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はやい

やわらか

52分でササッと乾燥完了。
気になるガス代は１回当たり
63円と意外にお手軽。

天日干しよりもふっくらふわふわ。
外干ししないから、花粉や黄砂の
日も安心なんです。

あんしん
コインランドリーだと他の人も使うからちょっと心配。
お家にあれば安心ですね！

ほさない
干さなくてＯK。取り込まなくてＯK。
洗濯乾燥の後はたたむだけ。
腕の上げ下げや腰がつらい方にもおすすめ。
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家事を時短化
ガスのパワーでスピード乾燥

毎日のお洗濯がより快適に！

洗濯乾燥のお困りごとを

「ガス」の乾太くんが カラッと解決！

洗濯物５kg※のめやす

※乾燥後に5kgとなる衣類量のめやすです。タオル・毛布等は
　膨れ上がるため3.5kg以下としてください。

家族みんなの
洗濯物も

まとめて乾燥！

パワフルな乾太くんなら、８ｋｇの洗濯物を約８０分、５kgの洗濯物を約５２分
で乾燥。電気式の約1/3の時間で済むので、家事の時間を大幅に短縮でき
ます。しかも乾太くんなら屋内設置の場合でも、本体上部の排湿筒から
確実に湿気を屋外に放出するので、室内にこもることはありません。

ガスならではの経済性！
パワフル温風で短時間乾燥の乾太くん。1回の乾燥コストは5kgで
63円、1カ月毎日使っても約1,950円と経済的に使えます。

リンナイのラク家事＋は
暮らしをラクにする「＋」
の価値（機能）を提案して
います。

※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（50m3）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8kg（綿50％、化繊50％）/脱水度70％ RDT-80・標準コース、1日1回使用で算出。　リンナイ（株）調べ
　　　   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（株）調べ

1回たったの5kg 63円！
1回たったの8kg 102円！

※ガス衣類乾燥機（乾太くん）：リンナイ、電気ヒートポンプ式乾燥、電気ヒーター式乾燥　試験実施：リンナイ（株）
※条件：実用衣類8kg（綿50％、化繊50％）/脱水度70％ RDT-80・標準コースで算出。　ガス種：LPGの場合で約80分
　　　   実用衣類5kg（綿50％、化繊50％）/脱水度70％ RDT-54S-SV・標準コースで算出。　ガス種：LPGの場合で約52分

電気ヒートポンプ式
全自動洗濯乾燥機

電気ヒーター式
全自動洗濯乾燥機

乾燥時間の比較

5kg 8kg

で約162分5kg

で約281分5kg

乾燥と洗濯を2台のマシンで
一度に済ませられる！

1日2回転洗濯するご家庭もスムーズ

夜遅くの洗濯物も
しっかり乾かせて、

朝の時間を有効活用できる！

家事の時短化！
乾太くんがあれば

約52分
で5kg

約80分
でも8kg

その1その
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快適な仕上がり

標準コースの運転でも大風量で一気に乾かす
ことで、自然とシワが伸び、アイロン掛けの手間
が省けます。

ふっくら
具合にこ

れだけの
差！

※合計3kg相当の洗濯物で乾燥した場合（大阪ガス調べ）　※ご使用の環境や機器により、結果に誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

天日干し

繊維が寝たままの状態で乾燥するので、
ふんわり感は少なく洗濯するほどゴワゴワに。

全自動洗濯乾燥機

パワーが弱いため、乾くまでに時間がかかり、
繊維もふっくら立ち上がりきらない。

ガスならではの温風が繊維1本1本を立た
せて乾燥させるから、ふんわりやわらか。

大容量のドラムで、ガスならではの強い温風を
たっぷり送り込みながら乾燥させるので、繊維
が根元から立ち上がり、快適に仕上がります。

繊維が立ち上がり
根元からふんわり

大風量でシワを軽減

天日干し
かさ高 約 cm18

全自動洗濯乾燥機
かさ高 約 cm19

乾太くん
かさ高 約 cm21.5

綿35％・ポリエステル65％のシャツでシワが軽減。
シワがつきやすい綿100％でも、シワが少ない仕上がりに。

1

2

1 2

その2その

1

「ほさない」をはじめよう
ガス衣類乾燥機



わたしのおすすめ
洗濯は毎日必要な家事ですが、このガス衣類乾燥機を使うと劇的に
ラクすることが出来ます！ 天気・花粉・臭いも心配なく室内干し
も必要なくなり、お部屋も広く使え、快適に生活できるようになり
ますよ。洗濯物を干すのが大変と思っているお父さんお母さんへ親
孝行のプレゼントとしてもおススメしています。１週間無料体験モ
ニターもやっています！！
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滋賀県在住
20代女性

静岡県在住
40代女性

埼玉県在住
40代男性

東京都在住
60代女性

95%約

満足度

外干し不要の乾太くんなら、雨の日はもちろん、花粉の季節や黄砂・
PM2.5などの大気汚染が気になる日のお洗濯も安心です。

清潔乾燥
天候を問わず1年中活躍！

水洗い

室内干し

屋外陰干し

天日干し

 大腸菌数/枚

600,000
17,000

3,600
0

0
各処理後の検体（おむつ）1枚あたりの大腸菌をカウントしたもの
（一社）東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所調べ

雨の日でもふっくら清潔・快適に乾燥できます。

天日干しと同レベルの除菌効果を発揮する乾太くん。
しかも外干しの必要がないので、チリや排気ガスなどの
微粒子が付着する心配もありません。

赤ちゃんの
衣類乾燥にも最適

乾燥前にドラム除菌運転を行うことで、ドラム内の大腸菌を99％
以上除菌。靴の乾燥後も、安心してお使いいただけます。
■試験機関：愛知学院大学薬学部 ■試験用細菌：大腸菌
■試験方法：ドラム内に菌液噴霧した生菌数測定。緩衝液中で菌を洗い出し、寒天平板にて培養。
※ドラム除菌運転はドラムを空の状態で運転します。
※RDT-80シリーズ、RDT-54Sシリーズ、RDT-52SAシリーズ、RDT-31Sシリーズに搭載。

ドラム除菌運転でドラムリフレッシュ！

以上カット！
大腸菌を99%

大腸菌の除菌効果比較

■調査対象者：リンナイスタイルの会員のうち、「乾太くん」所有者　■調査手法：インターネット調査　■調査期間：2018年6月15日～30日

乾太くんを
使い始めてから、
時間帯に関係なく
洗濯できるように
なりました

使い古した
タオルも見違える
くらいふっくら！
感動的です

1日2回以上
洗濯するので、
洗濯中も乾燥機が
使えて便利

乾太くん歴20年以上！
シワもなく、柔軟剤を
使わなくても
ふんわり
仕上がります

実際に乾太くんを使用して、その使い心地に約95％の方が「満足」と実感しています。だから (N=307)
※2011年6月 大阪ガス調べ

その4その

すぐつかえるセット
（本体＋専用台＋排湿部材＋標準工事）

スタンダードタイプRDT-54S-SVセット
メーカー希望小売価格177,540円（税込）

８年リース月々 2,000円（税込）
（一括お支払い 165,000円）

デラックスタイプRDT-52SAセット
メーカー希望小売価格210,540円（税込）

８年リース月々 2,240円（税込）
(一括お支払い185,000円)

臼杵営業所

宮﨑 友幸

※写真はスタンダードタイプです。　※標準工事とは排湿経路2m以内、木造一般住宅での工事となります。

※8年リースは98月のご契約となります。

動画で
チェック

デラックス

動画で
チェック

スタンダード
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「ほさない」をはじめよう



家
うちしょく

食を楽しもう
グリルで広がる レパートリー

焼 く

蒸 す ノ ンフライ

煮 る
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家
うちしょく

食を楽しもう
グリルで広がる レパートリー

炊 く

うれしい

ポイント

4

▶さっとひとふき
▶グリルの汚れを 99％カット
▶消し忘れ自動消火機能



家
うちしょく

食を楽しもう
グリルで広がる レパートリー

焼 蒸 ノ煮 炊

ザ・ココット
付属

ビルトインコンロ　デリシア
RHS71W31E13RCSTW
メーカー希望小売価格 350,900円（税込）

8年リース月々 2,640円（税込）
（一括お支払い 218,000円）

焼 ノ

ビルトインコンロ　リッセ
RHS71W23L8RSTW
メーカー希望小売価格 242,000円（税込）

8年リース月々 1,800円（税込）
（一括お支払い 148,000円）

ココットプレート
付属

焼 蒸 ノ煮 炊

キャセロール
付属

ビルトインコンロ　プログレ
N3S11PWASKSTEC
メーカー希望小売価格 331,100円（税込）

8年リース月々 2,400円（税込）
（一括お支払い 198,000円）

焼 蒸 ノ煮 炊

キャセロール
プレゼント

ビルトインコンロ　ピアットマルチグリル
N3S09PWASPSTE
メーカー希望小売価格 264,000円（税込）

8年リース月々 1,920円（税込）
（一括お支払い 158,000円）

焼 蒸 ノ煮 炊

ラクック付属

ビルトインコンロ　フェイシス
PD-821WS-75CV
メーカー希望小売価格 239,800円（税込）

8年リース月々 1,670円（税込）
（一括お支払い 138,000円）

焼 蒸 ノ煮 炊

ビルトインコンロ　ブリリオα
PD-721WS-75GK
メーカー希望小売価格 181,500円（税込）

8年リース月々 1,190円（税込）
（一括お支払い 98,000円）

ラクック付属
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わたしのおすすめ
専用容器の使えるグリル、おススメですよ！ 私も実際に使ってみ
ましたが、容器に具材を入れて火を付けるだけで簡単にごちそう
ができました！ 煮崩れしないので見た目も綺麗だし、野菜やお肉
の旨味をしっかり感じるんです。お料理だけでなく、お菓子作り
もできます。お子様やお孫さんとおうちで過ごす時間にもぴった
りですね！

CS営業課

田崎 歩乃佳

家
うちしょく

食を楽しもう
グリルで広がる レパートリー

グリルを使ったレシピはコチラ

焼 ノ

テーブルコンロ　ラクシエプライム
RTS65AWG31R2G-VL
メーカー希望小売価格 124,080円（税込）

8年リース月々 910円（税込）
（一括お支払い 74,800円）

焼 ノ

クックボックス
プレゼント

テーブルコンロ　ララプラス
NLW2281ASKSG
メーカー希望小売価格 104,280円（税込）

8年リース月々 710円（税込）
（一括お支払い 58,000円）

焼 蒸 ノ煮 炊

テーブルコンロ　グランドシェフプレミア
PA-A96WCR-R
メーカー希望小売価格 107,580円（税込）

8年リース月々 790円（税込）
（一括お支払い 64,800円）

動画で
チェックグリルで

カレーを

作っちゃえ！！ ココットプレート
付属

ラクック付属

※8年リースは98月のご契約となります。 6



野菜ソムリエプロ

足 みゆきさんの

「最新グリル」を使った

スペシャルレシピ

ヘルシー・ラクチン
ひっくり返さないお好み焼き

プログレ

お好み焼き粉（市販品）　　 100g
おから　　　　　　　　　 　 6g
たまご　　　　　　　　　 　1個
豚バラ肉　　　　　　　　 100g
キャベツ　　　　　　　   　80g
モヤシ　　　　　　　　  　 60g
水　　　市販品の指示通りの分量
お好み焼きソース（市販品）　適量
マヨネーズ　　　　　　　　適量

お好みで

かつお節、青のり、

紅生姜を乗せるのも

おすすめです。

材料 ２人分

作り方

豚バラ肉を1cm幅程度に、
キャベツは太めの千切りにする。

キャセロールに
オーブンシートを敷き、
生地を広げる。

グリルメニュー
【パン】【25分】で
スイッチオン！

焼きあがったら皿に移し、
ソースとマヨネーズを
トッピングして出来上がり！

お好み焼き粉と
肉をよく混ぜる。

  ２に調味料以外の材料を
すべて入れて、よく混ぜる。

キャセロール

使用

２ ３

５ ６

動画で
チェック

肉が

バラバラに

なるように！
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油で揚げない
3種の揚げ出し豆腐

木綿豆腐　　　　　　１丁

片栗粉　　　　　　　適量

小麦粉　　　片栗粉と同量

糸かつお節　　　　　適量

青のり　　　　　　　適量

お好みの油　　　　　適量

卵　　　　　　　 　1/2個

大根卸し　　　　大さじ４

卸し生姜　　　　小さじ２

めんつゆ　　　 　 100cc

砕いた

ポテトチップスや

あられを衣にしても

香ばしいですよ。

材料 ２人分

作り方

プレートパン

使用

豆腐は水切りをして、
6等分に切り、卵は溶いておく。

プレートパンに
豆腐を並べ、
上から油をかける。

グリルメニュー
【焼く】【弱】【11分】で
スイッチオン！

揚げ出し豆腐を器に盛り、
めんつゆをかけて、大根卸し、
卸し生姜を添えて出来上がり！

片栗粉と小麦粉を
混ぜたものを豆腐にまぶし、
4つには溶き卵をつける。

溶き卵をつけた豆腐の
２つに糸かつお節、
２つに青のりをまぶす。

２ ３

５ ６

動画で
チェック

１

４
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3

かまど炊きのおいしさを、

毎日ご家庭で。
炊きたてのなんともいえない、おいしいそうな香り。

食べるのが待ち遠しくなる、そんなごはんがある毎日を。

かまど炊きのおいしさを、ぜひご家庭でご堪能ください。

9



わたしのおすすめ
以前はＩＨ炊飯器を使用していました。子供のお弁当を作る機会
が増えたこと、また味にうるさい年頃になってきたのをきっかけ
に、直火で炊くガス炊飯器に変えました。ガス炊飯器の良い点は、
炊き上がりが早い、旨い、そして冷めても美味しい。子供に「お
弁当、何が美味しかった？」と聞くと、きまって「おにぎり」と
答えます・・・。

3

かまど炊きのおいしさを、

毎日ご家庭で。
炊きたてのなんともいえない、おいしいそうな香り。

食べるのが待ち遠しくなる、そんなごはんがある毎日を。

かまど炊きのおいしさを、ぜひご家庭でご堪能ください。

動画で
チェック

ガスで炊くと、おいしく炊ける。

その秘密は「炎」にあります。

釜下からの強い火力で釜全体を

包み込むため、内部で激しい対

流が起こってお米1粒1粒がムラ

無く加熱されるのです。ガス炊

飯ならではのふっくらおいしい

ご飯をお楽しみいただけます。

ガス炊飯器　直火匠５合炊き
専用ガスホース1mセット
PR-055MST2（DB）＋RGH-10K
メーカー希望小売価格 101,090円（税込）

8年リース月々 790円（税込）
（一括お支払い 64,800円）

ガス炊飯器　炊きわざ５合炊き
専用ガスホース1mセット
PR-M09TR＋ガスコード1m
メーカー希望小売価格 80,300円（税込）

8年リース月々 640円（税込）
（一括お支払い 52,800円）

※  一升炊きも取り揃え
ておりますのでお問
い合わせください。

※8年リースは98月のご契約となります。

延岡営業所

甲斐 勇希
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ガス給湯器にしませんか？

エコキュート・電気温水器から、

ガス給湯器に変更すると、いいこといっぱい！

「でも、取り替え工事って大変なんでしょう？」

そんなことはありません。お気軽にご相談くださいませ。

ガス給湯器なら…

コンパクトに設置！ すっきりビフォー＆アフター

えっ

ほんと？

いいな〜

▶タンクがないからスッキリ！
▶お湯切れの心配なし！
▶運転音が静か。
▶においも
　ほとんどなし。
▶シャワーは
　パワフル！
▶タンクの
　水抜き不要。

ビフォー ビフォー

灯油ボイラー 電気温水器ガス給湯器

アフター アフター

ガス給湯器

11



わたしのおすすめ

大分営業所

柴田 雄一朗

※8年リースは98月のご契約となります。

電気温水器や灯油ボイラーからガス給湯器に交換することでたく
さんのメリットがあります。設置スペースが少なくて済むためとっ
てもスッキリ！ 湯切れの心配もない為、家族の多いお宅でも湯量
を気にせずにご使用頂けます。いまガス給湯器をご使用の方には
より省エネで性能の良くなった最新給湯器もご用意しています。
皆様のお問い合わせお待ちしております！

ガス給湯器にしませんか？

ガス給湯器
自動湯張りタイプリモコンセット
GX-H2002AW-1リモコンセット
メーカー希望小売価格 379,280円（税込）

８年リース月々 

2,180円（税込・標準工事込）
（一括お支払い 180,000円）

ガス給湯器
給湯専用タイプリモコンセット
GS-H2002W-1リモコンセット
メーカー希望小売価格 190,080円（税込）

８年リース月々 

1,190円（税込・標準工事込）
（一括お支払い 98,000円）
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あんしん防災グッズ
防災バッグ　ニューコンパック
ライフライン復旧までの2～3日を安心してしのげる１人用防災セット
本体サイズ：幅33×奥行24×高さ（もち手引き上げ時102）cm　重さ：2.5kg

車中泊用防災バッグ25 YSB-25
いざという時のために、車のトランクに１つ入れておくと安心です。
本体サイズ：幅50×奥行33×高さ16cm　重さ：約3kg

アルファ米12袋セット
尾西のごはんシリーズ和風メニュー
賞味期限：製造より5年

セット内容

ラジオ付多機能自家発電ライト、簡易トイレセット
（3枚入り）、ティッシュー、軍手、笛、ロープセット、
使い捨て下着×2、絆創膏×4、生理ナプキン（3個入
り）、マスク×4、シート体温計、アルミシート、ゴミ
袋、収納ポーチ、雨衣、貯水タンク、防災マニュアル

セット内容　※セット内容は変更となる場合があります。

バッグ本体、車中泊エアーベッド、プラカップ3個、歯ブラシ3個、
スプーンフォーク3セット、紙皿3個、アルミブランケット3個、
ラバー手袋、保温・保冷トートバッグ、折りたたみバケツ（2.5L）、
エア枕、懐中電灯、携帯用トイレ3個、携帯スリッパ3個、サイ
ドサンシェード2個、リアサンシェード、トレー、ティッシュ
BOX（300枚 150組）、給水バッグ（5L）、ポリ袋3枚（45L）、
アルミホイル（8m）、ひざ掛け、マスク3個、アルミシート（90
×180cm 厚さ1.2mm）、ポンチョ

セット内容

五目ごはん、わかめごはん、山菜おこわ、赤飯各3袋、
長期保存水（500ml×6本）

どんと感謝価格 11,800円（税込）
メーカー希望小売価格 13,200円（税込）

どんと感謝価格 5,200円（税込）
メーカー希望小売価格 5,775円（税込）

どんと感謝価格

5,980円（税込）
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期間中に、ご成約頂いた金額に応じて

抽選で豪華商品をプレゼント！

100,000円以上ご成約

50,000円以上ご成約

ガス炊飯器

ご成約

おおいたのでんきご契約

大 分 営業所 TEL 097-558-2502 速 見 営業所 TEL 0977-75-1245
臼 杵 営業所 TEL 0972-63-5639 津久見 営業所 TEL 0972-82-4136
三 重 営業所 TEL 0974-22-1253 佐 伯 営業所 TEL 0972-22-3051
蒲 江 営業所 TEL 0972-43-3260 延 岡 営業所 TEL 0982-33-0721

江藤産業株式会社
本社／大分市乙津町 1-18

お問い合わせは…

豊後牛サーロインステーキ
250g4枚セット

20,000円相当   1名様

活〆車海老400g（冷凍）

10,000円相当   1名様

洗剤セット
アリエール＆ボールド＆ジョイセット

3名様

フンドーキン調味料セット

3名様

ワイン
モデッロ・ビアンコ・デッレ・ヴェネツィア
750ml

5名様

ディチェコ　パスタセット
フィスリ・スパゲッティ・ペンネリガーテ

5名様

新潟コシヒカリ
10kg

もれ

なく

先着

500名様

奥豊後豚
肩ロース
しゃぶしゃぶ500g

ご成約プレゼント

※写真はイメージです。


