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れたものがよい」という意見が多くみられました。そのためリンナイではフロントオープンタイプ、スライドオープンタ

イプの両タイプ

【フロントオープンタイプとは】

【スライドオープンタイプ

 

お客様のさまざま

＜5 ラインアップ

【フロントオープンタイプ】

1）調理器具も入る大容量タイプ

【スライドオープンタイプ】

2）幅 60cm ワイド

3）銀イオン搭載のハイグレードタイプ

4）スリムデザイン

5）奥行 60ｃｍ
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JEMA 出荷統計データ
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食器洗い乾燥機の買い替え需要に対し更なる充実化を図るべく、お客様の声に応えた新商品「RSW シリ

中で、「使い慣
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【特長機能】

庫内容
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【特長機能】 

庫内容量/食器点数

①食器収納点数

8 人分相当の食器

が収納できます。

また通常の食器だけで

なく調理器具も

 

 

 

 

食器のセットのしやすさ

③上下 2 段かご
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ますので、
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(税抜価格) 
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特長機能 
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食器点数       

食器収納点数 56 点        

人分相当の食器 56 点            

収納できます。   

また通常の食器だけで             

なく調理器具も入ります。

食器のセットのしやすさ                                                         

段かご（フロントオープンタイプ）

                

                

                

                

                     

                 

＜買い替え専用食器洗い乾燥機

記載されている

、あらかじめご了承下

）本製品等の画像

リンナイニュースリリース

大容量タイプ

 

RSW-F402C

\188,000（

\198,000（

56 点

① ③

                                                               

                                                

                                                

                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

        

        

            

                 

             

す。 

                                                         

（フロントオープンタイプ）

                上段はスライドレール

 手前いっぱいまで引

                しが可能、下段は

                なので調理器具も

                     収納できます。

                          

＜買い替え専用食器洗い乾燥機ラインアップ＞

されている内容は発表日時点

了承下さい。 

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

リンナイニュースリリース

大容量タイプ 幅

 

F402C-B/SV RSW

（-B） 

（-SV） 

点 

③ 

10 月 3 日

                                                               

                                                

                                                

                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

       

            

            

      

             

                                                         

（フロントオープンタイプ）        

上段はスライドレールで                       

手前いっぱいまで引き出

が可能、下段は大容量

器具もラクに

きます。                             

                                     

ラインアップ＞                                                            

発表日時点の情報

 

リンナイニュースリリースウェブサイトの

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

幅 60cm タイプ 

 

RSW-601C-SV

 

52 点 

― 

日 

\183,000 

                                                               

                                                

                                                

                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

      清潔性

    ②「銀イオンカートリッジ」

                洗浄から高温

          食器や水槽内全体に抗菌

              

                                                         

    ④スムーズラック（スライドオープンタイプ）

                       

出                      

量                     

ラクに                   

                             

                             

                                                            

情報です。ご覧になった

リンナイニュースリリースウェブサイトの

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

 ハイグレードタイプ

SV RSW-

37

② 

\173,000

銀含有抗菌剤タブレッ

 

                                                               

                                                

                                                

                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

清潔性                   

「銀イオンカートリッジ」

洗浄から高温すすぎの行程で銀イオン

食器や水槽内全体に抗菌

                                                         

スムーズラック（スライドオープンタイプ）

                       

                      

                     

                   

                             

                             

                                                            

になった時点で

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

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

ハイグレードタイプ 

 

-404LP RSW

 

37 点 

 ④ 

173,000 

銀含有抗菌剤タブレッ

                                                                

                                                ●食器の入れ

                                                ●庫内容量

                                                ●食器点数

                                                                ●ランニングコスト

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                   

「銀イオンカートリッジ」

すぎの行程で銀イオン

食器や水槽内全体に抗菌コートを生成します。

                                                         

スムーズラック（スライドオープンタイプ）

                       食器

                       

                       

                        

                             

                             

                                                            

で、内容が変更

リリースよりダウンロードいただけます

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

スリムタイプ

 

RSW-404A-B/SV

\135,000（-B

\150,000（-SV

37 点 

② ④ 

8 月 1 日

R.STYLE 調べ
ビルトイン型食器洗い
1,615 名対象 

･
･･

･･
･
 

銀含有抗菌剤タブレット 

入れやすさ 

容量 

●食器点数 

●ランニングコスト 

                   

「銀イオンカートリッジ」（同梱） 

すぎの行程で銀イオンが溶

コートを生成します。

                                                         

スムーズラック（スライドオープンタイプ） 

食器をセットする位置

 ひと目で分かるよう

 ションサインを

 しました。またピンを

                             ことで食器がセット

                             くなりました。

                                                            

変更になっている

リリースよりダウンロードいただけます

スリムタイプ 奥行 60cm

B/SV RSW-

B） 

SV） 

 

 

日 

調べ 
ビルトイン型食器洗い乾燥機所有者

 

\

･
･･

･･
･
 

 

                     

が溶けだし 

コートを生成します。 

                                                         

する位置が    

ひと目で分かるようポジ 

ションサインをカゴに印字

またピンを倒す

ことで食器がセットしやす

くなりました。 

                                                            

になっている可能性があり

リリースよりダウンロードいただけます。  

60cm 対応タイプ

 

-C401C(A)-SV

 

35 点 

― 

乾燥機所有者 

\150,000 

    

                                                          

     

 

に印字 

倒す                

しやす 

                                                             

があり 

対応タイプ 

SV 

                


