
《ニュースリリース》 
      
 

料理の幅が広がるココットダッチオーブンを付属 

日々の料理が楽しく、便利になるデリシア 8 月21 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（以下デリシア）」をモデルチェンジし 8 月 21 日に発売します。 
 
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

して評価され、累計販売台数 50 万台を超えました。 

今回のモデルチェンジではココットダッチオーブンを付属することで更なる調理性、利便性を向上させました。 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

新 商 品 の特 長                                   

◆お客様満足度の高いココットダッチオーブンを付属～日々の料理をさらにおいしく～ 

◆直火のおいしさと、グリルのお手入れ性で好評のココットプレート搭載 

◆デリシア専用に開発した約 200 種類のレシピを自動で調理 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 6 月 26 日（火）

リンナイ株式会社

・希望小売価格： 280,000 円～（税抜価格） 

・発売日： 2018 年 8 月 21 日 

≪本件についてのお問い合わせ先≫ 

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 
 



 新 機 能 の特 徴                            

◆お客様満足度の高いココットダッチオーブンを付属～日々の料理をさらにおいしく～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆直火のおいしさと、グリルのお手入れ性で好評のココットプレート搭載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆デリシア専用に開発した約 200 種類のレシピを自動で調理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダッチオーブンならではの、深さを活用した素材まるごとの調理や、野

菜のおいしさを際立たせた調理が可能。 

中までじっくり火を通し、素材のうまみをギュッと凝縮。 

カレーや肉じゃがなど普段の調理から、ローストビーフなどの本格調理

まで幅広い調理が楽しめます。 

※一部商品は別売となります。 

2016 年から配信を開始したデリシアプリには、デリシア専用に開発した

約 200 種類のレシピが掲載され、多くのお客様にご利用いただいてい

ます。火加減や調理時間はコンロにおまかせで、失敗なくプロの味に仕

上がります。献立選びや、買い物の食材リスト機能も搭載し日々の調

理をサポートします。 

【ココットダッチオーブン魅力お客様調査】 

リンナイ(株)調べ 

※デリシアユーザー対象(N＝874) 

①グリル庫内がほとんど汚れない  65%  ③本格的な調理が可能         47.9%  

②オートメニューで簡単に調理可能 52.3% ④コンロ上よりもおいしく仕上がる  44.1%  

さんまが切らずにまるごと入る。 スリットから直火が届きパリッと、
ジューシーに焼き上げる。

フタなしでトーストやピザの調理
も可能。 

焼き網の代わりに使用することで、庫内の汚れを 99.9％カットし手軽に

グリル調理を楽しめます。 

上部のスリットから直火が届きこんがりと焼き上げ、ムラなく熱が伝わる

アルミ素材で包み焼きのように素材のうまみを逃しません。 



 商 品 ラインアップ                   
  

■AC100V 電源タイプ ｜ ワイド幅 75cm タイプ ｜ オーブン接続なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
■AC100V 電源タイプ ｜ ワイド幅 75cm タイプ ｜ オーブン接続あり 

製品 ガラストップ ココットダッチオーブン 希望小売価格 

 RHS71W22E4V2D-STW アローズホワイト 付属 ¥342,000（税抜価格） 

 RHS71W22E2V2D-STW アローズシルバー 付属 ¥342,000（税抜価格） 

 RHS71W22E6V2D-STW アローズシルバー（ホーローごとくタイプ） 付属 ¥337,000（税抜価格） 

 RHS71W22E3V2D-STW ホワイトドットゴールド 付属 ¥342,000（税抜価格） 

 RHS71W22E5V2D-BW クリスタルブラック（ホーローごとくタイプ） 付属 ¥342,000（税抜価格） 

■3V 乾電池タイプ ｜ ワイド幅 75cm タイプ ｜ オーブン接続なし 

製品 ガラストップ ココットダッチオーブン 希望小売価格 

 RHS72W22E4R2D-STW アローズホワイト 付属 ¥306,000（税抜価格） 

 RHS72W22E2R2D-STW アローズシルバー 付属 ¥306,000（税抜価格） 

 RHS72W22E3R2D-STW ホワイトドットゴールド 付属 ¥306,000（税抜価格） 

■3V 乾電池タイプ ｜ ワイド幅 75cm タイプ ｜ オーブン接続あり 

製品 ガラストップ ココットダッチオーブン 希望小売価格 

 RHS71W22E4R2D-STW アローズホワイト 付属 ¥306,000（税抜価格） 

 RHS71W22E4R2-STW アローズホワイト － ¥290,000（税抜価格） 

 RHS71W22E3R2D-STW ホワイトドットゴールド 付属 ¥306,000（税抜価格） 

 RHS71W22E3R2-STW ホワイトドットゴールド － ¥290,000（税抜価格） 

 RHS71W22E2R2D-STW アローズシルバー 付属 ¥306,000（税抜価格） 

 RHS71W22E2R2-STW アローズシルバー － ¥290,000（税抜価格） 

 RHS71W22E1R2D-BW ナイトブラック（ホーローごとくタイプ） 付属 ¥306,000（税抜価格） 

 RHS71W22E1R2-BW ナイトブラック（ホーローごとくタイプ） － ¥290,000（税抜価格） 

 RHS71W22E6R2D-STW アローズシルバー（ホーローごとくタイプ） 付属 ¥301,000（税抜価格） 

 RHS71W22E6R2-STW アローズシルバー（ホーローごとくタイプ） － ¥285,000（税抜価格） 

■3V 乾電池タイプ ｜ 標準幅 60cm タイプ ｜ オーブン接続なし 

製品 ガラストップ ココットダッチオーブン 希望小売価格 

 RHS32W22E4R2D-STW アローズホワイト 付属 ¥301,000（税抜価格） 

 RHS32W22E2R2D-STW アローズシルバー 付属       \301,000（税抜価格） 

 RHS32W22E3R2D-STW ホワイトドットゴールド 付属 ¥301,000（税抜価格） 

■3V 乾電池タイプ ｜ 標準幅 60cm タイプ ｜ オーブン接続あり 

製品 ガラストップ ココットダッチオーブン 希望小売価格 

 RHS31W22E4R2D-STW アローズホワイト 付属 ¥301,000（税抜価格） 

 RHS31W22E4R2-STW アローズホワイト － ¥285,000（税抜価格） 

 RHS31W22E3R2D-STW ホワイトドットゴールド 付属 ¥301,000（税抜価格） 

 RHS31W22E3R2-STW ホワイトドットゴールド － ¥285,000（税抜価格） 

 RHS31W22E2R2D-STW アローズシルバー 付属 ¥301,000（税抜価格） 

 RHS31W22E2R2-STW アローズシルバー － ¥285,000（税抜価格） 

 RHS31W22E1R2D-BW ナイトブラック（ホーローごとくタイプ） 付属 ¥301,000（税抜価格） 

 RHS31W22E1R2-BW ナイトブラック（ホーローごとくタイプ） － ¥285,000（税抜価格） 

 RHS31W22E6R2D-STW アローズシルバー（ホーローごとくタイプ） 付属 ¥296,000（税抜価格） 

 RHS31W22E6R2-STW アローズシルバー（ホーローごとくタイプ） － ¥280,000（税抜価格） 

RHS72W22E4V2D-STW 

・希望小売価格： 342,000 円（税抜価格） 

ガラストップ：アローズホワイト 

ココットダッチオーブン付属 

RHS72W22E6V2D-STW 

・希望小売価格： 337,000 円（税抜価格） 

ガラストップ：アローズシルバー 

ココットダッチオーブン付属

RHS72W22E2V2D-STW 

・希望小売価格： 342,000 円（税抜価格） 

ガラストップ：アローズシルバー 

ココットダッチオーブン付属 

【ホーローごとくタイプ】 

RHS72W22E3V2D-STW 

・希望小売価格： 342,000 円（税抜価格） 

ガラストップ：ホワイトドットゴールド 

ココットダッチオーブン付属 

RHS72W22E5V2D-BW 

・希望小売価格： 342,000 円（税抜価格） 

ガラストップ：クリスタルブラック 

ココットダッチオーブン付属 

【ホーローごとくタイプ】 

注）本資料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 


