
  
≪ニュースリリース≫       

 
リンナイ株式会社（本社：愛知県名古屋市、社長：内藤 弘康）は、ビルトインコンロのフラッグシップモデル

「DELICIA（以下デリシア）」の 3V 乾電池タイプをフルモデルチェンジし、8 月 1 日に発売します。 

今回の新「デリシア」では、2007年の発売以来、ご好評をいただいているシンプルモダンなデザインや高度な調理

機能をさらに進化させました。 

また、新「デリシア」のコンロ部とグリル部の両方で使える「ザ・ココット」を開発し、無水調理などの豊富なレシピを

「デリシアプリ」からコンロに送信することで簡単にオート調理ができます。 

おいしいという名のガスコンロ「デリシア」が、最高に「おいしい」まいにちを提供します。 

 

 

 

 

                                                     
 新商品の特長                                           
■ 多彩な調理を可能にする「ザ・ココット」 

■ シンプルモダンな美しさに磨きをかけた外観デザイン 

■ 火加減の視認性に優れたコンロ火力インジケーター天面表示 

■ ガラストップカラーバリエーションを追加 

■ 視認性と操作性に優れた 2 種類のカンガルー操作部 
  

ザ・ココットでつくる最高に「おいしい」まいにち 

新 『ＤＥＬＩＣＩＡ』 8 月 1 日発売 

発 売 日 ： 2019 年 8 月 1 日 

希望小売価格 ： 280,000 円～（税抜価格） 

商品紹介サイト： https://rinnai.jp/lp/newdelicia/ 

2019 年 7 月 4 日（木） 

≪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） 

 

https://rinnai.jp/lp/newdelicia/


 新商品の特長                                       
■多彩な調理を可能にする「ザ・ココット」 

「ザ・ココット」は、コンロ部とグリル部の両方で使用することができ、焼く・蒸す・煮るなどの多彩な調理が可能に

なりました。コンロでこんがり焼き目をつけてグリルでじっくり加熱する連携メニューのローストポークや、無水調

理で素材の旨味をしっかり閉じ込めたロールキャベツなど、誰でも簡単に美味しくつくることができます。 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新「デリシア」と「ザ・ココット」の発売に合わせ、「デリシアプリ」で専用レシピを配信します。他の調理器具のレシピ

と合わせると、約 250 種類を超える豊富な本格レシピで、特別な日のスペシャルメニューから忙しい日の手早く作

る時短メニューまで、毎日の献立に役立ちます。 

 

 

 

 

 

（無水メニュー）            （蒸しメニュー）        （コンロとグリルの連携メニュー） 

 

 

 

 

 

■シンプルモダンな美しさに磨きをかけた外観デザイン 

グリル扉にダイキャストハンドルを採用することで、すっき 

りとした印象と重厚感を両立させています。 

また、フロントフェイスとの一体感を出すため、ツマミ周り 

のデザインをさらにこだわってシンプルにしました。 

これまで継承してきたデリシアの印象を守りながら、より 

上質な外観デザインへと昇華させました。 

 

 

 

 



■火加減の視認性に優れたコンロ火力インジケーター天面表示 

新たにトッププレート中央にコンロ火力インジケーターを 

配置し、見た目の高級感だけでなく、調理中の視認性を 

アップさせました。 

また、左右のバーナーでは、火力調整幅を従来の 9 段 

階から 11 段階に増やしたことで、より細かな火力調整 

が可能となりました。 

 

 

 

■ガラストップカラーバリエーションを追加 

デザイン性で評価の高いガラストップのカラーバリエーションに新しく 3 色追加しました。 

凛とした品格があるプラチナミラー、華やかでありながらインテリアに合わせやすいトレンドカラーのスパークリング

カッパー、都会的でスタイリッシュなツイードシルバー。いずれもキッチンを選ばないアクセントとなるカラーです。 

 

 

 

 

 
 
 
 

（プラチナミラー） （スパークリングカッパー） （ツイードシルバー）   （アローズホワイト）   （ナイトブラック）  
【NEW】        【NEW】        【NEW】                                 

 
 
 

■視認性と操作性に優れた 2 種類のカンガルー操作部 
デリシアの便利機能が詰まったカンガルー操作部には、 
オート調理等の操作状況が確認しやすいバックライト 
搭載液晶ディスプレイタイプと、シンプルな操作性に 
こだわった 7 セグ LED タイプの 2 種類をラインアップ 
しました。 
どちらのタイプにも視認性と操作性に優れた操作スイ 
ッチを採用しています。 
 

『液晶ディスプレイタイプ』 
 
 
 
 
 
 
 
 

（グリル側操作部）                （コンロ側操作部） 

※写真はイメージです 

 

※写真はイメージです 

 



『7 セグ LED タイプ』 
 
 
 
 
 
 
 
 

（グリル側操作部）                （コンロ側操作部） 
 

 

 

 商品ラインアップ                   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ | 3V 乾電池タイプ ｜ ワイド幅 75cm タイプ ｜カンガルー操作部液晶ディスプレイタイプ 

製品 ガラストップ ザ・ココット 希望小売価格 

RHS71W31E13RCSTW プラチナミラー  付属 \319,000（税抜価格） 

RHS71W31E12RCSTW スパークリングカッパー  付属 \319,000（税抜価格） 

RHS71W31E15RCSTW ツイードシルバー       ［ホーローごとくタイプ］ 付属 \314,000（税抜価格） 

RHS71W31E14RCSTW アローズホワイト  付属 \319,000（税抜価格） 

RHS71W31E11RCBW ナイトブラック         ［ホーローごとくタイプ］ 付属 \319,000（税抜価格） 

 

 

■ | 3V 乾電池タイプ ｜ 標準幅 60cm タイプ ｜  カンガルー操作部液晶ディスプレイタイプ 

製品 ガラストップ ザ・ココット 希望小売価格 

RHS31W31E13RCSTW プラチナミラー  付属 \314,000（税抜価格） 

RHS31W31E12RCSTW スパークリングカッパー  付属 \314,000（税抜価格） 

RHS31W31E15RCSTW ツイードシルバー       ［ホーローごとくタイプ］ 付属 \309,000（税抜価格） 

RHS31W31E14RCSTW アローズホワイト  付属 \314,000（税抜価格） 

RHS31W31E11RCBW ナイトブラック         ［ホーローごとくタイプ］ 付属 \314,000（税抜価格） 

RHS71W31E14RCSTW 

希望小売価格： 319,000 円（税抜） 

ガラストップ：アローズホワイト 

 

RHS71W31E13RCSTW 

希望小売価格： 319,000 円（税抜） 

ガラストップ：プラチナミラー 

 

RHS71W31E12RCSTW 

希望小売価格： 319,000 円（税抜） 

ガラストップ：スパークリングカッパー 

 

RHS71W31E11RCBW 

希望小売価格： 319,000 円（税抜） 

ガラストップ：ナイトブラック 
［ホーローごとくタイプ］ 

 

RHS71W31E15RCSTW 

希望小売価格： 314,000 円（税抜） 

ガラストップ：ツイードシルバー 
［ホーローごとくタイプ］ 



 

■ | 3V 乾電池タイプ ｜ ワイド幅 75cm タイプ ｜ カンガルー操作部 7 セグ LED タイプ 

製品 ガラストップ ザ・ココット 希望小売価格 

RHS71W30E13RCSTW プラチナミラー  付属 \306,000（税抜価格） 

RHS71W30E12RCSTW スパークリングカッパー  付属 \306,000（税抜価格） 

RHS71W30E15RCSTW ツイードシルバー       ［ホーローごとくタイプ］ 付属 \301,000（税抜価格） 

RHS71W30E14RCSTW アローズホワイト  付属 ¥306,000（税抜価格） 

RHS71W30E11RCBW 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） 

RHS71W30E13RSTW プラチナミラー  オプション \290,000（税抜価格） 

RHS71W30E12RSTW スパークリングカッパー  オプション \290,000（税抜価格） 

RHS71W30E15RSTW ツイードシルバー       ［ホーローごとくタイプ］ オプション \285,000（税抜価格） 

RHS71W30E14RSTW アローズホワイト  オプション \290,000（税抜価格） 

RHS71W30E11RBW ナイトブラック         ［ホーローごとくタイプ］ オプション \290,000（税抜価格） 

 

 

■ | 3V 乾電池タイプ ｜ 標準幅 60cm タイプ ｜ カンガルー操作部 7 セグ LED タイプ 

製品 ガラストップ ザ・ココット 希望小売価格 

RHS31W30E13RCSTW プラチナミラー  付属 \301,000（税抜価格） 

RHS31W30E12RCSTW スパークリングカッパー  付属 \301,000（税抜価格） 

RHS31W30E15RCSTW ツイードシルバー      ［ホーローごとくタイプ］ 付属 \296,000（税抜価格） 

RHS31W30E14RCSTW アローズホワイト  付属 \301,000（税抜価格） 

RHS31W30E11RCBW 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） 

RHS31W30E13RSTW プラチナミラー  オプション \285,000（税抜価格） 

RHS31W30E12RSTW スパークリングカッパー  オプション \285,000（税抜価格） 

RHS31W30E15RSTW ツイードシルバー      ［ホーローごとくタイプ］ オプション \280,000（税抜価格） 

RHS31W30E14RSTW アローズホワイト  オプション \285,000（税抜価格） 

RHS31W30E11RBW ナイトブラック       ［ホーローごとくタイプ］ オプション \285,000（税抜価格） 

  

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。 

 
（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 https://www.rinnai.co.jp/releases/index.html  

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

