
レンジフード の紹介

取付部材、標準取付工事費別途

187,800円
特別
価格 (税込) 122,800円

特別
価格

取付部材、標準取付工事費別途

ガスふろ給湯器 24号オート

RUF-E2406SAW
インターホンリモコン

MBC-302VC(A)
セット希望小売価格 ¥470,910（税込）

ガス給湯専用 20号

RUX-E2016W
メインリモコン

MC-145V
セット希望小売価格 ¥209,330（税込）

給湯

オート 給湯

(税込)

おいだき

無線LAN対応で便利！

外出先から、湯はり、おいだきが
できて便利！時短にもつながる！

▲詳細はこちら

マイクロバブル内蔵式ふろ給湯器
RUF-ME2406SAW
インターフォンリモコン
MBC-MB240VC
循環金具
UF-MB1201LP

セット希望小売価格 ¥598,950（税込）

オート 給湯 おいだき

離れて暮ら家族が給湯器を利用すると、翌日8時
にスマートフォンに自動でお知らせがきます。
離れていても様子が分かり安心できます。

特別価格

特別価格特別価格

動画で分かりやすく紹介してます。

カメラモードでかざしてみてくださいね。
今年はSTAY HOMEで

おうちの快適
カタログ2022

チラシ有効期間：2022年12月末日

LGR-3R-AP601SV

●シルバーメタリック 幅60cm 

希望小売価格 160,930円（税込）

LGRシリーズ

ビルトイン
コンロ
連動機種

フィルターレスだからフィルター掃除不要！

OGR-REC-AP602R/LSV

●シルバーメタリック 幅60cm 

希望小売価格 245,630円（税込）

OGRシリーズ

ビルトイン
コンロ
連動機種

10年間ファンのお掃除不要！
※富士工業㈱調べ

※

※富士工業㈱製 ※富士工業㈱製

レンジフードは富士工業㈱の製品です。

省エネ性☆☆☆お財布に優しい！

157,800円
特別
価格 (税込)

取付部材、標準取付工事費別途

XGR-REC-AP604SV

希望小売価格 205,700円（税込）

XGRシリーズ

●シルバーメタリック 幅60cm 

※富士工業㈱製 ビルトイン
コンロ
連動機種

南部LPガスセンター
（駒ヶ根・宮田・飯島・中川地区）

☎０２６５-８３-６８３９

上伊那LPガスセンター
（辰野･箕輪･伊那・南箕輪地区）

☎０２６５-７８-１１６５

●お問い合わせは

RDT-54S-SV

希望小売価格：147,840円（税込）

ガス衣類乾燥機 雨の日も晴れの日も・・・一年中乾太くんにおまかせ！

89,800 円
（税込）

標準取付工事費別

乾燥容量 5kg

スタンダードタイプ

109,800 円
（税込）

標準取付工事費別

乾燥容量 8kg RDT-80

希望小売価格：182,490円（税込）

コインランドリーとランニングコストを
比較してもこれだけお得!

※コインランドリーは
1回の運転300円で計算。
乾燥機は70円で計算。
週1回、48回/年で試算。
衣類乾燥機は機器本体の価格も
含んでおります。

1回あたりの
ガス代
約70円

乾燥時間は
電気式の

約1/3!!

家事をラクに、
暮らしに豊かさを!

特別
価格

特別
価格



ラクシエの紹介

3V乾電池タイプ

焼き物や煮物はもちろん、無水調理や

80℃低温調理、蒸し物などコンロ上で

の調理可能なメニューが増えました。

コンロ上とグリルでのダブル使いで同時

使用もでき、本格的な料理を誰でも気軽に作ることができます。

なにかと

おいしくできる

万能鍋、

ザ・ココット！

コンロ上でもグリルでも使える

操作部 液晶付きタイプ

特別価格

ガラストップ：プラチナミラー

※標準幅60cmタイプもあります

RHS71W31E13RCSTW
希望小売価格 368,500円（税込）

ザ・ココット
付属

ココットプレート
付属

ワイド幅 75cm

デリシア

幅60cm

マイトーン

水無し両面焼
グリル

グリル・コンロ
タイマー

RHS31W27U12DGVW
希望小売価格 ¥195,250（税込）

レンジフード
連動

そ の 他 機 能 説 明

イージークリーン

天板の裏面にアルミパネルを装着
し、バーナー周りの熱を分散・放
熱させます。温度の上昇を抑える

事で焦げつきにくくなりました。

こぼれても、サッとひとふき！イージークリーン！

ココットシリーズは、

汚れないのがあたりまえ。 ◀ココットプレート

ザ・ココット▶

お手入れが面倒な油のベタ付きや焦げ付
きを防ぐから、お手入れカンタン!
ニオイ残りも防ぎます。

グリル庫内の汚れ

99.9％ カット!
※

※試験方法：「焼き網」「ココットプレート」にてさんま2尾を調理し、調
理後グリル扉を閉めたまま30秒間放置。グリル庫内各お手入れ部品
（焼き網・ココットプレートは除く）への飛び散り量を5回測定し平均値
を算出。焼き網はオートグリル＜姿焼き 標準モード＞ココットプレートは
＜ココットプレート 焼き魚 強めモード＞で調理。＜リンナイ㈱調べ＞

焼き網使用

●写真はイメージです

安心して調理を楽しむために、先進機能で安全をサポート！

揺れピタ
機器本体が震度
約４以上の揺れ

を感知すると自動消火します。

地震の時は

ピタッと

消火

※鍋なし検知機能

鍋を置いていない状態では点火せず、
調理中に鍋を持ち上げると弱火になります。

1分間、鍋が載っていないと自動消火します。

※音声ガイダンス

操作手順や危険などを声で
お知らせ。音量や話速が選
べます。

忘れても
ピタッと

消火

※デリシアのみに搭載

揺れピタ機能
ココットプレート
付属

特別価格

希望小売価格 112,970円（税込）

RTS65AWK1RG-AL/R

▲ブラック/レッド

ラクシエ

幅59cm ▲カフェベージュ
/シャンパン

▲ホワイト
/ホワイト

希望小売価格 87,560円（税込）

RT66WH1RG-BAL/R

▲ブラック/レッド 幅59cm 

特別価格特別価格

ココットプレート
付属

水無し両面焼
グリル

グリル・コンロ
タイマー

簡単＆シンプル ひと手間プラス 本格料理に挑戦

プラスアールレシピ
食のスペシャリストが監修した多彩なレシピが
充実！料理のレベルで分けられているので、
その日の気分に合わせて調理できます！

400 レシピ以上！！
なんと

＼ ど ん ど ん 追 加 中 ／

ニオイも煙も大幅カット！スモークオフ！

グリル庫内の後方に搭載した専
用バーナーで焼き魚などの調理

時に発生したニオイや煙を焼
き切ります！

スモークオフ

スモークオフ非搭載 スモークオフ搭載

動画で分かりやすく紹介してます。

カメラモードでかざしてみてくださいね。

▶
特
徴

▶
調
理

デリシアの紹介

リッセ

幅75cm RHS71W32L24RSTW
希望小売価格 ¥254,100（税込）

水無し両面焼
グリル

グリル・コンロ
タイマー

レンジフード
連動

ココットプレート
付属

揺れピタ機能 ワイドグリル

特別価格

RR-100MTT(MB)
希望小売価格：110,880円（税込）

一升炊き

タイマー・ジャー機能

炊飯メニュー（6種）

一升炊き

タイマー・ジャー機能

※5合炊きもございます

※3合・５合炊きもございます

RR-100VQT (DB)
希望小売価格：55,220円（税込）

特別価格 特別価格

レジェロ

おいしい食事を、毎日手間なく。

22cm 3.4L

18cm 1.9L

希望小売価格 27,500円（税込）

希望小売価格 25,300円（税込）

コンロメーカーのリンナイが
「無水調理鍋」をつくりました。

レジェロ

ココットプレート
付属


