
●お問い合わせは

RUF-E2406SAW

ｲﾝﾀｰﾎﾝﾘﾓｺﾝ＋本体希望小売価格

427,900円（税込）

24号 ｵｰﾄ 給湯 追焚き

取付工事費・部材費別

ｲﾝﾀｰﾎﾝﾘﾓｺﾝ＋本体希望小売価格

487,300円（税込）

MBC-302VC（B）

24号 ｵｰﾄ 給湯 追焚き

RVD-E2405SAW2-1(A)

暖房

付工事費・部材費別

高効率給湯暖房熱源機

高効率ふろ給湯器

QRコードから
商品の動画もご覧
いただけます！ぜひ
ご覧ください！

取付工事費・部材費別

ｲﾝﾀｰﾎﾝﾘﾓｺﾝ＋本体希望小売価格

544,500円（税込）

◆◆エコジョーズ◆◆ ゆっくりお風呂でリラックス

◆◆マイクロバブルバスユニット◆◆ お風呂場を癒しの空間へ 驚きの入浴体験を

◆◆浴室暖房乾燥機◆◆ カラッと乾燥

電気式浴室暖房乾燥機

暖 房乾 燥

換 気 涼 風

温水式浴室暖房乾燥機

雨の日のお洗濯に浴室乾燥が大活躍！
1台4役で年中快適！

◆◆ガス衣類乾燥機◆◆ 洗濯ものが増えて大変！干す手間も面倒！早く乾かしたいあなたへ

取付工事費・部材費別

RDT-54S-SV ［5kgタイプ］

希望小売価格 140,800円（税込）

給湯器の取替ならエコジョーズが
お得です！！

外出先からでも家の中でも操作可能！

［どこでもリンナイアプリ］スマートフォンでできる操作

ふろ操作［ON・OFF］［おいだき］［ふろ予約］

床暖房［ON・OFF］［温度レベル変更］

浴室暖房乾燥機［OFF］

取付工事費・部材費別

取付工事費・部材費別

温水式は
乾燥も暖房も
パワフル！

外出中、消し忘れが心配な時、
アプリで確認して、OFFもできる！

BRS-C101HR-CX-RN

希望小売価格 126,500円（税込）

RBH-C338K1

希望小売価格 105,600円（税込）

暖 房 乾 燥

換 気 涼 風

暖 房 乾 燥

換 気 涼 風

今、お使いの電気式浴室暖房乾燥機や
換気扇からのお取替えに！

ガス温水式はパワフル乾燥！パワフル暖房！

家事のストレスを軽減して

暮らしを快適にするリンナイの“ラク家事”商品にお取替えしませんか？

ガス機器メーカー 取扱店

■設置イメージ

Beauty 健康・快適アイテム！

マイクロバブルバスには【リラックス効果】【保温効果】【洗浄効果】の
３つの効果があり、細かな気泡が身体を包み込み、ゆっくり身体を温めます！
冷え対策で女性にも優しく、快適なバスタイムで心身ともにリラックスし、
健康で快適な暮らしを提供します！

24号 ﾌﾙｵｰﾄ 給湯 追焚き

■専用リモコン

MBC-MB262VC

RUF-ME2406AW

清潔！手動配管洗浄

今までフルオートだけだった、ふろ配管洗浄
を、オートタイプでも可能に！浴室リモコン
から手動で行えます！（フルオートは自動。）

配管内の残り湯をキレイに洗浄！
キモチイイ！

無線LAN対応で便利！
（MBC-262V）

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！

帰宅前に
お湯はりをオン

point 1

point 2

※掲載商品はモデルチェンジにより新商品に切り替わる場合がございますのでご了承下さい

専用台（高）
DS-54HSF

排湿管セット
DPS-100K

●別途必要になる部材
・専用台（高）

DS-54HSF ¥22,900（税抜）

・排湿管セット
DPS-100K ¥12,500（税抜）

設置条件により異なります。
詳しくはお問い合わせください。

花粉やPM2.5も気にしない！雨の日も晴れの日も、洗濯ものは乾太くんにおまかせ！

ふっくら仕上がり！ 乾太くんは、パワフル乾燥だから早い！

※タオルサイズ：約60cm×130cm
横に広げたバスタオルを縦に四つ折りにし、さらに横に三つ折りにしたものを使用。
合計3kg相当の洗濯物で乾燥した場合 リンナイ㈱調べ

エアコンハウスクリーニングYucchi
住所：新潟県長岡市城内町2丁目5-5

TEL:0258-94-6091 携帯:090-8843-1928



RHS71W31E13RCSTW

●ガラストップ：プラチナミラー

希望小売価格 350,900円（税込）

コンロの上でもグリルでも使える万能鍋
「ザ・ココット」新登場！

3V乾電池タイプ 操作部 液晶タイプ付 属 品

コンロ上で無水調理ができる！
グリルでのオーブン料理も簡単！

アプリレシピをコンロに
送信して自動調理！

揺れピタ

標準取付工事費・部材費別

OGR-REC-AP602R/LSV

●シルバーメタリック 幅60cm 

希望小売価格 223,300円（税込）

10年間ファンのお掃除不要！

汚さない！

オイルスマッシャー搭載！

OGRシリーズ

お手入れは
ディスクを
洗うだけ！

付け忘れや消し忘れなし！

コンロ連動機能搭載！

※連動運転は
対象のコンロ
とレンジフード
の組み合わせ
に限ります。

DCﾓｰﾀｰ

LED照明

標準取付工事費・部材費別

TLR-3S-AP601SV

●シルバーメタリック 幅60cm 

希望小売価格 113,410円（税込）

フィルターレスだからフィルター掃除不要！

TLRシリーズ

フィルターの
お掃除不要！

ノンフィルタ

LED照明

希望小売価格 165,000円（税込）

RSW-404A-SV

深型スライドオープン

食器
収納
点数

約5人分

37点 ※

※日本電機工業会自主基準に準ずる

運転

コース数
3

標準取付工事費別
※プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

希望小売価格 216,700円（税込）

食器
収納
点数

約6人分

47点 ※

※日本電機工業会自主基準に準ずる

運転

コース数
7

RSW-D401LP

一度にたくさん洗える

「ぎっしりカゴ」タイプ

以前は分けて洗っていた

食器量でも、これからは

一度にまとめて洗えます。

標準取付工事費別

◆◆食器洗い乾燥機◆◆ 毎回の食事で洗い物が増えて大変！時間がない！そんな時、食洗機があれば・・・

◆◆ビルトインコンロ◆◆ 片付けをラクにして、毎日のストレスを軽減！新しいコンロで、楽しくお料理しませんか？

◆◆レンジフード◆◆ ベタベタ油汚れでお手入れが面倒な古い換気扇！お手入れカンタンな最新のレンジフードにお取替えしませんか？

標準取付工事費・部材費別

RS31W27U12DGVW

●ガラストップカラー：ラインシルバー

希望小売価格 180,400円（税込）

付 属 品

スタンダードタイプ

幅60cm天板

STOP

揺れピタ

震度約4以上の
揺れで自動消火！

◆◆テーブルコンロ◆◆

希望小売価格 217,800円（税込）

RSW-F402C-SV

食器
収納
点数

約8人分

56点 ※

※日本電機工業会自主基準に準ずる

運転

コース数
5

食器が出し入れしやすい
大容量の上下二段カゴ！

標準取付工事費別

標準取付工事費・部材費別

XGR-REC-AP603W

●ホワイト 幅60cm 

希望小売価格 170,500円（税込）

ノンフィルタ

フィルター掃除不要の省エネタイプ！

XGRシリーズ

10年間で電気代
約72,000円節約！

フィルターの
お掃除不要！

DCﾓｰﾀｰ

LED照明

標準取付工事費・部材費別

スライドオープン フロントオープン

Before

After

ニオイ99％カット！ケムリ81％カット！
魚焼きの臭いや煙を軽減します！

煮こぼれしても、
焦げ付きにくいから
お手入れは、
サッと拭くだけ！

◆◆ガス炊飯器◆◆

◆◆元止式ガス瞬間湯沸し器◆◆

べたべた油汚れも
高温洗浄ですっきり！
乾燥までできるから清潔！

ご存じですか？
手洗いするより

節水って！

清潔

手洗い
食器30点

61.5L

深型食洗機
食器47点
標準コース

9L

希望小売価格 40,700円（税込）

RUS-V51YT

希望小売価格 33,880円（税込）

RR-050VQ

希望小売価格

74,580円（税込）

RT66WH7R-CWL/R

希望小売価格

107,580円（税込）

RTS65AWK1RG-AL/R

グリル庫内が汚れない
ココットプレート付属！
オートグリル機能付き

ガスで炊くから、
ふっくら！美味しい！
便利な保温機能付き

点火出湯は軽く押すだけ「ラク点火」。
安全装置が充実！

シンプルで使いやすい
ココットプレート対応

※ココットプレートは別売です

付 属 品

別 売 品

RBO-PC91S
¥8,000（税抜）

食器のセットが
立ったままできる♪

グリル庫内の汚れ
99.9％カットして
美味しく焼ける！

チラシ掲載品
以外にも

お得な商品多数
取り揃えており

ます！

お気軽にご相談
下さい！！

標準取付工事費・部材費別

RHS7132L22RSTW

●ガラストップカラー：ハモンピンク

付 属 品

お手入れしやすく使いやすい

75cmワイド天板

揺れピタ

ワイドグリル

希望小売価格 249,700円（税込）


