
Product features

製品特徴

本体には赤錆が発生しにくい黒皮鉄を使い、さらに
仕上げで700℃近くなるまで焼き入れ加工を施し
ています。この「ハードテンパー加工」によって、使い
始めでも油が馴染みやすく、鉄素材の難点である
焦げ付きや錆びが発生しにくくなっています。
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熱伝導性と蓄熱性に優れ、食材の旨みを引き出し、
使えば使うほど油が馴染んで使いやすくなる鉄製フライパン。
持ち手の形状や本体の厚み、収納方法など扱いやすさにこだわり開発しました。
IHやガスでの高温調理に対応し、ハンドルを外すことでオーブンでの調理にも使えます。
長く、大切に使ってもらえる調理道具を目指しました。

This iron frying pan features high thermal conductivity that draws out the flavor of ingredients.
The more you use it, the more oil blends in for easier use.
We carefully developed this product with attention to details including the thickness of the 
main body, shape of the handle, and ease of storage for your comfortable use.
It's compatible with both induction cooktop and gas stoves. 
You can also use it for cooking in an oven by removing the handle.
This frying pan gets even better with time and we hope it brings you a lifetime of enjoyment.
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If you place an Oven-safe Iron Sierra Cup (sold 
separately) on the frying pan, you can cook 
two foods at the same time by utilizing the 
heat transmission of iron. While grilling meat 
with the main body, for example, you can cook 
sauce and mixed vegetables in the Iron Sierra 
Cup to save time. It's convenient for making 
more dishes in a fish grill or toaster, such as 
fried eggs, gratin and al ajillo. 

The main body is made of mill scale steel that 
is resistant to red rust and "hard tempered" by 
baking until the temperature reaches nearly 
700°C. This eliminates the need for empty 
baking and seasoning with oil at the beginning 
of use, and reduces scorching and rust, the 
challenges of iron materials. 

鉄の熱伝導を活かして鉄カップ（別売）を重ねて
同時調理が可能。本体でお肉を焼きつつ、鉄カップ
でソースを作ったり、焼き野菜を調理できます。
鉄カップは丸ごと魚焼きグリルやトースターにも
入れられ、グラタンやアヒージョなどの料理にも
おすすめです。

Oven-safe Iron Pan with Stand
オーブンでも使える鉄フライパン26cm（スタンド付き）

Cooking image

調理イメージ

How to use

鉄フライパンの使い方

本体をお湯で洗い、中火以下で加熱して十分に
水気を飛ばしてください。水気が飛んだら全体
に食用油を薄く塗ります。
さらに中火以下で加熱し、少し油煙が出たところ
で火を止めて冷ませば油ならし完了です。
調理時は中火以下で加熱し、少し煙が出始めたら
適量の油を入れて調理を開始してください。予熱
不足や油が少ないと焦げ付きの原因になります。
本体が温かいうちにパームタワシなどを使って
お湯で洗います。洗浄後に加熱して水気を飛ばし、
冷めたところで全体に食用油を薄く塗ってくだ
さい。
無塗装の天然木ハンドルの表面にも調理用の
植物油を擦り込んでお使いください。

Wash the main body in hot water and heat it 
over medium or lower heat to thoroughly 
evaporate the water. After the pan is dry, 
apply a thin layer of cooking oil over the 
entire surface of the main body.
Further heat the pan over medium or lower 
heat and when a little oily smoke appears, 
turn off the heat and allow the pan to cool.
Before cooking, heat the pan over medium 
or lower heat and when a little smoke 
begins to appear add the appropriate 
amount of oil and start cooking. Insufficient 
preheating or too little oil may cause 
scorching.
While the main body is still warm, wash it in 
hot water using a coconut fiber scrubber, 
etc. After washing, heat it to evaporate the 
water. Then cool the pan and apply a thin 
coat of cooking oil over the entire surface of 
the main body.
Please rub edible vegetable oil on the 
surface of the unpainted natural wood 
handle as well.

ひとつひとつ丁寧に仕上げた鉄製フライパンは、
使い込むほどに味わい深い質感になり、
自分で育てていくことができる道具です。
熟成の過程をお楽しみいただき、
長くご愛用いただくためのコツを紹介します。

Each of our iron frying pans is carefully 
finished one by one.
The more you use it, 
the more special it becomes.
Here are some tips for enjoying the aging 
process and a lifetime of use.

1.

2.

3.

4.

* 

同時調理で時短を実現

1951年、大阪府八尾市で創業。フライパンをはじめ、
鍋やヤカン、コップなどの金属製品を数多く手掛け
ている老舗メーカー。四代目社長を含む三兄弟が、
金型製造から製品加工、販売まですべての工程を
一貫して行い、高品質な製品を開発している。

藤田金属株式会社 / 製造元

Simultaneous cooking saves time

Founded in 1951 in Yao City, Osaka Prefecture, 
Fujita Metal Corporation is a long-established 
manufacturer that handles many metal 
products, including frying pans, pots, kettles 
and cups. Three brothers, including the 
fourth-generation president, consistently 
perform all processes from metal mold 
manufacturing to product processing and sales.

Fujita Metal Corporation / manufacturer

The frying pan can be kept on the side of your 
stove by using the attached stand. This can be 
quicker and more efficient than hanging it or 
storing it in a cabinet. The groove on the 
bottom of the stand is also useful for attaching 
and detaching the handle. Just lightly insert 
the end of the handle in the knob and turn it 
like a screwdriver.

レンジフードに吊るしたり、シンク下に収納する
よりも、付属のスタンドでコンロ脇に立てておけば
サッと使えて効率的。また、スタンド底面の溝に
ハンドル先端のボルトをはめてドライバーのように
回すと、軽い力でハンドルを着脱することができ
ます。

付属スタンドで省スペースに収納

Space-saving storage with attached stand
The oval handle is easy to grip, like a kitchen 
knife, making it easy to handle the heavy iron 
frying pan. The handle is made of natural 
wood, so the more you grip it, the more it fits 
your hand. The handle can be removed to 
allow storage in a small space as well as use 
of the main body as an oven dish.

包丁のように楕円形の握りやすいハンドルで、
重たい鉄フライパンを扱いやすくしました。無塗装
の天然木を使用し、本体同様に使い込むほど手に
馴染んできます。ハンドルを取り外すことができる
ので本体だけをオーブンに入れて調理することが
可能です。

握りやすく着脱できるハンドル

The handle is detachable and easy to grip

Processed at high temperature 

to resist scorching and rust

ハードテンパー加工
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品 名

品 番
サイズ

容 量
材 質

原産国

オーブンでも使える鉄フライパン
26cm（スタンド付き）
PAN-01
本体（ハンドル含む） / 
（約）W264 × D463 × H82mm
調理面 / （約）ø264 × H47mm
（底面ø180mm）
（約）1,900ml（満水時）
本体・スタンド・ネジ / 鉄　
ハンドル / 天然木
日本製

：

：
：

：
：

：

Product  Name

Product  Number
Size

Capacity
Materials

Made in Japan

Oven-safe Iron Pan 
with Stand
PAN-01
Total including handle
W264 × D463 × H82mm
(ø10.39" × 18.23"× 3.23"h)
Pan diameter
ø264 × H47mm
(ø10.39" × 1.85"h)
Bottom ø180mm (ø7.09")
1.9L (64.25 fl oz)
Main Body · Stand · Screws / 
Mill scale steel
Handle / Natural wood

:

:
:

:
:

品 名
品 番
サイズ

容 量
材 質
原産国

オーブンでも使える鉄カップ350ml
PAN-02
本体（ハンドル含む） / 
（約）W120 × D193 × H47mm
調理面 / （約）ø120 × H47mm
（底面ø70mm）
（約）350ml（満水時）
鉄
日本製

：
：
：
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：
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Product  Name
Product  Number
Size

Capacity
Material
Made in Japan

Oven-safe Iron Sierra Cup
PAN-02
Total including handle
W120 × D193 × H47mm
(ø4.72" × 7.60"× 1.85"h)
Pan diameter
ø120 × H47mm
(ø4.72" × 1.85"h)
Bottom ø70mm (ø2.76")
350mL (11.83 fl oz)
Mill scale steel

:
:
:
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:

お買い上げ控え（レシート等）を貼り付けてください。

ライクイット株式会社
〒639-0271奈良県葛城市加守814-1　www.like-it.jp

ご購入時に不都合（破損・変形・パーツ不足）がございましたら無償で交換対応いたします。
また、ご購入より１年未満において、消耗・破損・紛失による交換パーツを特別価格にて
ご提供いたします。（対象交換パーツ：ハンドル・ネジ・スタンド）
保証書部分を切り抜き、内容をご記入の上、大切に保管ください。
※ご購入から１年未満の製品パーツが保証対象です。
※保証請求の受付時に、保証書の写真提供をお願いする場合がございます。

QRコードを読み取り、リンク先の案内に従ってお進みください。
※読み取れない場合は、下記ＵＲＬよりアクセスください。

お名前

お電話番号

ご住所

https://likestore.like-it.jp/shop/enq202212020

〒

保証書

パーツ保証請求の受付はこちら


