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Lava stone roast／ Plate roast／ Photothermal plate roast／ Hot pot

火山石焼／プレート焼／光熱板焼／鍋料理

シンプルに美味しく
Looking simple, tasting magicalSafe, Secure Design

安全・安心設計
ヤッキー君 ニックちゃん ハッピーちゃん
Yaki Niku Happy

新 登 場

NODA ROASTER



Supports a variety of menus including hot pot as well as 
grilled meat, seafood, and vegetables.

食が変る！多目的焼き調理器
Culinary revolution! Multi-purpose roaster

焼肉・海鮮焼き・野菜焼き・鍋料理まで、
豊富な献立をプロデュース。

化粧リング

焼き網

光熱板
火山石（オプション）

火山石受（オプション）

受台

水槽

Decorative ring

コンロホルダー
Grill holder

Grilling mesh
プレート（オプション）
Plate (option)

Photothermal plate
Lava stones (option)

Lava stone support (option)

Support holder

Water tank

Round center
中丸

Burner holder
バーナー受け

Round housing
外丸
Wood screw (φ4 x 40L)
木ネジ（φ4×40ℓ）

Top (table)  Sold separately
天板（テーブル）別売

Louver
ガラリ

Inspection cover
点検フタ

Stand
脚

バーナーヘッド
Burner head

Burner mixing tube

Battery (C)

バーナー混合管

乾電池（単2）

Gas apparatus unit
ガス器具ユニット

Gas valve knob
器具栓つまみ

仕様 Specifications

製品名
Product name

輝 ガスコンロ
Gas grill "Kagayaki"

型番
Model NT-27

点火方式
Ignition system

連続放電点火式 1.5V
Continuous discharge ignition 1.5 V

ユニット寸法
Unit size φ370mm × H190mm

焼面積
Grilling area φ270mm

ガス接続口
Gas connection

9.5mmゴム管用ホースエンド
Hose end for 9.5 mm rubber hose

配管接続の場合 3/8オスネジ
For pipe connection: 3/8 male thread

ガスの発熱量
Calorific value of gas

都市ガス（2400kcal/h)
City Gas (2400 kcal/h)

　LP（0.16kg/h）

天板穴開寸法
Top board hole diameter φ354mm

各部の構造と名称
Structure and name of each part

輝コンロの特長 Features of the Kagayaki grill

NEO設計により、燃え上がりを防ぎ、食材の焼け焦げを防ぐ。1.
  The NEO design prevents flare-ups, with less chance of 

charring ingredients.

スチーム機能により、食材をより美味しく、ソフトに焼き上げる。2.
  The steam function makes food softer and more delicious.

溶岩石（富士山）の使用により、極めて高い遠赤外線効果を発揮。3.
  Use of lava stones (Mt. Fuji) provides an excellent effect of far-

infrared rays.

CO2排出量を低減。4.
  CO2 emission is reduced.

ガスコンロ
Gas grill

焼く
Grill

煮る
Boil
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