
京都府庁生活協同組合
TEL：075－45卜3055

‾－こ；蓑妄幸葵‥　＿云＿＿壷．＿書は宗三ニー

番 ’巧■ �品番 �希望小売 価格 �棚好 

圧力ⅠH炊飯ジャー 

1 �NW一KBlO �OPEN �′　′　■・′　′ 

2 �NW一KB．18 �OPEN �′一・‘ノ　ン 

3 �圧九日炊励 NW－ESO7 �′ OPEN �（小容量） ．一′■′′ 

圧力1日炊飯ジャー 

4 �NVV－JUlO �OPEN �一′　′　′ 

5 �NW－JU18 �OPEN �・■　′　′ 

6 �NP－BJlO �OPEN �∫′β〝′ 

7 �NP－BJ18 �（〕PEN �／　′一　′　′ 

IH炊飯ジャ �� 

8 �NW－＞AlO �OPEN �′ス〟ク 

9 �NW－VA18 �OPEN �′・′　′　ノ 

自動圧力ⅠHなべ 

10 �EL一MB30 �OPEN �′　・・′　′ 

オーブ �ントースター 

11 �EQ－JA22 �OPEN �′九β　” 

12 �ET－GN30 �OPEN �′虎〟ク 

ホッ �トプレート 

13 �EA－GW30 �OPEN �′虎β〝 

番 q 1号 �品番 �希望小売 価格 �織雛酌好 

111ナー／ヾ 

14 �EP－PX30 �OPEN �′　　・′　′ 

コ－ヒ－メーカ－ 

15 �EC－AS60 �9．350 �′　　　二・′ 

＞E電気まほうぴん 

16 �CV一GB22 �OPEN �′・′　′　ノ 

17 �CV一GB30 �OPEN �′虎β〝ク 

18 �CV－RA50 �OPEN �′Zβ〃 

電気ケトル 

19 �CK－AXO8 �OPEN �一一′　′　一■　′ 

ス丁ンレスマク 

20 �SM－SE36 �6．050 �′・・′ 

21 �SM－SE48 �6．600 �▼■　′ 

22 �SM－JF36 �4．950 �・・■′　′ 

23 �SM－JF48 �5，500 �′　∴　′ 

ステンレ �スフ－ド �ごジャー 

24 �SW－GD26 �5，720 �′・・′ 

25 �SW－GD36 �6，050 �ノ　′ 

番 ロ ーラ■ �品番 �希望小売 価格 �棚好 

保温弁当箱 
26 �SZ－JBO2 �6，600 �′・′　′ 

27 �SZ一MB04 �「6，600 �′　′・′ 

食器乾燥器 

28 �EY一GB50 �OPEN �′　・′　′　′ 

ふと �ん乾燥 �機 

29 �RF－EA20 �OPEN �′エ戚〝 

スチ－ �ム式加 �湿器 

30 �EE－RP35 �OPEN �′′β〃 

31 �EE－RP50 �OPEN �′エβ〝ク 

32 �EE－DA50 �OPEN �′′　′　′ 

プロ宕三吉漁捷 

33 �PU－AA50 �OPEN �′・′　′　′ 

sTAN　シリーズ 

34 �NW－SAlO �OPEN �・′　′ 

35 �EA－FAlO �OPEN �′　ノ・′　′ 

36 �EC－XA30 �OPEN �究′ガ 

37 �CP－CA12 �OPEN �′　′・・′ 

．∴∴－∴十∵了・：一一∴－∴ご・∴ニー∴て－（税込）

●発売予定日：＝8）CV－RA50：11月上旬　（33）PU－AA50：12月上旬　※ご予約にて承ります。

●（33）PU－AA50の商品仕様は下記の通りです。

・外形寸法（約cm）／295×29．5×72．5　・本体質量（約kg）／10．5　・運転音（dB）′ノ39　・フィルター寿命　約2年

・消糞電力（W）／標準・10V：弱・6帖　静音ニ4W

☆申込締切日　　2019年12月20日（金）まで

☆納　　　品　　お申込後約10日以内

宅配の場合は、送料770円（税込）頂きます。（公所までは無料です）

☆お支払方法　　翌月一括払い

申込日　　月　日（）

お申込はFAXでお願いします。

FAX：075－44卜8000

象印製品申込書

（ブリガナ） 申込者名 � 

送り先住所 （公所・自宅〉 �〒L⊥山一1 TEL： � �宅 � � 

※氏名にフリガナのご記入と送り先は軒自宅）に○を必ずつけて下さい。

番号 �品　　　番 �色柄 �数量 �金　　額 �備考欄 



激しい炎のゆらぎ※1を再現すると、お米が激しく舞い上がる。

炎舞炊きの集中加熱を活かす鉄を仕込んだ内釜。
政一くるがね仕込み一

義如、まg敏

蓋犀2．2mm

釜のふち厚さ10mm

4合炊き独自の、激しい炎のゆらぎを実現。

ごほんの甘み成分（還元楯）と

うまみ成分（アミノ琶）を引き出します。

優れた熱伝導で璧内に
しっかりと熟を伝えます。

蓄熱性、耐久性に優れています。

高い発熱効率と蓄熱性で、
炎舞炊きの大火力を活かします。

炎舞炊きの集中加熱を
活かす鉄を仕込んだ内釜。

政一くるが血イ主込み－

121通りの食感で炊くたびに

進化する「わが家炊き」。
どんな季節でも、どの銘柄米でも、「わが家炊き」を使うことで

食感を調整でき好みの味わいに炊くことができます。

40時間・沌おいしく保温する「極め保温j

●急ぎの時も、おいしく炊ける「白米特急＆急速メニュー」
●ごはんのパサつきを抑える「うるおい二重内ぶた」

オススメ　　‾

ど商品

圧力肘炊飯ジャーJ臨め姐さ。薗②

□NW－KBlO
＜－BZ＞＜－WZ＞

WZ雪白

8NW一KB18≦心霊
＜－BZ＞＜－WZ＞　　　i

オープン価格　　　　　　オープン価格
●消費電力（W）（炊飯時）／1240　●消費電力（W）（炊飯時）／1370
●外形寸法（約〔m）／275×345×235　●外形寸法（約〔m）／31×37．5×26．5

●本体質量（約kg）／8．5　　　　●本体質量（約kg）／10

省エネ基準達成率105％

年間演舞電力量80．9kWh／年

省エネ基準達成率112％

年隊肖黄電力t120．4kWh／年

お買い上げ巧はエコ炊飯メニューに設定されています。お凱1上げ関はエコ炊飯メニューに設定されています。

●わが家好みの食感に、81通りで応える「わが家炊き」。

●お手入れラプラク「毎回洗う点数計3点」、●7
●大火力炊飯を実現する「うるおい二重内ぶた」

豪如、或g敬　ⅡⅢ

BZ濃墨

【小容量】圧力旧炊飯ジャー
ー低め姐さで画②

聖W－ESO7麺
オープン価格
●消賢電力（＼〟）（炊飯時）／1140
●外形寸法（約cm）／23×305×20．5

●本体質⊆（約kg）／60

省エネ星準達成率106％

年間消費電力量47．OkVVh／年

お貰い上げ矧まエコ畑メニューに設定されています。

※1炎のゆらぎ…郡分的知栗鼠の火力切り琶えを行うことを表現しています。※2底l【ヒーターを3つにし、それぞれを独立制関する技だ．i2018年5月3柑新聞発表による当社調べ。※3中パッパ～満とう維持工程の単位酎昌当たりの火力比較2017年当社従来呂NW－ATlO型約30W／〔滴と

NVJ－KBlO型約125肌／／〔絹との比転当社喜習べ。単位面積当たりの火描出方法＝中パッパ～扁とう鷺持工程の平均電力（W）TIHヒ【ター加熱面積（涌×発露摘率椅ノ皮）王に定める萱亀調理器の高周波出力荒j定方法にて荒掟）※4家庭用畑ジャーにおいて、アルミステンレスのプラツド柳こ三相ま

さんだ禁として。2018年5月31日新聞発表による。当社調べ。だ5内釜のフッ素力□工は5年間荒屋交摸します。取才脱閂書の記載罫風こそわない使い方をこれた場合は対象外です。憲6メ二ユ【によって異なります。駁抱説明書をご椎認ください。…：‡7その他のお手入れに関しては、取扱説明書をご

檻認くだ乱1。※8中パッパ～濡とう徽毒工程の単位面子昌当たりの火力比転2018年当社従宋品NP－QTO6型約30VV／（能NW－ESO7型約125VJ／〔虻の比較（当社調べ）。靴面積当たりの火焔出方法＝中パッパ～扉とう維持＝幸三の平均電力（W）－lHヒ「㌢1腰痛債（〔ボ）×発菜摘率佗波

法に定める電磁調理器の高周波出力測定方法にて測定）。完く9内至のフツ剰口工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載等項にそわない使い方をされた場合は対象外です。



お米は豪快に舞った方がおいしい※1

「大火力＆高圧力」。
●81通りの「わが家炊き」メニュー。
●毎回洗う点数がたった3魚●く2なので、お手入れ簡単

●指紋がつきにくい「フックボタン」

圧力IH炊飯ジャーJ睦め姐さ眉㊦

BNW－JUlOぎ

●外形寸法（約〔m）／27．5×34．5×21．5　●外形寸法（約〔m）／305×37×245

●本体質塁（約kg）／65　　　　●本体質量（約kg）／8．0

省エネ基準鮎率110％

珊概電力塁77．2kWh／年

省エネ基準達成率112％

年那須軌茎120．5kWh／年

お買し止げ矧まエコ鳩メニューに設定されています。お買し止げ矧まエコ炊飯メニューに設定されてし増す。

甘み成分（還元糖）を引き出し、
発熱効率を高めた
l鉄器コートlプラチナ厚釜
●大火力炊飯を実現する「うるおい二重内ぶた」
●49通りの「わが家炊き」メニュー

BAブラック

圧力IH炊飯ジャー一塊め姐さや画㊦

臼NP－BJlO
＜－BA＞＜－WA＞

オープン価格
●消費電力（W）（炊飯時）／1240　●消費電力（W）（炊飯時）／1370
●タ相手寸法（約cm）／26．5×40×22　●外形寸法（約cm）／295×425×26

●本体質量（約kg）／60

省エネ基準達成率110％

糊冊沌櫨77．8kVVh／年

●本体質量（約kg）／70

省エネ基準達成率112％

咽横電力量119．7kW付年

お買し止げ郎エコ炊飯メニューに設定されています。お買し止げ郎エコ炊酎ニューに設定されています。

強火で炊き続け、
うまみを引き出す
「豪熱沸とう旧」
●炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」

●おいしさ引き出す「熟成炊き（白米．玄米）」Ⅱ打
●汚れがつきにくい

「クリアコートふた」＆

「ステンレスふた」

匪司

IH炊飯ジャーJ隆一

8NW－VAlO

TAブラウン

NW－Ⅵ11

オープン価格　　　　　オープン価格
●消費電力（W）（炊飯時）／1105●消費電力（W）（炊飯時）／1295
●外形寸法（約〔m）／255×375×205●外形寸法（約〔m）／28×405×245

／40　　　●本体賀塁（約kg）／50

省エネ基準剋捧111％

年間洒電力冠80．4kVVh／年

省エネ基準；新監事112％

帽横媚127．1kW付年

お凱uげ矧まエコ紋日メニューに設定されてしはす。お召し止げ矧まエコ炊飯メニューに設定されてい手す。

崇1当社従来品2016年NP－YS型との比較東京農業大学調べ憲2その他のお手入れに関しては、取脂明書をご軽認くだ乱1。※3メニューによって異なります。取扱説明書をご確認くだ乱㌧糾内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない胤坊をされた場合は対象別です。

この1台で煮込み料理はおまかせ。

本格調理もラクラクの自動圧力暮Hなべ。

象印独自の圧力が味を染みこませる！ 

可変圧力　＿　　　　　　　一定圧力 

蘭ご轡◎、別つ歯学 
煮物や煮込み料矧こ　　　　　　　　煮くずれしにくく、魚介や野菜 

味がしっかりと染みこみます。　　　などの調理におすすめです。 

無水調理；；ぎ6　　　　　　　温度調理

素材の栄養がそのまま味わえる。
40℃～100℃まで10℃刻みの

温度調理ができます。

●本体質量（約kg）／70●炊飯用計量カップ●メニュー番号ガイド

アレンジ料理も

「手動調理」※8で作れる。

なべ内の料理の
におい残りを抑える
「クリーニング機能」

●はずして洗える内ぶたセット

●終了のメロディーが鳴れば

すぐ開けられ食べられる1

崇5自動調理できないレシピもありますルシピによっては下こしらえが必要なものもあります。※6掃水調理とは水やだし汁を使っていないものを指し、必要最低限の

調昧緋服用します。すべてのレシピが鮎憫理ではありません（汽水調理は62レシピ）某7すべてのレシピが予約できるわけではありません。手動調理した場合は予約

できません。※8無水調理は選べません。●詳しくは取扱説明書をご覧ください。

嘉誘層げたてのような食感が楽しめる
商品〆「サクサクフライあたため」コース

フライの　　　　冷蔵・冷凍から

あたため直しも　手作りピザまで
サクサク　　　　楽しめる

オーブントースター

田EQ－JA22こ岬J†姦壷巌
＜－BA＞

オープン価格
●消責電力（W）／1032

●上下ヒーターを交互に高火力で加熱
「高火力スイッチヒーテイング」

●「サクふわトースト」コース
●「80℃～高温250℃温度調節」

：　・　・・●　　＿

表面はサクツと中はふわっと
絶妙な食感「サクふわトースト」
●ワンタッチで上手に焼ける

「マイコン自動コース」
●トースト4校や25cmの

ピザが焼ける

●80℃～高湿250℃温度調節

●お手入れ簡単けはずせるとびら」

オーブントースター

胞FトGN30＝岬J崩巌
＜－BZ＞

NEW

オープン価格　　　　　　　　　BZマットブラック
●消栗電力（W）／1300●外形寸法（約cm）／395×345×225
●庫内寸法（約cm）／27×295×9●トレー内寸（約⊂m）／25．5×255●本体質還（約kg）／5

●外形寸法（約⊂m）／54×37．5×12（3枚重ね時高さ18）
●本体質量（約kg）／8．5（収納ホルダー含む95）

一石でメニュー

一年中大活躍！

●食材の彩り、だしの色が映える1誓
「土鍋風なべ」

●斜めに置ける6角形の
「ラフ置きふたつまみ」

コーヒー本来の
コクと香りを引弓

「ダブル加熱9三
●2段階の濃度調節機能
●洗って繰り返し使える

「メッシュフィルター」

⑳鵬
コーヒーメーカー

田EC－AS60
＜－XB＞

メーカー希望小売倭格8，500円胤別）
●消責電力（W）／650

XBステンレスプちック

●外形寸法（約⊂m）／23×155×28

●本体質塁（約kg）／17●容量（mL）／810

※9バスケット内のコーヒー粉中央付近の員高濃度が95℃以上焉塁抽出的。（当社

調べ）測定条件は、定格電力水温20℃室温20℃。コーヒードリップ後のノ3度とは異

なります。栄10カップ1杯約120mL

☆オープン価椙の百品は蒜空中売価棺を定めており芸せん。



お湯で下ごしらえも
スピーディー。

●電気で沸かして「まほうぴん保温」

●年間電気代i′1⊂∨一GB30：約7．400円
3．OLの場合、CD－WU30’約11，700円と比較すると

4，割週日覆ヒクIlフ

●「沸とうセーブ′3」（選択式）

●大型オレンジくっきり液晶

●大きな文字の
操作パネル

ス書詣とう
匡頭∋］vE電気まほうぴん優湯生⑧（写宍芸孟言寄ヨ

EEacv一GB22　密　EEZcv一GB30　む
く一m＞　　　　　　　　　　　　　　　＜－TA＞

オープン価格　　　　　　オープン価格
●消賓竃力湯沸かし時（W）／905　　●消費電力湯沸かし時（W）／905
●外形寸法（約cm）／22×295×26　●外形寸法（約⊂m）／22×295×30
●本体質量（約kg）／27　　　　　●本体質量（約kg）／3．0

オフィスで大活躍
大容量＆コンパクト設計
●電気で沸かして「まほうぴん保温」
●16時間まで設定できる

「6段階節約ロングタイマー」
●「ステンレスボディ」

表芸芸

悪霊熟ん僅畠鮭
EBCV－RA50　⑬
く－XA＞

オープン価格
●消責電力湯沸かし時（W）／1300

XAステンレス

●外形寸法（約⊂m）／23×31．5×34●本体質逗（約kg）／36

罠1日本電軽工業全日主産準による測定（室温23℃、漂新し2回／1臥再演とう1回／1日、保湿90℃で23時間／相、365巨］／年間その他焔等の謂条件HD－112に基づく、電力料金呂安華僑27円／kWh

［2014年4即史定］（税込）で計削季節による周囲温匿等の条件により、変動する縁合があります。誉‡2CV一GB30（VEまほうぴん毒馬這）と〔D－W］30帽動ポット）との比較。染390〔、80℃、70℃に設定可払

ワンタッチオープンタイプマグ
ステンレスマグW

詔SM－SE36固
く－AL＞＜－NZ＞＜－Rb＜－BZ＞

メーカー希望小売価格5．500円働胴
●外形寸法（約cm）／6．5×7×17．5

●保温効力（6時間）／67度以上
●保冷効力（6時間）／9度以下
●本体賢墨（約kg）／017

印SM－SE48犯
＜－Ab＜－NZ＞＜－RZ＞＜－BZ＞

メーカー希副、売価格6，000円（醐恥
●外形寸法（約cm）／65×7×22

●保温効力（6時間）／71度以上
●保冷効力（6時間）／8度以下
●本体賢逗（約kg）／0205

●「飛び散り抑制機構」
●「エアーベント構造飲み口」
●結露しにくく安心「結露抑制構造」

NZ RZ BZ
ベージュゴールド　ガーネットレッド　マットブラック

（写真は036」です。）

●軽壷＆コンパクト

●r内面フッ素コート」

●本体丸洗いOK7

●洗いやすい分解せん

●氷が入れやすい

広口4cm

じっくりとドリップを楽しむ

さそそ子
電気ケトル

田CK－AXO8t彊辺

芽竺ヲ詣吉　　岩扇
●消費電力湯沸かし時（W）／1300
●外形寸法（約⊂m）／23．0×145×225（電源プレート含む）
●本体質量（約kg）／12（電源プレート含む）

莞4ブタがしっかりと閉まっていることをご僅詔くだ乱い支5ロック状矧こなっていても、本体

を傾けたり倒したりすると、注ぎ田から　別憤れ出る恐れがあります。※6室還23℃、水温

23℃、注水軋太体が温帆吐きや少量で浣加、しすると注ぎ［から蒸気が出る場合が討」ます。

スクリュータイプマグⅢⅢ
●「なめらかな飲み口」

取りはずして洗える
樹脂カバーつき。 王Jコ扁く二心云AD，

i

ステンレスマグW

団SM－JF36（彊彊む

メーカー希削、売価格4．500円（酬別）
●外形寸法（約⊂m）／65×65×17
●保温効力（6時間）／66度以上
●保冷効力（6時間）／10度以下
●本体質量（約kg）／0．21

回SM－JF48　囲
＜－PM＞く－WA＞＜－AD＞

メーか希副、売価格5，000円（税別）
●外形寸法（約⊂m）／65×65×215

PM WA AD O保温効力（6時間）／70度以上
フローラルピンク　ホワイト　　　ネイビー　　●保冷効力（6時間）／9度以下

（写真は036」です。）　●本体質塁（約kg）／0．25

短時間の加熱でおまかせ保温調理！！

；慧書誌認諾£深謀会誌い。Kぎ7廃毒孤
●つるつるクリアステンレス●分解せん

一－　　　　　　　、…　　　　・■’、▼

PPベリー　　DP／マンプキン　APチョコミント

（026」・036Lとも3色あります。）（写真は026Lです。）

団SW－GD26　t担臨SW－GD36　6ED
＜・PP＞＜・DP＞＜－AP＞　　　　　　　　＜－PP＞＜－DP＞＜－AP＞

メーカー希劉小売価格5，200円（棚胴　メーカー希削小売価格5，500円（税恥
●外形寸法（約cm）／9．5×9．5×11　●外形寸法（約⊂m）／9．5×9．5×13．5

●保温効力（6時間）／50度以上　　　●保温効力（6時間）／57度以上
●保冷効力（6時間）／17度以下　　　●保冷効力（6時間）／10度以下
●本体質壷（約kg）／025　　　　　●本体賢壷（約kg）／0．28

ご飯やおかずの量が程よい
「スタンダードタイプ」因団
●ポーチがランチョン。r、、　　、、7（各容器の

マットに早変わりl

●ほほうぴん
保温ケース」

嘩日蓮
（約05台酌）（抗菌血9加工容器）

お・ぺん・こ
保温弁当箱

匪SZ－」BO2
＜－ZD＞

メーか希副、禿価格6，000円周別）
●外形寸法（約cm）／105×9×205（ポーチなし）

15×9．5×25（ポーチ含む）
●保温効力（6時間）／49度以上（ポーチなし）

53度以上（ポーチに入れた場合）

ZDマルチドット

●本体質量（約kg）／037（ポーチなし）／044（ポーチ含む）

●外形寸法（約cm）／19×11×11（ポーチなし）

215×72×20（ポーチ含む）
●保湿効力（6時間）／54度以上（ポーチなし）

56度以上（ポーチに入れた場合）
●本体質量（約kg）／05（ポーチなし）／06（ポーチ含む）

猿7水中に放置しないでくだ乱い絶保温糊塗と倒欠く前のお米の墨の目安です。憲9試巌機関（一社）京都微生物研究所試験方法」lSZ2801に基づく抗菌の方法Ag＋帽の対象部分ごほん絹、ごほん容那lた、おかず容器誌駿結果99998の抗轟効果試験番号0803－8109、0803－8110

スライド式扉の
省スペースタテ型モデル。
●80⊂m′10ロング排水ホースで　　　㌦一叩仙

水の処理もラフラフ。

●庫内はオールステンレスで清潔

●夏場など暑い時の節電11に

「送風仕上げ55分コース」

⑳亜
食器乾燥器　票．；詔最ホ＿ス）

因EY・GB50
＜一HA＞

オープン価格
●消費電力（W）／265
●外形寸法（約⊂m）／44×31×54（フタ開閉時最大幅45）HAグレー
●本体質量（約kg）／55

※10製品脚からホース先端が80cm以上馴1「40分コース」運転時と比較して、約309も

節電。自社基準による当社調べ。室温250〔・難809・定醗圧・標準食器（5人分）乾燥での1回

運転時の消費竃媚を比較。「送風仕上げ55分コース」（約99V州（50Hz）、約113Wh

（60【Z））、「40分コース」（約142Wh（50Hz）、約169Wh（60Hz））崇12［水受け］試験

依縁先（一社）京都微生物研究所試験方法JlSZ2801に基づく折底の方法Ag＋抗菌の対

象郡分水受け（水受け栓を除く）試験結果999％の抗扇効果試騒成績害発行竃号第
1504－8038号、第1504－8040号［排水ホース］試演依碩先卜社）京都微生物研究所試験

方法」lSZ2801に基づく抗菌の方法AgT抗函の対象部分排水ホース試験結果999％

の抗菌効果試験成績雲発行苗弓舅1511－8092号、第1511－8094号

セットがカンタン！手間なし、マットなし！
ホース不要だから片付けもカンタン。
●選べる5つのふとんおまかせ運転コース

「標準」コース
「送風仕上げ」コース
「ダニ対策」コース、●‖3

上司イしっが」」コース……14

イお急ぎ」コース三日4

ニ■一五・、∴・
パッと開いて　　マットして　スイッチON

●「羊毛」「羽毛」「綿」「化学繊維」
などのふとんに対応′‖617

藍蜃顔麺豪産改革尊重靭●アレル物質抑制フィルタ‾…≡18

●あたため「しっかり」コース　　れ中二環
30分

⑳：羞轟勤
儲認諾欝豊謂慧●あたため「お急ぎ」コース※14
（星択一ス新病）　　　　　　　　　　寝る前のちょっとした時間に人が寝

ふとん乾燥機ス子小汚イ　　るスペース（首元から足元まで）を

監禁－EA2F　　匿固‡紋ためます。
オープン価格
●消寛電力（W）（50／60Hz）／655／645●運転菖（約dB）／46（ふとん乾燥時）

■ヰ拉戊亮牒■
‾．ご■－　h　■一二．∴＿．

t一　　　　　一・，い1－

▼】坤－肘～

、一、－－－　－1、tW－1・hLl・‥■・

●外形寸法（約cm）／28×13×35／335×13×35（コードバスケット含む）●本体質塁（約kg）／4．1（コードバスケット含む）

嵩13ダニは逃げることがあるため、対策できない場合があります。酎4ふとんの乾鮎できません。慧15あたため・しっかりコース運転軋※16素材の闇熱雲度を確認してからご使用くだ

さい。（遠見の㌫裔屈度約70℃）※17機能憾異（低反発や扁反発素祢ビーズ素材パイプまくらなど）は、温度により鋸旨を損なうことがあります。崇18註較箆閤住化工ンハイロメンタルサ

イエンス株式会社試賢方法ELlSA法に基づく抑制の方法抗アレル剤対象節分フィルター試験結果抑制率「ダニの死机唱8胤「スギ花粉∋5％」

◎イラストは全てイメージです。☆オープン価箔の百品は志望小売価椙を定めておりません。
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清潔な蒸気でお部屋にうるおいをしっかリチャージ。

●スチーム式　　　　　　●トリプル安全設計

●お手入れ簡単

「フィルター不要」＆

「広口容器」

●自動加湿3段階／1　●お部屋の状態がわかる

「湿度モニター」

●湯沸かし吉セーブモード

●「入、切デュアルタイマー」
【EE－RPI

入タイマーは6時間、切タイマーは2時間、

それぞれ個別に選択できます。

芸宝器＝漂号‥≡‥雪害謂二　二惑－…
それぞれ3巨那砦から個別に　　　　　　l

選択できます0　　　　二針　子

（写真はEE－DA型）

NEW

▲－－・、■肌　～　＿＿

WAホワイト
（写崇は35サイズです）

スチーム式加湿器

聖賢RP一亭早一団
オープン価格
●消費電力（W）（湯沸かし立ち上げ時／加湿時）／985／305
●外形寸法（約⊂m）／24×26×275
●本体質量（約kg）／23　●タンク容墨（約L）／22

聖賢RP巨9一哉萄塑　　射

眠W

スチーム式加湿器

璧－P皐巨9一周
オープン価格

VVAホワイト

●消費電力（W）（湯沸かし立ち上げ時／加湿時）／985／410
●外形寸法（約cm）／24×275×365

●本体質量（約kg）／28　●タンク容量（約L）／4．0

義覿孟／。1。董義襲藁琵琶薫資
・本体質量（約kg）／24・タンク容量（約L）／30　だ言豊驚釜器を豊蒜だ還裏芸蓋諾盟莞翌夏窟醍洗浄を

清浄能力にこだわり、
花粉・ハウスダストを
360度の方向から吸引できる
タワー型空気清浄機

2つのプロペラを互いに逆方向に回転さ
せることで、効率よく風を発生させ、小さ
いお子さんの生活ゾーンである床上30⊂
mの360度全方位からアレル物質を吸引。

空気の汚れに応じて、自動的に風量（標準、
弱、静音）を調整しながら運転します。

花粉の気になるときにおすすめ。最初の30

分は最大風量で運転し、お部屋の空気を入
れ替えます。その後、おまかせよりもホコリセ
ンサーが感知しやすい状態にし、自動で風量

（標準、弱、静音）を調整しながら運転します。

ダストとにおいのデュアルセンサーでお部

屋の空気の状態をお知らせ。お部屋の状
態を3段階で表示、汚れ具合がひと目でわ
かります。

●8昌なら約12分で清浄
●適用床面積（目安）ト24塁（40が）」

空気清浄機

EEIpu－AA50
＜一WA＞

オープン価格
商品仕様は、添付の価格表をご確認ください。

●′′■

暮らしの道具を、おしゃれにちゃんと。

ぎ　器のようなやさしい造形。日常に溶けこむ、シンプルな倖まい。
～　キッチンや食卓に、魅せる楽しみがうまれる。

▲一・、！日々の営みを見つめ、ひとの想いに寄り添うモノづくりから生まれた暮らしの道具。
‘象印らしさをカタチにしたSTANで、毎日を心地よく、美しく彩っていく。

lH炊飯ジャー

団NW－SAlO
＜一BA＞

オープン価格
●炊飯時消費電力（W）／7115
●外形寸法（約⊂m）／235×29×19．5

●ふた開き時の高さ（約cm）／425
●本体質塁（約kg）／4．3

コーヒーメーカー

田EC－XA30
＜一BA＞

オ二プン価格　　　　誉13かプ用的120mL
●消費電力（W）／650
●外形寸法（約cm）／15×225×235

●本体質量（約kg）／18●容塁（mL）／420

オープン価格　深さ4⊂mの「深型プレート」
●消責電力（W）／7200
●外形寸法（約cm）／445×305×て4

●本体質量（約kg）／4．8

豪語等温
く－BA＞

オープン価格
●消彗電力湯沸かし時（W）／1300
●外形寸法（約⊂m）／175×27×25
●本体賢冠（約k由／20

☆オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
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