
ガステーブルコンロガステーブルコンロ

レンジフードレンジフード

炊飯器炊飯器

ビルトインコンロビルトインコンロ

わずか！

OGRシリーズなら、10年間ファンのお掃除、さようなら～

希望小売価格￥205,700（税込）
XGR-REC-AP604SV

（税込）154,300円
シルバーメタリック（幅75cm、90cmタイプもあります。）

XGRシリーズ
幅60cm

ノンフィルタ

省エネ
タイプ

ファン

ディスク

オイルガード
空 気

油 ディスクを
スポンジで
軽く洗います

ディスクを
スポンジで
軽く洗います

●お手入れ

オイルスマッシャーの®しくみ

希望小売価格￥245,630（税込）
OGR-REC-AP602R/LSV

（税込）184,200円OGRシリーズ
幅60cm シルバーメタリック（幅75cm、90cmタイプもあります。）

レンジフード
紹介動画

自宅のコシヒカリが
よりおいしく楽しめる!!

希望小売価格￥101,640（税込）
RR-055MTT

（税込）71,100円
5.5合炊 1～5合炊

希望小売価格￥26,400（税込）
RR-050FS（DB）

（税込）18,500円
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スモークオフスモークオフイージークリーンイージークリーン

イージー
クリーン
非搭載

イージー
クリーン
搭載

専用バーナーでニオイと煙
を焼き切りグリル調理時
もお部屋は快適です。

ガラス天板ウラのアルミが熱を分
散させて、表面の温度上昇をおさ
え、焦げ付きを防ぎます。

お手入れカンタン、おいしく使える！グリル
庫内のお手入れ不要、洗うのは容器だけ！

さんまも
まるごと

ゆったり入る

コンロ上でも
グリルでも
使えて万能

無水ロールキャベツ無水ロールキャベツ ココットパンココットパン

ココットシリーズ

優れた調理性能とお手入れ性
「Leggiero」は昇温速度、温度分布ともに優れた高品

位アルミ鋳物を採用し、食材に手早く均等に熱を加え
ることができます。さらに、本体とふたの隙間に水の膜

を作る「ウォーターシール効果」により鍋内部が密閉

状態に保たれ、無水調理性能を高めます。

Leggiero

（税込）219,800円希望小売価格￥368,500（税込）
RHS71W31E12RCSTW

※工事費・部材費別途

ガラス天板75cm

スパークリングカッパー

（税込）138,800円希望小売価格￥254,100（税込）
RHS71W32L24RSTW

※工事費・部材費別途

ガラス天板75cm

クラウドシルバー

（税込）109,800円希望小売価格￥189,200（税込）
RS31W27U12DGVW

※工事費・部材費別途

ガラス天板60cm

ラインシルバー

（税込）289,800円

専用アプリ
❶つくりたいメニューを検索
❷下ごしらえしてコンロにセット
❸スマホからレシピを送信！

あとは点火するだけで、
火加減・タイマーは
コンロにお任せ。

レシピ数400以上毎週更新中

ザ・ココット付属

プラスアールレシピ

ココットプレート付属

ココットプレート付属

感震停止機能

イージークリーン

スモークオフ

イージークリーン スモークオフ

ココットプレート付属 プラスアールレシピ

ゴシゴシお手入れ、さようなら～

グリルのお手入れ、さようなら～

イヤ～な臭いに、さようなら～

スマホで
料理が簡単!

水無し両面焼き

オートグリル

希望小売価格￥112,970（税込）
RTS65AWK1RG-AL/R （税込）62,000円

ココットプレート付属

希望小売価格￥87,560（税込）
RT66WH7RG-CW （税込）48,200円

水無し両面焼き

ココットプレート付属

マイクロバブルバスユニットマイクロバブルバスユニット 浴室暖房浴室暖房

ガス衣類乾燥機「乾太くん」ガス衣類乾燥機「乾太くん」

ガス給湯器ガス給湯器

ガスふろ給湯器
24号オート

RUF-E2406SAW
MBC240VC（リモコン）

希望小売価格￥453,200（税込）※工事費・部材費別途 希望小売価格￥209,330（税込）※工事費・部材費別途

     も     も気にならない!

従来よりも光熱費がおトクに！！
早めの買替がおすすめです

給湯器の寿命は10年～15年と言われています。また、製造中止から
10年経過しますと修理部品の供給ができない場合があります。

こんな症状が出たら交換時です！

ガス給湯器
RUX-E2016W
MC-145V（リモコン）

●お湯の出が悪くなった
●設定温度にならない
●お湯になるのに時間がかかる
●追い焚きができなくなった

●燃焼音が大きくなった
●自動お湯張りの水位が一定でない
●雨が降るとつかなくなった

買替ならこれで決まり！
家計にうれしい家計にうれしい エコにも災害にもエコにも災害にも

包み込む泡で
温かさが持続

汚れをやさしく
落とします

今ある給湯器でも楽しめます！

衣類乾燥のお悩みよ、さようなら～

同
時
に

動
か
せ
る
!

round 2

round 2

round 1

round 1洗濯と乾燥
を同時進行
できる!

デラックスタイプなら
プラズマクラスター付き
消臭コース搭載

乾燥容量5kg／
プラズマ
クラスター付

消
臭
モ
ー
ド
搭
載

乾燥終了後衣類の静電気を低減

希望小売価格￥182,490（税込）
RDT-52SA

乾燥容量
8kg

希望小売価格￥182,490（税込）
RDT-80

乾燥容量
5kg

希望小売価格￥147,840（税込）
RDT-54S-SV　

高さ684×幅650×奥行561ｍｍ
※工事費・部材費別途

※容量3kgタイプもあります

大容量
タイプ!

電気式の1/3の時間で乾燥。あっという間です。
家族1日分（約5kg）52分で乾燥❶はやい

柔軟剤なしでもふっくら・ニオイも気になりません。菌の減少率99.9%
高温乾燥で生乾き臭をカット❷清　潔

コインランドリーより断然おトク！
乾燥1回わずか約63円（5kg）※❸安　い

※ガス料金LPG：5.1円/MJ〈石油情報センター平成27年度月次データ平均価格(50㎥)データの単純平均より〉電気料金25.6円/kWh、60Hzの
場合(基本料金は加算せず)条件：実用衣類5kg(綿50%、化繊50%)/脱水度70%RDT-54S-SV・標準コース、1日1回使用で算出。[リンナイ㈱調べ]

衣類5kgの目安は
4人家族の1日分です

乾太くん
紹介動画

24号フルオート
RUF-ME2406SAW
MBC-MB240VC（リモコン）
UF-MB1201AL-10A（専用循環金具）
希望小売価格￥598,950（税込） ※工事費・部材費別途

マイクロバブル
バスユニットの
紹介動画

108,000円（税込）

131,500円（税込） 131,500円（税込）

※掲載のQRコードのコンテンツ及び動画は、サービスを中断または終了する場合があります。ご了承ください。

（税込）130,000円
のところ

合計金額

特別パック価格
（税込）125,000円

※工事費・部材費別途

給湯暖房機+浴室暖房乾燥機セット

しかも、浴室が
乾燥室に!

希望小売価格￥115,280（税込）
※工事費・部材費別途

（税込）65,000円
RH-61W（A）

給湯暖房用熱源機

暖房・乾燥・換気・涼風

寒い季節の浴室を快適に。あったか暖房で安心入浴が楽しめます。

すばやく
暖め暖房 カラッと

乾燥乾燥
ニオイを
すっきり
換気

換気
さらさら
涼風涼風

希望小売価格
￥108,790（税込）
※工事費・部材費別途

（税込）65,000円
RBH-W414KP

無水調理鍋 新発売

高さ684×幅654×奥行545ｍｍ
※専用小物棚付
※工事費・部材費別途

※レンタルの場合は利用申込書・保証金13,000円が必要です。
※ガスコックがないお宅もご相談してください。
※当社ガスご使用のお客さまに限ります。

高さ684×幅650×奥行641ｍｍ
※工事費・部材費別途

も販売中！！も販売中！！

防災
グッズ
防災
グッズ
防災
グッズ
防災
グッズ

今年の暖房は
シーズンレンタルで快適節電! シーズン

レンタルガスファンヒーター 0円～0円～
1
シ
ー
ズ
ン

台数に限りがありますのでお早めに！

希望小売価格￥25,300（税込）
RBO-MN18(MB) （税込）19,000円


