
≪ニュースリリース≫    2014年 7月 8日（火）  リンナイ株式会社
 
グリルイノベーション ～ 高度な調理性、優れた清掃性が進化しました 

新「DELICIA
デ リ シ ア

」2014年 8月 20日発売 
 
 

熱と暮らしを支える総合熱エネルギー機器メーカーのリンナイ株式会社（本社：愛知県名古屋市、
社長：内藤 弘康）は、ガスビルトインコンロ「DELICIA（デリシア）」をモデルチェンジし 8月 20
日より発売します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

デリシア 
RHS71W15G22V3-STW 
 
・税込希望小売価格： 339,120円 
・税 抜 価 格： 314,000円 
・発 売 日： 2014年 8月 20日 

ガスビルトインコンロ「デリシア」は、2007 年の発売以来、スタイリッシュなデザイン、高度な調理性、優れ
た清掃性を追求した調理機器としてご好評をいただいています。発売以後もリンナイ独自の機能であるヒ
ートオフ構造やスモークオフ機能を搭載するなど、先進の機能を搭載して進化を続けてきました。このたび
の新「デリシア」は、お客様からのご意見や要望の多いグリルの調理性、清掃性をより一層向上させ、ガス
ビルトインコンロのフラッグシップモデルの魅力を高めました。 

 
 新「デリシア」の特長                  

 多彩な調理が可能なグリル 
今回新たに開発した「グリルプレート」（付属品）、「ココット」（別
売品）をグリル庫内で使用することで、焼き魚はもちろん、串焼
きやノンフライ調理などこれまで焼き網では調理できなかっ
た料理も調理が可能になりました。また、本格オーブン調理が
可能な「ココットダッチオーブン」（別売品）は、従来の「ダッ
チオーブン」に比べ 60％軽量化し、気軽に普段使いしやすくな
りました。これまで以上にグリルで多種多彩な調理をお楽しみ
いただけます。 

 グリルの清掃性向上 
蓋つきの容器である「ココット」（別売品）は、焼き網を使用した場合に比べてグリル庫内の汚れを
99.9％削減※でき、調理した後のグリル庫内の清掃が飛躍的に向上しました。グリル庫内の「お手
入れが大変」、「におい残りが気になる」などの悩みにお応えします。 

グリルプレート 

 キッチンを明るく彩る新色クリアホワイトミストをラインアップ 
これまでのガラス天板よりも明るいクリアホワイトミストを新たにラインアップに加えました。  

※リンナイ（株）調べ 「焼き網」「ココット」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

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〈姿焼標準モード〉、ココットは〈ココット魚強めモード〉で調理  
リンナイは、「熱と暮らし」「品質」「現地社会への貢献」を創業以来の企業精神として継承し、今後も「より

豊かな生活」の充実を目指して商品開発に取り組み、地球環境に配慮した事業を推進してまいります。    
≪本件へのお問い合わせ先≫ 

リンナイ株式会社 営業本部：052-361-8211（代表） 

      

（ご参考）本製品等の画像データは、リンナイニュースリリースウェブサイトの該当リリースよりダウンロードいただけます。  

リンナイニュースリリース http://www.rinnai.co.jp/releases/index.html  

http://www.rinnai.co.jp/releases/index.html


 新「デリシア」の特長                         
 
1. グリル機能                                                     
 多彩な調理メニュー 

「デリシア」の特長であるグリルでの調理性がさらに進化しました。グリル庫内で使用できる「グリルプレート」（付属品）、

「ココット」（別売品）、「ココットダッチオーブン」（別売品）を新たに開発。これまで以上に、グリルで多種多彩な調理をお楽し

みいただけます。 

 

「グリルプレート」  ※付属品 

グリルで焼き網の代わりに使用する汎用性の高いグリルプレートで、

焼き魚はもちろん、トーストやピザも焼くことができます。また、これま

でグリルでは調理ができなかった焼き鳥や、とんかつ・からあげなど

のノンフライ調理も、付属のグリルプレート 1 枚で調理可能です。 
 
「ココット」  ※別売品 

網目状の蓋つき容器で、焼き魚はもちろん焼き網を利用した際に焦げや

すい粕漬けなどもきれいに焼けます。また、とんかつ・からあげなどのノン

フライ調理を可能にしたほか、フライパンでは焼き加減の調整がむずかし

いハンバーグも「ココット」に入れてスイッチを押すだけです。 
 
「ココットダッチオーブン」  ※別売品 

従来の「ダッチオーブン」に比べ 60％軽量化しました。また新たにグラタン

や肉じゃがなど日々の料理にも使えるオート調理メニュー※も加わり便利

に手際よく調理ができます。シンプルながらも存在感のあるデザインのた

め、特別なシーンでも容器をテーブルにそのまま並べて素敵な食卓を演

出できます。 
※DELICIA AC100V 電源タイプのみ 

 グリルの清掃性向上 
グリル庫内の汚れ 蓋つきの容器である「ココット」（別売品）を使用すると、

グリル庫内に油や汚れがほとんど飛び散らず、調理し

た後の清掃が簡単になりました。焼き網を使用した場

合に比べてグリル庫内の汚れを 99.9％削減※できま

す。グリル庫内の汚れで気になるお客様が多い「油の

べたつき」や「焦げつき」といった悩みに応えます。 

99.9％ 
カット※ 

焼き網を使用した 
グリル庫内イメージ 

ココットを使用した 
グリル庫内イメージ 

 

※リンナイ（株）調べ 「焼き網」「ココット」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〈姿焼標準モード〉、ココットは〈ココット魚強めモード〉で調理 

 
 

 スモークオフ機能を搭載 

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

煙やニオイを焼き切る、リンナイ独自のスモークオフ機能を搭載しています。 
 

 その他のグリル機能 

連続オートグリル 
オートグリルやグルメメニューが 2 回連続で使用できます。グリルの活用法が広がります。 

あたためモード 
食材を自動で温め直します。電子レンジのような便利さで揚げ物はサクッと焼き物は香ばしく直火ならではの美味しさ

に焼き上げます。 

 



2. コンロの特長                                                     
 W ワイド火力バーナー 320kcal/h 3,610kcal/h 

左右のコンロに 320～3,610kcal/h のワイドな火力幅を持た

せた W ワイド火力バーナーを引き続き採用しています。トロ

火の煮込み料理も強火の中華料理も効率よく調理できま

す。 

 

 

 自動炊飯機能 

スイッチを押すだけで、自動で火力調節して炊き上げ、自動で消火。ガス炊飯器

“直火匠”で培った炊飯制御のごはん(もちもちモード※)で、お米の旨みを引き出し

ます。 
※DELICIA AC100V 電源タイプのみ 

 

 その他コンロの機能 

吹きこぼれを防ぐ麺ゆで機能や、火力を調節して沸騰状態を保つゆでもの機能を

搭載し火力のムダも省きます。 

 
 

3.清掃性・お手入れ性                                                    
 ヒートオフ構造 

トッププレートの裏側に装着したアルミパネルが熱を分散･放熱し、

表面温度の上昇を抑えるリンナイ独自のヒートオフ構造を搭載して

います。煮こぼれなどによる焦げつきを防ぎ、拭くだけの簡単なお

手入れだけでキレイを保ちます。 

 

 

 

 

 ヒートシンク構造・スーパーシールド構造 

バーナーリングには汚れをはじくはっ水加工を施し、煮こぼれが溜ま

りにくい傾斜設計にしました。さらにヒートシンク構造により、バーナ

ーリングの温度を下げて焦げつきを抑え、清掃性を高めています。ま

た、ガラストップとバーナーリングのシール性を高めて、煮こぼれの

器具内部への浸入を防ぐスーパーシールド構造を採用しています。 

 

 

 

4. 安全機能・省電力対応                                                     

 感震停止機能 

震度 4 相当以上の揺れを感知すると自動的にガスを遮断し、高い安全性を実現して

います。 

 

 レンジフード連動風量オート機能 

コンロやグリルの利用条件に連動し、レンジフードの使用電力低減につながるエコ

連動機能を採用。対応機種の利用により省電力につながります。 

 

 



ラインアップ                               
 
カラーバリエーション （AC100V 電源タイプ） 
 

 

 

 

 
新色 クリアホワイトミスト クリアグレージュ クリアホワイトゴールド クリアメタルブラック 

 

DELICIA（デリシア） AC100V 電源タイプ 【ワイド幅 75cm タイプ】 

品番 希望小売価格 

RHS71W15G22V3-STW （ガラストップ／クリアホワイトミスト） 税込希望小売価：339,120 円 

（税抜価格：314,000 円） 

RHS71W15G23V3-STW （ガラストップ／クリアホワイトゴールド） 税込希望小売価：339,120 円 

（税抜価格：314,000 円） 

RHS71W15G7V3-STW （ガラストップ／クリアグレージュ） 税込希望小売価：339,120 円 

（税抜価格：314,000 円） 

RHS71W15G9V3-BW （ガラストップ／クリアメタリックブラック） 税込希望小売価：339,120 円 

（税抜価格：314,000 円） 

RHS71W15G8V3-STW （ガラストップ／クリアグレージュ、ごとく／ホーロー） 税込希望小売価：333,720 円 

（税抜価格：309,000 円） 
 
 
 

カラーバリエーション （3V 乾電池タイプ） 
 

 

 

 

 
新色 クリアホワイトミスト クリアグレージュ クリアホワイトゴールド ブラック 

 

DELICIA（デリシア） 3V 乾電池タイプ 【ワイド幅 75cm タイプ】 

品番 希望小売価格 

RHS71W15G22R3-STW （ガラストップ／クリアホワイトミスト） 税込希望小売価：297,000 円 

（税抜価格：275,000 円） 

RHS71W15G23R3-STW （ガラストップ／クリアホワイトゴールド） 税込希望小売価：297,000 円 

（税抜価格：275,000 円） 

RHS71W15G7R3-STW （ガラストップ／クリアグレージュ） 税込希望小売価：297,000 円 

（税抜価格：275,000 円） 

RHS71W15G11R3-BW （ガラストップ／ブラック） 税込希望小売価：297,000 円 

（税抜価格：275,000 円） 

RHS71W15G8R3-STW （ガラストップ／クリアグレージュ、ごとく／ホーロー） 税込希望小売価：291,600 円 

（税抜価格：270,000 円） 
 



 

DELICIA（デリシア） 3V 乾電池タイプ 【標準幅 60cm タイプ】 

品番 希望小売価格 

RHS31W15G22R3-STW （ガラストップ／クリアホワイトミスト） 税込希望小売価：291,600 円 

（税抜価格：270,000 円） 

RHS31W15G23R3-STW （ガラストップ／クリアホワイトゴールド） 税込希望小売価：291,600 円 

（税抜価格：270,000 円） 

RHS31W15G7R3-STW （ガラストップ／クリアグレージュ） 税込希望小売価：291,600 円 

（税抜価格：270,000 円） 

RHS31W15G11R3-BW （ガラストップ／ブラック） 税込希望小売価：291,600 円 

（税抜価格：270,000 円） 

RHS31W15G8R3-STW （ガラストップ／クリアグレージュ、ごとく／ホーロー） 税込希望小売価：286,200 円 

（税抜価格：265,000 円） 
 

別売品 

商品名 品番 希望小売価格 

ココット RBO -C1V 税込希望小売価：17,280 円 

（税抜価格：16,000 円） 

ココットダッチオーブン RBO-D1V 税込希望小売価：17,280 円 

（税抜価格：16,000 円） 
 

 

商品紹介ページ                                                         

本商品の詳細は､8 月 20 日より下記ウェブサイトでご覧いただけます 

 リンナイ商品情報トップ http://rinnai.jp/top  

 

 

（注）ニュースリリースに記載されている内容は発表日時点の情報です。ご覧になった時点で、内容が変更に
なっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。 

http://rinnai.jp/top


(参考) コンロやグリルの汚れについての調査                                              

リンナイの公式部品販売サイトR.STYLE（リンナイスタイルhttp://www.rinnai-style.jp/）会員を対象にしたアン
ケート調査によると、コンロのグリル部の汚れで気になるのは、「油のべたつき」が最も多く、続いて「焦げ
つき」との結果となりました。また、「におい」や「油のとびちり」、「グリル扉の曇り」など油・脂汚れに
起因する回答が上位を占めています。 

 グリルの気になる汚れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査時期－2013年 10月、n=3,238） 

 

また、汚れを落とすのが大変なコンロの部品については、上位 5つのうち 4項目が「グリル焼き網」や「グリ
ル庫内」などのグリル関連となり、グリル使用後のお手入れに時間がかかっていることが想定されます。 

 汚れを落とすのが大変なコンロ部品  
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（調査時期－2013年 10月、n=3,442） 

http://www.rinnai-style.jp/

