
ガス炊飯器・炊飯鍋

電子ジャー付マイコン・タイマー搭載タイプ ◎接続にはガスコードが必要です。

電子ジャー付 ◎接続にはソフトコードが必要です（長さは3m以下をご使用ください）。

RR-055MTT（MB） 〈マットブラック〉
RR-055MTT（MW） 〈マットホワイト〉
希望小売価格（税込）111,870円 

［税抜価格101,700円］

RR-030VQ（DB） 〈ダークブラウン〉
希望小売価格（税込）37,950円 

［税抜価格34,500円］

PR-M09TR 〈プレミアムレッド×ブラック〉
希望小売価格（税込）92,070円 

［税抜価格83,700円］

PR-M09TV 〈プレミアムシルバー×アイボリー〉
希望小売価格（税込）89,540円 

［税抜価格81,400円］

RR-050VQT（DB） 〈ダークブラウン〉 
希望小売価格（税込）55,660円 

［税抜価格50,600円］

RR-100MTT（MB） 〈マットブラック〉
RR-100MTT（MW） 〈マットホワイト〉
希望小売価格（税込）121,990円 

［税抜価格110,900円］

RR-050VQ（DB） 〈ダークブラウン〉
RR-050VQ（W） 〈グレイッシュホワイト〉
希望小売価格（税込）39,270円 

［税抜価格35,700円］

PR-M18TR 〈プレミアムレッド×ブラック〉
希望小売価格（税込）94,820円 

［税抜価格86,200円］

PR-M18TV 〈プレミアムシルバー×アイボリー〉
希望小売価格（税込）92,070円 

［税抜価格83,700円］

RR-100VQT（DB） 〈ダークブラウン〉 
希望小売価格（税込）60,830円 

［税抜価格55,300円］

5合炊き
（1.0〜5.5合）

3合炊き
（0.5〜3.0合）

5合炊き
（0.5〜5.0合）

5合炊き
（1.0〜5.0合）

10合炊き
（2.0〜11.0合）

5合炊き
（1.0〜5.0合）

10合炊き
（2〜10.0合）

10合炊き
（2.0〜10合）

■炊き分け
■お好み炊飯
■予約タイマー※

■フッ素コート
■洗米すぐ・浸し米
■保温機能

■フッ素コート
■洗米すぐ・浸し米
■保温機能

■炊き分け
■ケーキ機能
■予約タイマー
■フッ素コート
■保温機能

■予約タイマー
■フッ素コート
■火力調節※

■洗米すぐ・浸し米
■保温機能

ガス炊飯器の付加機能

※炊き上がり時刻を2種類設定できます。 ※RR-100VQT（DB）のみです。

リンナイ（株）製

リンナイ（株）製

（株）パロマ製 リンナイ（株）製

■炊き分け
ごはんのおいしさを際立た
せる5または6種類の炊飯
メニューを搭載しています。

■お好み炊飯
「もちもち感」「おこげ」の具

合をお好みや献立に合わせ
て調節できます。

■ケーキ機能
スポンジケーキやブラウ
ニーなどが焼けるケーキ機
能を搭載しています。

■予約タイマー
炊き上がり時刻を設定でき
る予約タイマーを搭載して
います。

■保温機能
マイコン制御によっておいし
く保温します（保温切り機
能も選択できます）。

■フッ素コート
傷つきにくい硬質フッ素加
工を施した鋳物厚釜です。

■浸し米
水に十分浸したお米を炊飯
します。洗米すぐのお米は
炊けません。

■洗米すぐ・浸し米
洗米すぐのお米も、水に十
分浸したお米も両方炊飯で
きます。

■火力調節
お米の量に合わせて火力を
調節できます。

■セパレート
取っ手がついており釜部分
の持ち運びが可能です。

RR-055MTT（MW）

RR-050VQ（W）

PR-M09TR RR-050VQT（DB）

RR-100VQ（DB） 〈ダークブラウン〉
希望小売価格（税込）43,010円 

［税抜価格39,100円］

10合炊き
（2.0〜10合）

■フッ素コート
■火力調節
■洗米すぐ・浸し米
■保温機能

リンナイ（株）製
RR-100VQ（DB）



炊飯専用 ◎接続にはソフトコードが必要です（長さは3m以下をご使用ください）。

RR-030FS（A）（DB） 〈ダークブラウン〉
希望小売価格（税込）27,720円 

［税抜価格25,200円］

RR-100FS（A）（DB） 〈ダークブラウン〉
希望小売価格（税込）32,890円 

［税抜価格29,900円］

PR-09EF
希望小売価格（税込）31,680円 

［税抜価格28,800円］

PR-18EF
希望小売価格（税込）34,650円 

［税抜価格31,500円］

RR-050FS（A）（DB） 〈ダークブラウン〉
RR-050FS（A）（W） 〈グレイッシュホワイト〉
希望小売価格（税込）29,040円 

［税抜価格26,400円］

3合炊き
（0.5〜3.0合）

10合炊き
（2.0〜10合）

5合炊き
（1〜5合）

10合炊き
（2〜10合）5合炊き

（1.0〜5.5合）

■フッ素コート
■火力調節
■洗米すぐ・浸し米

■フッ素コート
■火力調節
■洗米すぐ・浸し米
■セパレート

■フッ素コート
■火力調節
■浸し米
■セパレート

ガス炊飯器仕様表

形式（形名）
電子ジャー付マイコン・タイマー搭載タイプ 電子ジャー付

RR-055MTT
（MB）（MW）

RR-100MTT
（MB）（MW）

PR-M09
TR/TV

PR-M18
TR/TV

RR-050VQT
（DB）

RR-100VQT
（DB）

RR-030VQ
（DB）

RR-050VQ
（DB）（W）

RR-100VQ
（DB）

炊飯能力（ℓ） 0.09~1.00 0.18~1.98 0.09~0.9 0.36~1.8 0.18~0.90 0.36~1.80 0.09~0.54 0.18~0.90 0.36~1.80
ガス消費量（kW） 2.15 2.15 1.12 1.80 1.40 1.80 1.05 1.40 1.80

消費
電力

炊飯時（W） 16（213※） 16（285※） 22（185※） 22（235※） 11（141※） 11（221※） 10（140※） 10（140※） 10（220※）
保温時（W） 213 285 185 235 141 221 140 140 220

外形
寸法

幅（mm） 277 304 293 310 259 309 259 259 309
奥行（mm） 413 440 328 345 235 277 235 235 277
高さ（mm） 277 304 262 309 290 359 260 290 359

接続
ガス ガスコード ガスソフトコード小
電気 AC100V AC100V

形式（形名）
炊飯専用

RR-030FS
（A）（DB）

RR-050FS
（A）（DB）（A）（W）

RR-100FS
（A）（DB） PR-09EF PR-18EF

炊飯能力（ℓ） 0.09~0.54 0.18~0.90 0.36~1.80 0.18~0.90 0.36~1.80
ガス消費量（kW） 1.05 1.40 1.80 1.05 1.90
消
費

電
力

炊飯時（W） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
保温時（W） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

外形
寸法

幅（mm） 259 259 309 256 300
奥行（mm） 234 234 278 279 322
高さ（mm） 250 280 349 237 282

接続
ガス ガスソフトコード小
電気 ̶

リンナイ（株）製 リンナイ（株）製（株）パロマ製

RR-030FS（A）（DB） RR-100FS（A）（DB）PR-09EF

※カッコ内の消費電力は、炊飯の蒸らし段階でかかる最
大消費電力です。蒸らしに最適な温度を保つためヒー
ターを利用し、ON・OFF制御をしております。

○「直火匠」は、リンナイ（株）、東京ガス（株）、大阪ガス
（株）、東邦ガス（株）の登録商標です。

炊飯器の接続には、ガスコード等が必要です
ガスコード  光陽産業（株）製

ワイヤー入りで耐久性に優れています。コンセント継手でガス
機器と接続します。抜ける心配はなく、簡単に取り外せます。
接続部分は自在に動きます。

ガス栓用プラグ  光陽産業（株）製

スリムプラグ  光陽産業（株）製

ガスコードと、ホースエンド型ガス機器を接続する時に使用します。

希望小売価格（税込）2,398円 
［税抜価格2,180円］

希望小売価格（税込）
0.5m  4,807円 ［税抜価格4,370円］
   1m  5,214円 ［税抜価格4,740円］
   2m  6,358円 ［税抜価格5,780円］
   3m  7,480円 ［税抜価格6,800円］
   5m  9,317円 ［税抜価格8,470円］

希望小売価格（税込）1,650円 
［税抜価格1,500円］

ゴム管用ソケットSL  光陽産業（株）製

希望小売価格（税込）2,112円 
［税抜価格1,920円］



炊飯鍋

無水調理鍋

RTR-300D1 リンナイ（株）製

ごはん／1〜3合 おかゆ／0.5〜1合

希望小売価格（税込）6,270円 
［税抜価格5,700円］

幅345（取っ手含む）×奥行210×高さ165mm

RTR-20IGA  リンナイ（株）製

ごはん／1〜2.5合

希望小売価格（税込）26,070円 
［税抜価格23,700円］

幅243（取っ手含む）×奥行208×高さ164mm
〇デリシア、グリレ専用

RBO-MN22A(MB/WH) リンナイ（株）製
希望小売価格（税込）28,600円 

［税抜価格26,000円］
直径22cm　幅287×高さ126×深さ100mm

RBO-MN18A(MB/WH) リンナイ（株）製
希望小売価格（税込）26,400円 

［税抜価格24,000円］
直径18cm　幅246×高さ111×深さ85mm

LP0149 （株）ノーリツ製

ごはん／1〜3合 おかゆ／0.5〜1合

希望小売価格（税込）4,950円 
［税抜価格4,500円］

幅328（取っ手含む）×奥行219×高さ154mm

長谷園のかまどさん 長谷製陶（株）製

ごはん／1〜3合

希望小売価格（税込）16,500円 
［税抜価格15,000円］

○竹枸子・レシピ付　
◎東邦ガスリビング（株）の取扱い商品です。
○ガスコンロの自動炊飯機能は使用できません。

PRN-52 （株）パロマ製

ごはん／1〜5合 おかゆ／0.25〜1合

希望小売価格（税込）6,490円 
［税抜価格5,900円］

幅344（取っ手含む）×奥行208×高さ166mm

◎炊飯鍋はメーカーによって対応機種が異なりますので、詳しくは担当者へお問い合わせください。

炊飯鍋（自動炊飯機能用）

炊飯土鍋（自動炊飯機能用）
5/31中止品のため
在庫僅少

Leggiero（レジェロ）

土鍋

写真はブラックです 写真はホワイトです

NEW NEW



※電磁調理器（IHクッキングヒーター）では使用できません。 ※株式会社パロマ製テーブルコンロのおかゆモードには対応していません。 ※一つ
一つ手作りする製法上、塗装にムラや細かな凹凸等がみられることがありますが、品質や安全性を損なうものではありません。 ※写真はイメージ
です。実際の商品と一部形状が異なります。

減圧調理で加熱時間を短縮。密閉構造で
中を減圧していくため、煮崩れが少なく、よ
り味が染み込んだ料理が作れます。

●減圧調理

調理してそのまま食卓に出せるシンプルで
かわいいデザイン。

水を加えないため、食材の成分が流出しに
くいです。

●無水調理

炊飯時の水位線は線で表して炊飯鍋感も
払拭。内部にまでこだわったデザイン。

当社ビルトインコンロをはじめ、ガスコンロ
メーカー３社※1の自動炊飯機能※2に対応。

※1 リンナイ株式会社、株式会社ノーリツ、株式会社パロマ　※2 一部搭載されていない機種もあります。

●自動炊飯

部品は着脱可能でラクラクキレイ。内部は
ふっ素樹脂塗膜加工でお手入れが簡単です。

●デザイン性 ●お手入れ簡単

HR3-DA1 東邦ガス（株）製

炊飯量／1〜3合

希望小売価格（税込）12,650円 ［税抜価格11,500円］
直径200mm
外形寸法／幅289×奥行225×高さ115mm

付属品

レシピブック シリコンミトン

グルミールについて
詳しくはこちら

オススメ商品のご案内

　　 安全に関するご注意

・ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。取
扱いを誤りますと、火災・やけど・不完全燃焼などの原因となります。

・地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえ、お買い求めください。
ガス種が違いますと、火災・やけど・不完全燃焼の原因となります。

・本チラシの商品は家庭用です。業務用などで長時間使用しますと著しく機器
の寿命が縮まることがあります。

・機器の目的とする用途以外に使用しないでください。故障の原因になります。
・施工を伴う機器の設置、移動および給排気設備などの付帯工事は、お買い上

げの販売店または専門業者に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用く
ださい。

●本チラシに掲載しております希望小売価格は、機器本体に消費税及び地方消
費税の税率10％を加算した「税込価格」と機器本体の「税抜価格」を併記してい
ます。◎販売価格は販売店にお問い合わせください。◎修理用部品の在庫が無
い場合は、機器の修理ができない場合がございます。◎本チラシの価格は2023
年5月時点のものです。変更することがありますのでご了承ください。◎本チラシ
に掲載している写真およびイラストの一部はイメージです。◎商品の色は、画面や
印刷の都合上、実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 2023.5


