W471×D272×

H129 mm 

W361×D193×

H133 mm 

W403×D233×

H139 mm 

重量（約） 1190g 1520g 940g 1210g 

メーカー希望小

売価格（税込） 
9,900 円 11,000 円 9,900 円 11,000 円 

発売予定日 2023 年 1 月上旬 2023 年 1 月上旬 2023 年 2 月上旬 2023 年 1 月上旬 

 

 

 

 

 

【会社概要】 

商号 ： 株式会社ドウシシャ 

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸 

所在地： ＜大阪本社＞     〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋 1-5-5 

     ＜東京本社＞     〒108-8573 東京都港区高輪 2-21-46 

     ＜東京本社第 1 ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井 1-8-10 

設立 ： 1977 年 1 月 

資本金： 49 億 93 百万円 

URL ： http://www.doshisha.co.jp/ 

http://www.doshisha.co.jp/


【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】 

株式会社ドウシシャ お客様相談室 

Tel：0120-104-481 

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。 

※内容は予告なしに変更されることがございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 


