
オープンイヤホン

2017年 秋冬版 年末年始を、もっと便利に もっと快適に…。

＊1 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「強」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央（床上1.2m）で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。 ＊2 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、暖房「強」＋加湿運転時にプラズマクラスター
適用床面積の部屋中央（床上1.2m）で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。 ＊3当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、暖房または空気浄化「強」運転時に、プラズマクラスター適用床面積の部屋中央（床上1.2m）で測定した1cm³当たりのイオン個数
の目安です。※1 電解水素水とは電気分解により生成される水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水であり「飲用アルカリ性電解水」と同一です。

気化式・
パーソナルタイプ

加湿量
290mL/h

ハイブリッド式・
レギュラータイプ

加湿量
500mL/h

ハイブリッド式・
ハイパワータイプ

加湿量
670mL/h

暖房
1200W

プラズマクラスターのキレイな温風で、寒い季節を暖かく、
快適に。さらに加湿機能も加わって、お部屋にうるおいも。

清潔なうるおいを届けるために、
お手入れカンタン設計に。
ハイブリッド式 ハイパワータイプ。

清潔なうるおいを届けるために、
お手入れカンタン設計に。
気化式 レギュラータイプ。

清潔なうるおいを届けるために、
お手入れカンタン設計に。
気化式 パーソナルタイプ。

プラズマクラスターの
キレイな温風と空気浄化で、
1年中使える
パーソナル暖房機

暖房
1200/1150W
（50/60Hz）

加湿量
540/520mL/h
（50/60Hz）
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加湿セラミックファンヒーター

お手入れカンタン設計 温度と湿度のWセンサーで省エネ

※1 8K映像の表示が可能な画素数7,680×4,320の液晶パネルを搭載し8K映像の入力が可能なHDMI入力端子を搭載。本機単体にBS・110度CSによる4K・8K放送を受信する機能は搭載しておりません。

耳をふさがない。音楽と同時に
周囲の音も聞こえるヘッドホン。（スマホ通話可能）

RG-H100-A/-R/-S 
オープン価格 

164

HV-G70-W/-Cオープン価格 161 HV-G50-W/-Cオープン価格 162 HV-G30-W/-Cオープン価格 163

HX-G120-W/-C 
オープン価格 
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HX-GS1
-T/-W 
オープン価格 

167

この隙間が
ポイント

-R -A

-S

8K
LCD Technology

16倍

8K7,680×4,320 ピクセル約3,318万画素4K
フルハイビジョン
1,920×1,080 ピクセル約207万画素

3,840×2,160 ピクセル約829万画素

4倍

加 湿 機
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超音波ウォッシャー 10分洗濯コース＋

タテ型洗濯乾燥機

こんなにきれいに洗濯できる！こんなにきれいに洗濯できる！

8K対応※1液晶テレビ 
70V型 AQUOS 8K 誕生。
8K対応※1液晶テレビ 
70V型 AQUOS 8K 誕生。

大容量冷凍室189Lのメガフリーザー
そのままに使いやすい便利になった
電動どっちもドアタイプが登場!

大容量冷凍室189Lのメガフリーザー
そのままに使いやすい便利になった
電動どっちもドアタイプが登場!

強力パワーとゴミをたっぷり捕れる
キャニスター型コードレス掃除機が登場！
強力パワーとゴミをたっぷり捕れる
キャニスター型コードレス掃除機が登場！

奥様の毎日の洗濯、
手間と時間を節約
さらに省エネ！

実物が目の前にあるような
「臨場感」や「実物感」、
物体の奥行や膨らみなどの
「立体感」をリアルに
感じることができます。

ES-PU11B

LC-70X500

コードレスキャニスター掃除機
EC-AS700

プラズマクラスター冷蔵庫
SJ-WX55D

超音波ウォッシャー 10分洗濯コース 洗濯方法＋

これで大掃除も
安心ね！

キレイな空気で
鮮度を守る!

階段もラクラクお掃除

手の届かない高い所もOK

7,680×4,320 画素
8K

なんと、フルハイビジョンの16倍の美しさ!

左右どちらからでも開けられてとっても便利!

WJ-HW10A-W

電解水素水生成器

「水素水のある暮らし」は、
新たな生活習慣
電解水素水生成器“クリアクア”は、水を電気
分解し、抗酸化性のある水素を多く含んだ水
を生成。飲みたいときに、家庭でいつでも水
素水をつくり出せますので、ご家族の健やか
な毎日をサポートすることができます。

飲んで、キレイに健やかに。胃腸症状を改善＊する、

電解水素水 ※1。 ＊胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
　胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

ご使用上の注意
●必ず飲用に適した水(水道水など)を使用
　してください。
●腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の方、
　無酸症の方は電解水素水を飲用しないで
　ください。
●pH10以上の電解水素水、酸性水は直接
　飲用しないでください。

医療機器製造販売認証番号
225AGBZX00033A01166

ひたす
STEP

1
洗面台に、衣類が軽くつ
かるぐらい水をためて衣
類をひたす。

なぞる
STEP

2
超音波ウォッシャーの電源を
ONにし、汚れた部分にホーン
（先端）を当て、軽くゆっくりなぞる。

すすぐ
STEP

3
汚れが落ちたら、きれいな
水で衣類をさっとすすぐ。

超音波ウォッシャー
10分洗濯コース

わずか10分

洗濯容量
1.5kgまで

10分洗濯コース
STEP

4
で予洗いすれば

でキレイと時短が
かないます。

清潔で、
おいしさ長持ち!

N

奈良合展　

税
別9,480円

税込価格 10,238円
27,800円

税
別特別

価格 税込価格 30,024円

21,800円
税
別特別

価格 税込価格 23,544円

27,800円
税
別特別

価格 税込価格 30,024円
23,800円

税
別特別

価格 税込価格 25,704円
19,800円

税
別特別

価格 税込価格 21,384円

希望小売価格 198,000円（税別）（税込価格 213,840円）

8,000円（税別）
（税込価格8,640円）

税
別198,000 円

税込価格 213,840円

工事
費別

電解水素水生成器
標準取付工事費

■チラシ有効期間/2017年11月1日～12月25日



8Kからハイビジョンまで、画質にこだわるAQUOS充実のラインアップ!AQUOS

アクオスブルーレイ

●本冊子掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコン、テレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく
収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

ネットプレイヤーサイドバーシアターシステム

※1 8K映像の表示が可能な画素数7,680×4,320の液晶パネルを搭載し8K映像の入力が可能なHDMI入力端子を搭載。本機単体にBS・110度CSによる4K・8K放送を受信する機能は搭載しておりません。 ※2 水平7,680×垂直4,320画素の解像度チャート（静止画）による当社で定める
輝度信号の解像度評価において。8K液晶パネルを使用した製品ではありません。また、8K映像（動画）の外部入力や8K放送の受信には対応しておりません。※3 USB外付けハードディスク（別売）への録画に対応。対応機種の詳細は、当社ホームページ
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/でご確認ください。2番組同時録画はできません。チューナーの1つは裏番組録画専用チューナーです。※4対応のAQUOSについては、ネットプレーヤーサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/net_player/ でご確認ください。

80V80V

70V70V 60V60V

60V60V

US45

70XG35/60XD35

70X500 80XU30

U45

K45 P5

W5 S5

22V22V

22V22V

60V60V

40V40V 40V40V

24V24V 19V19V

70V70V

究極のリアリズムを追求する。 
8K対応※1 液晶テレビ70V型 AQUOS 8K 誕生。

4K時代に、8K解像度※2。 
未来のきれいを楽しもう。 AQUOS 4K NEXT。

LC-60U45LC-60US45

映像を音で包み込み臨場感をさらに拡げる
「AROUND SPEAKER SYSTEM」搭載。

リモコンから番組検索も簡単な、
22V型フルハイビジョン。

色鮮やかな高画質と迫力あるサウンドを実現。
最新のネットサービスもより簡単に。

USB外付けハードディスク（別売）※3への裏番組録画に対応。
使いやすさにこだわった、ミドルサイズモデル。

セカンドテレビとしても使いやすい、プライベートモデル。

アラウンド　　　　       スピーカー　　　　       システム

液晶カラーテレビ

287kWh/年年間消費
電力量

達成率149%

80V型
LC-80XU30 
オープン価格
LC-80XU30 
オープン価格

2
液晶カラーテレビ

70V型
LC-70X500 
オープン価格
LC-70X500 
オープン価格

1

4k映像の臨場感を引き立てる、低反射「N-Blackパネル」&
2.1ch「フロントオープンサウンドシステム」採用、
AQUOS 4Kハイグレードライン。

低反射4Kパネルと回転式スタンドで、
リビングでの設置がより自由に。
NEWデザインAQUOS 4K。

地デジもBSも、予約いらず! 
連ドラ自動お録りおき!

AQUOS※4と組み合せて、インターネット動画やAndroidTV™アプリ
など簡単に楽しめるAQUOSココロビジョンプレイヤー。

液晶カラーテレビ
70V型

LC-70XG35 
オープン価格
LC-70XG35 
オープン価格

3

達成率 年間消費
電力量149% 243kWh/年

液晶カラーテレビ
60V型

LC-60XD35 
オープン価格
LC-60XD35 
オープン価格

4

達成率 年間消費
電力量151% 196kWh/年

達成率 年間消費
電力量167% 158kWh/年
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17
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20

15
16

今、お使いのテレビを買替えませんか?
映像の美しさ、機能が断然違います‼ 後悔しないテレビ選びで、ご家族大満足!後悔しないテレビ選びで、ご家族大満足!

LC-60US45 オープン価格LC-60US45 オープン価格
177kWh/年達成率 年間消費

電力量167%

60V型
LC-60U45 オープン価格LC-60U45 オープン価格

175kWh/年達成率 年間消費
電力量169%

60V型
液晶カラーテレビ

LC-55US45 オープン価格LC-55US45 オープン価格
55V型6

7

8
5

達成率 年間消費
電力量155% 127kWh/年

LC-45US45 オープン価格LC-45US45 オープン価格
45V型

達成率 年間消費
電力量152% 151kWh/年

LC-50US45 オープン価格LC-50US45 オープン価格
50V型

達成率 年間消費
電力量161% 154kWh/年

LC-55U45 オープン価格LC-55U45 オープン価格
55V型10

達成率 年間消費
電力量156% 96kWh/年

LC-40U45 オープン価格LC-40U45 オープン価格
40V型12

9

達成率 年間消費
電力量153% 141kWh/年

LC-50U45 オープン価格LC-50U45 オープン価格
50V型11

液晶カラーテレビ

BD-UW2200 オープン価格

×3 ×3 ×3

BD-UT3200

BD-UT3200 オープン価格 BD-UT2200 オープン価格 BD-UT1200 オープン価格22

26

23 24 BD-NT1200 オープン価格25

3番組同時録画 　トリプルチューナータイプ 3番組同時録画 　トリプルチューナータイプ 

2番組同時録画 　ダブルチューナータイプ 2番組同時録画 　ダブルチューナータイプ 1番組録画 シングルチューナータイプ 1番組録画 シングルチューナータイプ 

内蔵ハードディスク

3,000GB
（3TB）

DRモード
最長録画

約381時間

約3,203時間12倍モード

地上デジタルハイビジョン録画

内蔵ハードディスク

2,000GB
（2TB）

DRモード
最長録画

約253時間

約2,128時間12倍モード

地上デジタルハイビジョン録画
内蔵ハードディスク

500GB
DRモード

最長録画

約62時間

約530時間12倍モード

地上デジタルハイビジョン録画

内蔵ハードディスク

2,000GB
（2TB）

DRモード
最長録画

約253時間

約2,128時間12倍モード

地上デジタルハイビジョン録画 内蔵ハードディスク

1,000GB
（1TB）

DRモード
最長録画

約125時間

約1,054時間12倍モード

地上デジタルハイビジョン録画 内蔵ハードディスク

1,000GB
（1TB）

DRモード
最長録画

約126時間

約1,075時間12倍モード

地上デジタルハイビジョン録画

BD-NW1200 オープン価格27

内蔵ハードディスク

1,000GB
（1TB）

DRモード
最長録画

約126時間

約1,075時間12倍モード

地上デジタルハイビジョン録画

BD-WW1200 オープン価格28

内蔵ハードディスク

1,000GB
（1TB）

DRモード
最長録画

約126時間

約1,075時間12倍モード

地上デジタルハイビジョン録画

BD-NW520 オープン価格

×2 ×2 ×2

29 BD-NS520 オープン価格30

内蔵ハードディスク

500GB
DRモード

最長録画

約62時間

約530時間12倍モード

地上デジタルハイビジョン録画

×1 ×1 ×1

無線LAN内蔵

無線LAN内蔵

無線
LAN
内蔵×2 ×2 ×2

×2 ×2 ×2

無線
LAN
内蔵

×2 ×2 ×2

無線
LAN
内蔵×2 ×2 ×2

液晶カラーテレビ
24V型

ハイビジョンモデル

ハイビジョンモデル ハイビジョンモデル

LC-24P5
-B/-W オープン価格
LC-24P5
-B/-W オープン価格

32kWh/年達成率 年間消費
電力量206%

LC-22K45
-B/-W オープン価格
LC-22K45
-B/-W オープン価格

ハイビジョンモデル
27kWh/年達成率 年間消費

電力量207%

LC-19P5
-B/-W オープン価格
LC-19P5
-B/-W オープン価格

19V型

液晶カラーテレビ
22V型

37kWh/年達成率 年間消費
電力量208%

テレビ放送音声もハイレゾ相当の
サウンドで楽しめる。
サイドバースタイルの、省スペース
「シアターシステム」。

HT-SP100
オープン価格

21 AN-NP40 オープン価格
●写真は、液晶テレビAQUOS<LC-60US30>と
　シアターラックシステム<AN-R600>との設置例

液晶カラーテレビ

LC-40W5 オープン価格40V型
LC-32W5 オープン価格

32V型

40kWh/年達成率 年間消費
電力量205%

LC-32S5 オープン価格
32V型

32kWh/年達成率 年間消費
電力量206%

60kWh/年達成率 年間消費
電力量250%

液晶カラーテレビ

LC-40S5 オープン価格
40V型

75kWh/年達成率 年間消費
電力量200%

LC-40W5

LC-40W5 LC-40S5

LC-24P5-B LC-19P5-W-B

-W

フルハイビジョン

フルハイビジョン
LC-40S5
フルハイビジョン

税
別648,000円

税込価格 699,840円

税
別448,000円

税込価格 483,840円

税
別94,800円

税込価格 102,384円

20,800円
税
別特別

価格 税込価格 22,464円

34,800円
税
別特別

価格 税込価格 37,584円
42,800円

税
別特別

価格 税込価格 46,224円
44,800円

税
別特別

価格 税込価格 48,384円

55,800円
税
別特別

価格 税込価格 60,264円

298,000円
税
別特別

価格 税込価格 321,840円
258,000円

税
別特別

価格 税込価格 278,640円

198,000円
税
別特別

価格 税込価格 213,840円

128,000円
税
別特別

価格 税込価格 138,240円

148,000円
税
別特別

価格 税込価格 159,840円

248,000円
税
別特別

価格 税込価格 267,840円

178,000円
税
別特別

価格 税込価格 192,240円

198,000円
税
別特別

価格 税込価格 213,840円

68,000円
税
別特別

価格 税込価格 73,440円

税
別79,800円

税込価格 86,184円
54,800円

税
別特別

価格 税込価格 59,184円

税
別1,000,000円

税込価格 1,080,000円

税
別1,680,000円

税込価格 1,814,400円

税
別94,800円

税込価格 102,384円

税
別104,800円

税込価格 113,184円

税
別84,800円

税込価格 91,584円

税
別74,800円

税込価格 80,784円

84,800円
税
別特別

価格 税込価格 91,584円
64,800円

税
別特別

価格 税込価格 69,984円
64,800円

税
別特別

価格 税込価格 69,984円
54,800円

税
別特別

価格 税込価格 59,184円
49,800円

税
別特別

価格 税込価格 53,784円

1 2



新冷媒（R600a）採用

ノンフロン冷蔵庫

グリーン購入法適合商品

驚くほどカンタン!毎日の健康調理はヘルシオで‼ヘルシオ節電&鮮度に技あり! こだわりの冷蔵庫ラインアップ。冷 蔵 庫

ウォーターオーブン専用機

まかせて調理
あぶり焼き

スピード焼き・蒸し100メニュー

カンタン焼き・蒸し
ドライフード

総レシピ数（自動メニュー）：214（140）

カンタン焼き・蒸し
ドライフード

総レシピ数（自動メニュー）：173（111）

ドライフード
総レシピ数（自動メニュー）：478（442）

まかせて調理
ドライフード

総レシピ数（自動メニュー）：263（219）

※1エリア別見極めができる赤外線センサー。   ※2 無水カレーを自動調理できる目安量。 ※3 湯のみ大（140mL）の場合。湯のみ小（70mL）の場合は8杯。 ●本冊子掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコン、テレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収
集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

電動フレンチドアタイプ

「プラズマクラスター」で清潔保存。
幅60cmスリムタイプ。

冷凍室で選ぶなら、ゆとりの収納力。大容量冷凍室189L※
フレンチドアタイプ。

31 SJ-GX55D
-R/-T/-W オープン価格

551L
幅68.5㎝ 502L

幅68.5㎝

33 SJ-WX55D-R/-W 
オープン価格

34 SJ-WX50D-R/-W 
オープン価格

551L
幅68.5㎝

502L
幅68.5㎝

32 SJ-GX50D-R/-T/-W 
オープン価格

35 SJ-GT50D-T/-W 
オープン価格

502L
幅68.5㎝

474L
幅68.5㎝

36 SJ-GT47D-T/-W 
オープン価格

415L
幅60.0㎝

37 SJ-GT42D-R/-T/-W 
オープン価格

高品位ガラスドアを採用。
「節電25」モードで、24時間かしこく節電。

SJ-GS46C-N

SJ-GT50D-W

SJ-WX55D-RSJ-GX55D-T

SJ-GX55D-R

SJ-GX50D-W

SJ-WX50D-W

SJ-GT42D-R

SJ-GT50D-Ｗ

SJ-GT47D-T

SJ-GS43C-T

SJ-GS46C-N/-T 
オープン価格

455L
幅65㎝

SJ-GS43C-N/-T 
オープン価格

430L
幅65㎝

40

41

271L
幅54.5㎝

SJ-PD27C
-W/-T オープン価格

-W

FJ-HS17X-W

-T

-T

「プラズマクラスター」で清潔保存。
大容量ボトムフリーザーで、
まとめ買いも安心。

まとめ買いの
食材保存に、
直冷式冷凍庫。

44

2021年
省エネ基準達成率
年間消費電力量（50/60Hz）

15年新測定方法（JIS C 9801-3：2015）

80％
425kWh/年 86L

幅55.0㎝

FJ-HS9X
-W オープン価格

46
2021年
省エネ基準達成率
年間消費電力量（50/60Hz）

15年新測定方法（JIS C 9801-3：2015）

79％
225kWh/年

167L
幅55.0㎝

FJ-HS17X
-W オープン価格

45
2021年
省エネ基準達成率
年間消費電力量（50/60Hz）

15年新測定方法（JIS C 9801-3：2015）

85％
320kWh/年

冷 凍 庫

どっちもドアタイプ（右からも左からも開きます）

電動どっちもドアタイプ（右からも左からも開きます）

フレンチドアタイプ

どっちもドアタイプ
（右からも左からも開きます）

フレンチドアタイプ

ボトムフリーザー

2021年
省エネ基準達成率
年間消費電力量（50/60Hz）

15年新測定方法（JIS C 9801-3：2015）

73％
360kWh/年

2021年
省エネ基準達成率
年間消費電力量（50/60Hz）

15年新測定方法（JIS C 9801-3：2015）

72％
355kWh/年

「節電25」モードで、
24時間かしこく節電。

「節電25」モードで、
24時間かしこく節電。

節電25

2021年
省エネ基準達成率
年間消費電力量（50/60Hz）

15年新測定方法（JIS C 9801-3：2015）
上段冷凍室を冷凍（ツースター）で
測定しています。

104％
335kWh/年

SJ-GW35C-W/-T 
オープン価格

350L
幅60㎝

42

最上段までらくに手が届く。
ちょっと低めの169cm。

節電モード

SJ-W352C-N 
オープン価格

350L
幅60㎝

43

2021年
省エネ基準達成率
年間消費電力量（50/60Hz）

15年新測定方法（JIS C 9801-3：2015）
上段冷凍室を冷凍（ツースター）で
測定しています。

80％
435kWh/年

性能も使いやすさもハイグレードな30Lタイプ。解凍いらず、レシピいらず、はかりいらず
のせて、押すだけ! まかせて調理。
解凍いらず、レシピいらず、はかりいらず
のせて、押すだけ! まかせて調理。

ヘルシオ 
ホットクック

ジャー炊飯器

ヘルシオ 
グリーンプレッソ

ヘルシオ 
お茶プレッソ

ヘルシオ 
ジュースプレッソ

葉物野菜を刻まず絞れ、
おいしいオリジナルの
青汁が作れる!

-R-G

EJ-GP1-G/-R 
オープン価格

ジュース

刻んで※青汁

フローズン

ジュース丸ごと青汁 フローズン

無水だから素材本来のおいしさも栄養もまるごと調理。

おいしさ際立つ、
黒圧釜＆球面炊き

コールドプレスジュースと
フローズンをご家庭で!

※葉物野菜を絞る際は、
1cm幅にカットしてください。

EJ-CP1-D/-W 
オープン価格

おもてなしにもうれしい、
お好みでぬるめも選べる「湯ざまし機能」つき。

TE-TS56V
-G/-R 
オープン価格

4杯※3
最大容量
560mL

まとめ挽き
約6g/15分
（約10杯分）

び

-R

-R

KS-S10J-S

KN-
HW24C-R KN-

HT99A-R

-G

-D -W

KN-HW24C-R 
オープン価格

54

KN-HT99A-R 
オープン価格

55

56

58

59

KS-S10J-S 
オープン価格

60

　　KS-C5K
-B/-W オープン価格
61

1.0L
1合～
5.5合

0.54L
0.5合
～3合

調理もあたためも使いやすい、
26Lタイプ。

AX-AS400-R/-W 
オープン価格

49

目標年度
2008年度

省エネ基準達成率

100％
年間消費電力量

70.4kWh/年

1段調理26L
総庫内容量

2段調理30L
総庫内容量

-W

-W

どっちもドアタイプ（右からも左からも開きます）

節電25 節電25

SJ-P461D-H 
オープン価格

455L
幅65㎝

412L
幅60㎝

38 SJ-P411D-H 
オープン価格

39

2021年
省エネ基準達成率
年間消費電力量（50/60Hz）

15年新測定方法（JIS C 9801-3：2015）
上段冷凍室を冷凍（ツースター）で
測定しています。

78％
320kWh/年

2021年
省エネ基準達成率
年間消費電力量（50/60Hz）

15年新測定方法（JIS C 9801-3：2015）
上段冷凍室を冷凍（ツースター）で
測定しています。

63％
420kWh/年

-W

AX-XW400-R/-W オープン価格47 48

目標年度
2008年度

省エネ基準達成率

102％
年間消費電力量

72.0kWh/年

-R

-R

「まかせて調理」搭載、26Lタイプ。

1段調理26L
総庫内容量

AX-AW400-R/-W オープン価格
目標年度
2008年度

省エネ基準達成率

100％
年間消費電力量

70.4kWh/年
-W

食材の栄養素がたっぷり残る!

おいしさが凝縮! 自動調理

ヘルシオ グリエ
過熱水蒸気で、作りたてのおいしさを復元。
ウォーターオーブン専用機。

水なし自動調理鍋
量の目安　2～6人分※2

大容量
2.4L
タイプ

スタンダード
1.6L
タイプ

量の目安　2～4人分※2

おいしさ
&

ヘルシー

モーニング
セットを
同時調理

ノンフライ
調理で、

カロリーダウン

-W -B

-R/-W/-B 
オープン価格

57 AX-H1

オーブンレンジ

庫内天面に設置した赤外線ムーブセンサー※1が
スイングして温度をきめ細かくチェック

過熱水蒸気の特性により、温度が低い方に
より多くの熱を与えます

温度センサーで食材の量を見分け
加熱時間を調整し、上手に仕上げます

（イメージ図）（イメージ図）

（イメージ図）（イメージ図）

（イメージ図）（イメージ図）

冷凍・冷蔵・常温の食材を検知

温度の上がり具合から食材の量を判断

過熱水蒸気の量をコントロール

まかせて調理の
ヒミツは、過熱水蒸気と
2つのセンサー

まかせて調理の
ヒミツは、過熱水蒸気と
2つのセンサー

まかせて調理の
ヒミツは、過熱水蒸気と
2つのセンサー

まかせて調理の
ヒミツは、過熱水蒸気と
2つのセンサー

-R

コンパクトサイズで手軽に
使える、18Lタイプ。

AX-CA400-R 
オープン価格

50

目標年度
2008年度

省エネ基準達成率

102％
年間消費電力量

68.8kWh/年

1段調理18L
総庫内容量

-R

トリプルセンサー搭載。
過熱水蒸気オーブンレンジのスタンダードモデル。

クックブックメニュー数
（自動メニュー数）

67（73）
総庫内容量

26L
（1段調理）

目標年度
2008年度

省エネ基準達成率

年間消費電力量

107％
68.3kWh/年

RE-V90A-W
オープン価格

オーブンレンジ過熱水蒸気

51

トリプルセンサー搭載。
過熱水蒸気オーブンレンジの省スペース設置モデル。

クックブックメニュー数
（自動メニュー数）

55（57）
総庫内容量

23L
（1段調理）

目標年度
2008年度

省エネ基準達成率

年間消費電力量

104％
70.0kWh/年

RE-V80A-B
オープン価格

オーブンレンジ過熱水蒸気

52

メニュー広がる、角皿スチームタイプの
オーブンレンジ。

クックブックメニュー数
（自動メニュー数）

32（26）
総庫内容量

20L
（1段調理）

目標年度
2008年度

省エネ基準達成率

年間消費電力量

106％
69.2kWh/年

RE-V70A-W
オープン価格

オーブンレンジ

53

※SJ-GX55D冷凍ゾーン全体の定格内容量。SJ-GX50Dは170L。

フレンチドアタイプ
たっぷり余裕の収納力。メガフリーザー170L※　どっちもドアタイプ。
※SJ-GT50D冷凍ゾーン全体の定格内容量。SJ-GT47Dは173L、SJ-GT42Dは151L。

「プラズマクラスター」で清潔保存。大容量冷凍室189L※
どっちもドアタイプ。※SJ-WX55D冷凍ゾーン全体の定格内容量。SJ-WX50Dは170L。

し き

4切り名人
ス テ ンレス
ミスト冷蔵室

新鮮冷凍

節電25

電動アシストドア

雪下シャキット野菜室プラズマクラスター
うるおいチルド

し き

4切り名人
ス テ ンレス
ミスト冷蔵室

新鮮冷凍

節電25

電動アシストドア

雪下シャキット野菜室プラズマクラスター
うるおいチルド

し き

4切り名人
ス テ ンレス
ミスト冷蔵室

新鮮冷凍

節電25

節電25

雪下シャキット野菜室 プラズマクラスター
うるおいチルド

うるおいチルド

92,800円
税
別特別

価格 税込価格 100,224円
129,800円税

別特別
価格 税込価格 140,184円

338,000円税
別特別

価格 税込価格 365,040円

348,000円税
別特別

価格 税込価格 375,840円

318,000円税
別特別

価格 税込価格 343,440円

308,000円税
別特別

価格 税込価格 332,640円

258,000円税
別特別

価格 税込価格 278,640円

178,000円税
別特別

価格 税込価格 192,240円
168,000円税

別特別
価格 税込価格 181,440円

184,800円税
別特別

価格 税込価格 199,584円

179,800円税
別特別

価格 税込価格 194,184円

84,800円税
別特別

価格 税込価格 91,584円
34,800円税

別特別
価格 税込価格 37,584円

48,800円税
別特別

価格 税込価格 52,704円

104,800円 税
別特別

価格 税込価格 113,184円
72,800円

税
別特別

価格 税込価格 78,624円

34,800円 税
別特別

価格 税込価格 37,584円

42,800円 税
別特別

価格 税込価格 46,224円

54,800円 税
別特別

価格 税込価格 59,184円

9,980円
税
別特別

価格 税込価格 10,778円
11,800円 税

別特別
価格 税込価格 12,744円

20,800円 税
別特別

価格 税込価格 22,464円

52,800円 税
別特別

価格 税込価格 57,024円

74,800円 税
別特別

価格 税込価格 80,784円

41,800円 税
別特別

価格 税込価格 45,144円

38,800円 税
別特別

価格 税込価格 41,904円

税
別358,000円

税込価格 386,640円

税
別368,000円

税込価格 397,440円

税
別39,800円

税込価格 42,984円

税
別178,000円

税込価格 192,240円

税
別144,800円

税込価格 156,384円
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お部屋の空気を素早くキレイにする加湿空気清浄機。空気清浄機健康と環境にこだわったシャープの「プラズマクラスター」エアコン。エアコン

＊1当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載のエアコンを適用床面積（冷暖房の主な畳数のめやす）の部屋に設置し、風量最大運転時に部屋の中央付近（床上から高さ1.2m）の地点で測定した、空気中に吹き出される1cm³当
たりのイオン個数の目安です。当商品において、この能力を持ったデバイスを搭載しております。 ※1 連動機能を使用するには、エアコンとの連動機能を搭載した当社製加湿空気清浄機（別売）が別途必要です。 ※2 省エネ基準達成率、期間消費電力量の表示について
は、当社発行の商品カタログの記載に基づき、省エネ基準達成率は（JIS C 9612:2013）、期間消費電力量は（JIS C 9612:2005）をそれぞれ適用し算出しています。詳細はカタログを参照ください。 ＊〈QRコードから誘導されるサイトについてのご注意〉●紙面に掲載のQRコード
を、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。QRコードが読み取れない場合は、アドレスを直接入力してください。http://www.sharp.co.jp/qr/ay016/ （再生される動画は、F-Xを使用しておりますが、機能においては2016年度FXも同等です）●当
サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。　●本冊子掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事
費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコン、テレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 100％

717kWh期間消費
電力量※2

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 100％

815kWh期間消費
電力量※2

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 100％

913kWh期間消費
電力量※2

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 100％

1,544kWh期間消費
電力量※2

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 100％

2,118kWh期間消費
電力量※2

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 100％

717kWh期間消費
電力量※2

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 100％

815kWh期間消費
電力量※2

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 100％

913kWh期間消費
電力量※2

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 100％

1,544kWh期間消費
電力量※2

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 100％

2,118kWh期間消費
電力量※2200V

200V

200V18畳
冷房時
おもに

14畳
冷房時
おもに

10畳
冷房時
おもに

8 畳

冷房時
おもに

6 畳

冷房時
おもに

お
部
屋
の
広
さ

AC-227FE

AC-257FE

AC-287FE

AC-407FE

AC-567FE2

AC-227FS

AC-257FS

AC-287FS

AC-407FS2

AC-567FS2

※お部屋の条件を考慮してお選び頂く必要がありますので販売店にご相談ください。
また、機種により異なる場合がありますので、詳しくはカタログ等をご参照ください。

エアコン標準工事の一例

FXシリーズ
エアコン・お部屋がWでキレイ。
独自気流技術にこだわったフラグシップモデル。

10畳
冷房時
おもに

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 125％

578kWh期間消費
電力量※2

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 124％

666kWh期間消費
電力量※2

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 142％

1,097kWh期間消費
電力量※2

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 122％

1,736kWh期間消費
電力量※2

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 118％

2,020kWh期間消費
電力量※2

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 122％

2,442kWh期間消費
電力量※2

このマークが目印です !

ママと赤ちゃんに
やさしいエアコン。

20畳
冷房時
おもに

23畳
冷房時
おもに

18畳
冷房時
おもに

14畳
冷房時
おもに

8 畳

冷房時
おもに

6 畳

冷房時
おもに

200V

200V

200V

200V

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2122％ 757kWh期間消費

電力量※2

AC-287FXAC-287FX

AC-227FX

AC-257FX

AC-407FX2

AC-567FX2

AC-637FX2

AC-717FX2

FEシリーズ

カビが発生しやすい環境をみはる、プラズマクラスター
パトロール搭載のフィルター自動掃除付きモデル。

プラズマクラスター7000搭載。
省エネ基準達成シンプルエアコン。

FSシリーズ

グリーン購入法
適合商品IK-0003

IK-0002

IK-0004
エビデンス評価マーク

IK-0004

エビデンス評価マーク
IK-0004

エビデンス評価マーク

63

62

64

65

66

67

68

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 115％

2,910kWh期間消費
電力量※226畳

冷房時
おもに

200VAC-807FX269

70 75

76

77

78

79

82

83

71

72

73

74

高齢者や赤ちゃんにやさしく、
お部屋まるごと清潔!
高齢者や赤ちゃんにやさしく、
お部屋まるごと清潔!

（ドレンパン）（ダストボックス）

（ダストボックス）

R32

「ココロエンジン」
紹介動画
（FXシリーズ）＊

耐塩害仕様室外機耐塩害仕様室外機

耐塩害仕様室外機

耐塩害仕様室外機

200V

200V

FKシリーズ

14畳
冷房時
おもに

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 116％

1,826kWh期間消費
電力量※2

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 112％

2,128kWh期間消費
電力量※2

81 200V

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 130％

1,201kWh期間消費
電力量※2

AC-407FK2
12畳
冷房時
おもに

80 200V

目標年度
2010年度

省エネ基準
達成率※2 134％

1,048kWh期間消費
電力量※2

AC-367FK2

AC-567FK2

AC-637FK2

20畳
冷房時
おもに

18畳
冷房時
おもに

ロングパネル&プラズマクラスターを搭載した、
シャープの寒冷地エアコン。

R32
R32

東北電力推薦
暖房エアコン

北海道電力推薦
暖房エアコン

のエアコンです。 14畳
冷房時
おもに

12畳
冷房時
おもに

ンです。すのエアコンエア ンでンで

部品名
吹き出し口 AZ-FSHF1

AZ-FSHR1
AZ-FSHL1
AZ-FSHB1

15,000円＋税
13,000円＋税
14,000円＋税
16,000円＋税

右側吸い込み口
左側吸い込み口
背面吸い込み口

形　名 希望小売価格

浮遊するダニのアレル物質・花粉
を除去することが英国アレルギー
協会の試験で検証されました。

英国アレルギー協会認定

寒冷地で実証!寒冷地で実証!

東北電力推薦
暖房エアコン

IK-0003
IK-0002

IK-0004
エビデンス評価マーク R32

90 919 IG-HTA20-W 
オープン価格 

トイレを除菌※7・消臭。トイレを除菌※7・消臭。 玄関やサニタリーを
除菌※7・消臭。
玄関やサニタリーを
除菌※7・消臭。

IG-HTA30-W 
オープン価格 

全光束（明るさ）
485ルーメン
（白熱電球 40W相当）

光色
電球色相当

全光束（明るさ）
810ルーメン
（白熱電球 60W相当）

明るさ
3段階切替

（60・40・30W相当）
機能付き

光色
電球色相当

E26
口金形状

人感
センサー
搭載

E26
口金形状

人感
センサー
搭載

天井設置タイプ

約1畳用
約2畳用

-W -B -D -P -T-R

USB接続対応

カーエアコン
取付タイプ

1日あたりの電気代

約2.3円※8
1日あたりの電気代

約2.6円※8

＊2当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「中」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央（床上1.2m）で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。※3 除湿空気清浄「強」時。室温27℃、相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの
除湿量。 ※4 加湿空気清浄「強」時。日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき室温20℃、湿度30％で算出。 ※5 空気清浄「強」時。日本電機工業会規格（JEM1467）に基づき算出。 ※6<蚊取空清の蚊捕獲率>●試験機関：（一財）日本環境衛生センター ●試験
方法：約22m³（約6畳相当）の試験空間にFU-GK50、ダミーの黒色のボックス、2カ所に砂糖水を設置し、試験空間中央部より蚊を放ち、22時間後（明室状態14時間＋暗室状態8時間）の蚊取空清での捕獲率を測定。 ■試験結果：<アカイエカ捕獲率> 約95％<ヒトスジシ
マカ捕獲率> 約88％<チカイエカ捕獲率>約98％。 すべての蚊の捕獲率は検証しておりません。当社基準による。試験空間における実証結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。使用場所の状況や使いかた、人やペットの有無によって効果は異なります。 ※7 
約3.4m³の試験空間での7日後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。●試験機関：（株）食環境衛生研究所●試験方法：約3.4m³の試験空間の、天井（約2.1m）に設置した試験機から、床付近に設置した、ある1種のトイレのニオイ原因菌を付着させた布
に、強運転でプラズマクラスターイオンを放出。その後、試験空間の布を回収し、菌の除去率を算出。■試験結果：7日間で99％以上除去。 ※8 標準運転（LEDライト点灯）を2時間、強運転（LEDライト消灯）を22時間で運転した場合。新電力料金目安単価27円/kWh（税込）
で算出。照明スイッチと連動して換気扇が稼働する場合は、別途換気扇の電気代がかかります。 ※9 風量「標準」運転時のプラズマクラスターイオン濃度25,000個/cm3との比較。 

手軽でパワフル。ターボ運転で
消臭スピード2倍※9。
手軽でパワフル。ターボ運転で
消臭スピード2倍※9。
カップホルダー
タイプ

ワンタッチで簡単取り付け。
かわいいカタチで車内を消臭。
ワンタッチで簡単取り付け。
かわいいカタチで車内を消臭。

■プラズマクラスターイオン発生ユニットの交換について　●この商品は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために定期的にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。（IG-JC1は交換に対応
しておりません。IG-HCF15はお買い上げの販売店、もしくは修理相談センターにご相談ください。）●お使いの運転モードに関係なく、総運転時間 約17,500時間（1日24時間連続して運転した場合、約2年）経過すると、本体のラ
ンプが点滅し交換時期をお知らせします。約19,000時間（約2年2ヵ月）経過するとIG-JC1/JC15は全ての運転を停止、IG-HTA20/HTA30/HBP1/HCF15はプラズマクラスターイオンの放出が停止します。

車載タイプ

プラズマクラスターイオン発生機

エアコン内部を
まるごと清潔にするから、
吹き出す風がここまでキレイ!

ホコリをブロック!
フィルター自動掃除

ホコリをはじく!
チタニアコート

汚れを洗い流す!
清潔ドレンパン&熱交換器クリーニング

カビが発生しやすい環境をみはる
プラズマクラスターパトロール

エアコン内部の湿度をカット
内部清浄 送風路／送風ファン／

熱交換器（アルミフィン）

ー」エアコン。

レイ!
ホコリをはじく!
チタニアコート

※1

FU-GK50
-B オープン価格 
FU-GK50
-B オープン価格 88

89

84

KI-HX75
-W オープン価格 
KI-HX75
-W オープン価格 

85

KI-HS70
-W/-H オープン価格 
KI-HS70
-W/-H オープン価格 

86

KI-HS50
-W/-H オープン価格 
KI-HS50
-W/-H オープン価格 

87

KI-HS40-W 
オープン価格 
KI-HS40-W 
オープン価格 

除湿も加湿も空気清浄も。
24時間、
365日いつも快適。

除湿も加湿も空気清浄も。
24時間、
365日いつも快適。

高い空気浄化性能と
プレフィルター
自動掃除機能を備えた
プレミアムモデル。

高い空気浄化性能と
プレフィルター
自動掃除機能を備えた
プレミアムモデル。

クラウドサービスに対応した、
高性能&スリムボディの
スタンダードモデル。

クラウドサービスに対応した、
高性能&スリムボディの
スタンダードモデル。

クラウドサービスに対応した、
高性能&スリムボディの
スタンダードモデル。

クラウドサービスに対応した、
高性能&スリムボディの
スタンダードモデル。

置き場所を選ばない、
高性能&スリムボディの
スタンダードモデル。

置き場所を選ばない、
高性能&スリムボディの
スタンダードモデル。

KC-HD70
-W 
オープン価格 

KC-HD70
-W 
オープン価格 

除湿能力
9.0L/日（60Hz時）
（50Hz時 8.0L/日）

※3 加湿量

630mL/h
※4 風量

7.0m3/分
※5

除
湿

加
湿

集
じ
ん

除
電
消
臭

24時間
365日いつも快適

快適
部屋干し

しっかり
空気清浄

薬剤を使わずに蚊を捕獲※6

高性能な空気清浄機能

蚊の捕獲率
約98%＊
＜チカイエカの場合＞
当社基準による

＊試験空間における実証結果であり、実使用空間での
  実証結果ではありません。使用場所の状況や使いかた、
  人やペットの有無によって効果は異なります。

蚊取り機能付き空気清浄機除加湿空気清浄機

登場! 登場! 蚊取空清蚊取空清
空気の汚れも、蚊も※6、取れる。

-W-W

-H-H

92 IG-JC15
-W/-B/-R 
オープン価格 

93

IG-JC1
-D/-P/-T 
オープン価格 

おすすめ
畳数 ～約21畳

加湿量 750mL/h
最大風量 7.5m3/分

おすすめ
畳数 ～約16畳

加湿量 630mL/h
最大風量 6.7m3/分

おすすめ
畳数 ～約10畳

加湿量 420mL/h
最大風量 4.0m3/分

-W-W

おすすめ
畳数 ～約13畳

加湿量 550mL/h
最大風量 5.1m3/分

-H-H

＊2＊2

＊2＊2

＊2 ＊2

＊2

＊1

＊1

＊1

＊1

税
別64,800円

税込価格 69,984円

税
別82,800円

税込価格 89,424円

税
別84,800円

税込価格 91,584円

税
別33,800円

税込価格 36,504円

税
別188,000円

税込価格 203,040円

工事
費別

163,000円税
別特別

価格 税込価格 176,040円

工事
費別

178,000円税
別特別

価格 税込価格 192,240円

工事
費別

218,000円税
別特別

価格 税込価格 235,440円

工事
費別

238,000円税
別特別

価格 税込価格 257,040円

工事
費別

258,000円税
別特別

価格 税込価格 278,640円

工事
費別

99,800円
税
別特別

価格 税込価格 107,784円

工事
費別

109,800円税
別特別

価格 税込価格 118,584円

工事
費別

128,000円税
別特別

価格 税込価格 138,240円

工事
費別

148,000円税
別特別

価格 税込価格 159,840円

工事
費別

178,000円税
別特別

価格 税込価格 192,240円

工事
費別

64,800円
税
別特別

価格 税込価格 69,984円

工事
費別

74,800円
税
別特別

価格 税込価格 80,784円

工事
費別

84,800円
税
別特別

価格 税込価格 91,584円

工事
費別

109,800円税
別特別

価格 税込価格 118,584円

工事
費別

139,800円税
別特別

価格 税込価格 150,984円

工事
費別

218,000円税
別特別

価格 税込価格 235,440円

工事
費別

178,000円税
別特別

価格 税込価格 192,240円

工事
費別

188,000円税
別特別

価格 税込価格 203,040円

工事
費別

238,000円税
別特別

価格 税込価格 257,040円

工事
費別

298,000円税
別特別

価格 税込価格 321,840円

工事
費別

278,000円税
別特別

価格 税込価格 300,240円

工事
費別

※木造モルタル平屋・地面据付の場合。　
※機種により、使用部材が変わる場合がございます。（別途お見積もり）
※電気工事等が必要な場合は別途申し受けます。

円（税別）（税込価格 16,200円） 15,000
 8,000

 23,000
円（税別）（税込価格   8,640円）

円（税別）（税込価格 24,840円）

標準取付工事費
配管パイプ（4m）
合 計

54,800円 税
別特別

価格 税込価格 59,184円
44,800円 税

別特別
価格 税込価格 48,384円

本体希望小売価格540,000円（税別）
（税込価格583,200円）

本体希望小売価格450,000円（税別）
（税込価格486,000円）

本体希望小売価格470,000円（税別）
（税込価格507,600円）

本体希望小売価格590,000円（税別）
（税込価格637,200円）

本体希望小売価格340,000円（税別）
（税込価格367,200円）

本体希望小売価格370,000円（税別）
（税込価格399,600円）

本体希望小売価格470,000円（税別）
（税込価格507,600円）

本体希望小売価格540,000円（税別）
（税込価格583,200円）

本体希望小売価格590,000円（税別）
（税込価格637,200円）

本体希望小売価格640,000円（税別）
（税込価格691,200円）

本体希望小売価格690,000円（税別）
（税込価格745,200円）

本体希望小売価格420,000円（税別）（税込価格453,600円）本体希望小売価格420,000円（税別）（税込価格453,600円）

本体希望小売価格410,000円（税別）
（税込価格442,800円）

本体希望小売価格340,000円（税別）
（税込価格367,200円）

本体希望小売価格310,000円（税別）
（税込価格334,800円）

本体希望小売価格280,000円（税別）
（税込価格302,400円）

本体希望小売価格228,000円（税別）
（税込価格246,240円）

本体希望小売価格248,000円（税別）
（税込価格267,840円）

本体希望小売価格298,000円（税別）
（税込価格321,840円）

本体希望小売価格368,000円（税別）
（税込価格397,440円）

本体希望小売価格463,000円（税別）
（税込価格500,040円）

本体希望小売価格530,000円（税別）
（税込価格572,400円）

税
別17,800円

税込価格 19,224円

税
別23,800円

税込価格 25,704円

12,800円税
別特別

価格 税込価格 13,824円
12,800円税

別特別
価格 税込価格 13,824円
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ES-GV9B-N オープン価格 ES-GV8B-S オープン価格

洗濯・脱水容量

9kg
洗濯・脱水容量

8kg

※3 日本電機工業会規格（JEM1467）にて規定されている項目で、自然換気回数1（1回/時間）の条件において、粉じん濃度1.25mg/m³の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。 ※4 当商品を部
屋の壁の中央、床上から高さ2ｍに設置して、風量「強」運転時に、部屋の中央付近（床上から1.2ｍ）で空中に吹き出されるイオン個数が25,000個/cm³測定できる部屋の広さです。 ※5 プラズマクラスターイオン発生機を脚を伸ばさない状態で壁際に置いて、風量「強」運転
時に部屋の中央付近（床上から高さ1.2m）の地点で空中に吹き出されるイオン個数が約25,000個/cm³測定できる床面積の目安です。 ※6 除湿｢強｣運転時。室温27℃、相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量。 ※7 お子さまがいたずらでドアを開け
たりしないよう、ドアをロックできるチャイルドロック機能付きです。（チャイルドロック中は電源の「入」「切」操作以外はできなくなります。）詳しくは取扱説明書をご覧ください。 

チャイルドロック付き ※7
穴なしサイクロン洗浄

ダイヤカット穴なし槽

チャイルドロック付き ※7
穴なしサイクロン洗浄

ダイヤカット穴なし槽

省エネ&節水がうれしい、キレイに洗い上げる洗濯乾燥機。洗 濯 機超音波ウォッシャー／／プラズマクラスタードライヤー／／ヘアスタイラー
超音波ウォッシャー

96

IB-HD16-W オープン価格

速乾タイプ

海外・国内両用

コンパクトモデル

95 IB-HX9K-B オープン価格
IB-CB56
-R/-W オープン価格

美髪を叶える
プラズマクラスターに
スタイリング力を
プラス。

海外で使えて、しかもコンパクト。
旅行先でもサラリ、ツヤ髪。

髪の土台“頭皮”からケアして
もっと美しく豊かな髪へ。

髪を乾かしながらヘアエステ
髪をいたわり、ツヤUPも。

97

プラズマクラスター
ヘアスタイラー

98 IB-HP9
-R/-A/-N 
オープン価格

ES-GE7A-N オープン価格

洗濯・脱水容量

7kg
ES-GE6A-P オープン価格

洗濯・脱水容量

6kg

チャイルドロック付き ※7 チャイルドロック付き ※7

樹脂まるごと抗菌穴なし槽 樹脂まるごと抗菌穴なし槽

-R

-W

ドラム式洗濯乾燥機

タテ型洗濯乾燥機

全自動洗濯機
低騒音を実現するインバーター搭載。高い洗浄力のダイヤカット穴なし槽。 設置しやすいボディ幅52cmのコンパクト全自動洗濯機。

プラズマクラスターで
健やかなサラツヤ髪へ

熱くないのに速く
乾くから、ダメージ抑制

ワンボタンでツヤを出す、
進化したビューティモード

105
CV-G120-W 
オープン価格 

106
CV-G71-W 
オープン価格 

＊1 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、「強」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央（床上1.2m）で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。 ＊2 当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、暖房「強」＋加湿運転時にプラズマクラスター適用床
面積の部屋中央（床上1.2m）で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。 ＊3当技術マークの数字は、商品を壁際に置いて、暖房または空気浄化「強」運転時に、プラズマクラスター適用床面積の部屋中央（床上1.2m）で測定した1cm³当たりのイオン個数の目安です。
※1  商品を壁際に置いて、イオン送風「強」運転時に部屋の中央付近（床上から高さ１.２ｍ）で空中に吹き出されるイオン個数が7,000個/ｃｍ3測定できる床面積の目安です。 ※2 商品を部屋の壁の中央、床上から高さ2ｍに設置して、部屋を商品の中心で2分割し、「強」運
転・ルーバー角度を商品から、分割された空間の対角（床面）に向けた時に、分割されたそれぞれの空間の中央付近（床上から1.2ｍ）の地点で吹き出されるイオンの個数が25,000個/cm³測定できる部屋の広さの目安です。 

プラズマクラスターが、
様々な空間を効率的にキレイにします。

壁掛け/棚置き兼用型 プラズマクラスター空気清浄機

床置き型 業務用プラズマクラスターイオン発生機

イオン適用床面積の目安
35m2（21畳）

※2

イオン適用床面積の目安
50m2（30畳）

※5
イオン適用床面積の目安
25m2（15畳）

※5

空気清浄適用床面積の目安
66m2（40畳）

※3

イオン適用床面積の目安
25m2（15畳）

※4

空気清浄適用床面積の目安
40m2（24畳）

※3

大スペース用 小スペース用

希望小売価格
180,000円＋税

希望小売価格120,000円＋税

希望小売価格
180,000円＋税

101

103
104

FU-M1000-W
希望小売価格130,000円（税別）＋税

102

IG-251YA
IG-501YA

FU-MK500-W/-S

「衣類乾燥」除湿機
リビングに最適な
パワフル除湿機。

ほぼA4サイズの
コンパクト除湿機。

除湿能力

（50Hz 11L/日）

60Hz12L/日※6

除湿能力

（50Hz 6.3L/日）

60Hz7.1L/日※6

ふとん乾燥機

100

-W

-NL-SL

108 ES-ZP1
-NL（左開き）
-NR（右開き）
オープン価格

107

109 110

ES-P110
-SL（左開き）
-SR（右開き）
オープン価格

汚れスッキリ、あったか・ふんわり。
マイクロ高圧シャワー&ハイブリット乾燥。

洗いもすすぎも衣類にやさしく。
使いやすくて、キレイが続く、大容量ドラム式洗濯乾燥機。

マンションにもすっきり置けるコンパクトドラム。

マイクロ高圧シャワー ヒートポンプ&サポートヒーター
ハイブリッド乾燥

DDインバーター

洗濯・脱水容量

10kg
乾燥容量

6kg
ヒートポンプ&サポートヒーター
ハイブリッド乾燥

洗濯・脱水容量

11kg
乾燥容量

6kg

-WL

ES-H10B
-WL（左開き）
-WR（右開き）
オープン価格

マイクロ高圧洗浄搭載。衣類にやさしく、繊維の奥の汚れまで落とす。

チャイルドロック付き※7

DDインバーターマイクロ高圧洗浄

光るタッチナビ チャイルドロック付き※7

ヒーターセンサー乾燥
（水冷除湿）

洗濯・脱水容量

10kg
乾燥容量

6kg
DDインバーターマイクロ高圧洗浄

チャイルドロック付き※7

ヒーターセンサー乾燥
（水冷除湿）

洗濯・脱水容量

7kg
乾燥容量

3.5kg
DDインバーター

チャイルドロック付き※7

-WL

ES-S7B
-WL（左開き）
-WR（右開き）
オープン価格

115

ES-TX8B-N 
オープン価格

113 ES-PX9B-N 
オープン価格

112 ES-PX10B-T 
オープン価格

111 ES-PU11B-S オープン価格

洗濯・脱水容量

10kg
乾燥容量

5kg

洗濯・脱水容量

11kg
乾燥容量

6kg

WIDEマウス＆LOWボディ

パワフルシャワー

ECOeyes（光センサー）

穴なしサイクロン洗浄

プラズマクラスター槽クリーン

チャイルドロック付き※7

ダイヤカット
穴なし槽

WIDEマウス＆LOWボディ

パワフルシャワー

ECOeyes（光センサー）

穴なしサイクロン洗浄

プラズマクラスター槽クリーン

チャイルドロック付き※7

ダイヤカット
穴なし槽

ダイヤカット
穴なし槽

光る
タッチナビ

ダイヤカット
穴なし槽

洗濯・脱水容量

8kg
乾燥容量

4.5kg
洗濯・脱水容量

8kg
乾燥容量

4.5kg

洗濯・脱水容量

9kg
乾燥容量

4.5kg

114 ES-PX8B-S/-P 
オープン価格

WIDEマウス＆LOWボディ

パワフルシャワー

ECOeyes（光センサー）

温風プラス洗浄

パワフルシャワー

ECOeyes（光センサー）

穴なしサイクロン洗浄

プラズマクラスター槽クリーン

チャイルドロック付き※7

穴なしサイクロン洗浄

プラズマクラスター槽クリーン

チャイルドロック付き※7

ダイヤカット
穴なし槽

穴なしサイクロン洗浄

プラズマクラスター槽クリーン

チャイルドロック付き※7

しっかり洗浄、より使いやすく進化。
美しいブラウンミラー・ガラストップ。

洗濯に、新しいスタイル。
超音波ウォッシャー+10分洗濯コースで
こんなにキレイに。

ガラストップでサッとカンタンお手入れ。
しつこい汚れも落とす温風プラス洗浄。

アイロンがけがラクになるシワ抑えコース。
ハンガー乾燥で急ぎの時にも安心。

ガラストップでサッとカンタンお手入れ。
しつこい汚れも落とす温風プラス洗浄。

-S

-P

サイクロンふとん掃除機

EC-HX150
-N/-W 
オープン価格

徹底したダニ※研究から生まれた、
ヒートサイクロン搭載。

温風効果でふとん
ふっくら&消臭

温風機能40～60℃
モーター熱リサイクル

-W

軽い
質量2.4kg

（電気コード含む）

低消費電力
消費電力280W
（最大530W）

女性の欲しいをカタチにした、
頑固な汚れをキレイに落とす‼

洗 浄 力
ふんわりあたたかな仕上がり

乾 燥
運転パターンを自動で選択

省 エ ネ1 2 3
省エネの秘密は
7つのセンサー

シャープの「ドラム式洗濯乾燥機」がスゴイイシャープの「ドラム式洗濯乾燥機」がスゴイ つの理つつの理由つの理由!!シャープの「ドラム式洗濯乾燥機」がスゴイ  つの理由!シャープの「ドラム式洗濯乾燥機」がスゴイ  つの理由!3

驚きの洗浄力

軽量コンパクト

94

軽量コンパクト

※ヒョウヒダニ

-N

熱ではがして、サイクロンで吸う。 洗えないふとんや枕を
かんたん消臭乾燥・ダニ対策。
乾燥マット不要のふとん乾燥機。

UW-A1-P/-S/-N 
オープン価格

頑固なエリ・そでの
汚れにピッタリ!
頑固なエリ・そでの
汚れにピッタリ!

-S -P -N

頭皮ケア

ヘアエステ

ビューティモード 速乾タイプ

プラズマクラスター
スカルプエステ

-A

-N-R

UD-AF1-W 
オープン価格

＊3

＊1

＊3

＊2

高濃度プラズマクラスター
適用床面積※1（目安）

約6畳（約10m2）

繊維の奥の汚れまでおとす

ES-P110/-H10B ES-P110
-ZP1

13,800円税
別特別

価格 税込価格 14,904円

24,800円税
別特別

価格 税込価格 26,784円
12,800円税

別特別
価格 税込価格 13,824円

18,800円税
別特別

価格 税込価格 20,304円

19,800円税
別特別

価格 税込価格 21,384円

税
別28,800円

税込価格 31,104円

税
別218,000円

税込価格 235,440円

税
別328,000円

税込価格 354,240円

税
別198,000円

税込価格 213,840円

税
別178,000円

税込価格 192,240円

税
別208,000円

税込価格 224,640円

109,800円税
別特別

価格 税込価格 118,584円
99,800円税

別特別
価格 税込価格 107,784円

55,800円税
別特別

価格 税込価格 60,264円

178,000円税
別特別

価格 税込価格 192,240円

148,000円税
別特別

価格 税込価格 159,840円
128,000円税

別特別
価格 税込価格 138,240円

158,000円税
別特別

価格 税込価格 170,640円

52,800円税
別特別

価格 税込価格 57,024円

180,000円税
別特別

価格 税込価格 194,400円
130,000円税

別特別
価格 税込価格 140,400円

180,000円税
別特別

価格 税込価格 194,400円
120,000円税

別特別
価格 税込価格 129,600円

42,800円税
別特別

価格 税込価格 46,224円

29,800円税
別特別

価格 税込価格 32,184円

税
別22,800円

税込価格 24,624円
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長寿命、すぐ点く、環境に配慮。LEDシーリングライト 待ってた見やすさ、使いやすさ。電子辞書

被害ゼロを目指す“詐欺対策シリーズ”デジタルコードレス電話機

電子ノートペン型スキャナー辞書

迷惑電話フィルタサービス対応モデル

コードレスサイクロン掃除機 サイクロン掃除機

書型スキャナー

収録項目
約26万5千

収録項目
約36万

便利な親機コードレスと
あんしんの詐欺対策強化機能を搭載。

見守り機能をプラスした、
おしゃべりする防犯電話機。

あやしい電話は「迷惑電話フィルタ」で
自動判別&着信拒否※5

＊ビューエリアのサイズ（液晶パネルの大きさ）です。

詐欺対策
強化機能
※6

約３．９型
液晶

＊
親機

約２．２型
液晶

＊
子機

今から録音
（通話録音）

詐欺対策
強化機能
※6約３．９型

液晶

＊
親機

約２．２型
液晶

＊
子機

約３．９型
液晶

＊
親機

約２．２型
液晶

＊
子機

デ   ク   ト

新・快適コードレス

※4

詐欺対策
強化機能
※6

あやしい電話を自動判別! JD-AT81

警察・自治体など提供の迷惑電話番号情報で
振り込め詐欺や悪質な勧誘電話は受け付けません。
警察・自治体など提供の迷惑電話番号情報で

振り込め詐欺や悪質な勧誘電話は受け付けません。

＊ビューエリアのサイズ（液晶パネルの大きさ）です。

＊ビューエリアのサイズ（液晶パネルの大きさ）です。

JD-AT85CL

緊急呼出ボタン（DZ-EC100）
JD-AT82CEに標準セット

JD-AT82CL

JD-AT81CL

●迷惑電話フィルタは有料サービスです。月額最大400円（税別）
●本体の設定だけで利用いただけます。※

※ご利用にはナンバー・ディスプレイ契約が必要です。

サークルタイプ〈さくら色LED照明〉 サークルタイプ

寒 色 暖 色

エコ調光 おやすみリズム
（60分/常夜灯）

シンプルデザインの
サークルタイプ。

寒 色 暖 色 八重桜 ソメイヨシノ

エコあかリズムも搭載した、
ハイグレードタイプ。

エコあかリズム
さくらプラスエコ調光 エコセンサー

虫が
入りにくい

エコあかリズム さくらプラス/エコセンサー/
お昼間節電 AC-601K/501Kのみ

6畳DL-AC204V

14畳DL-AC601K 12畳DL-AC501K 8畳DL-AC304V

8畳DL-AC301K 6畳DL-AC201K

PW-NA1-R/-B 
オープン価格
 

PW-NK1
オープン価格
 

押しやすいキー配列と大きい文字表示。
ゆったり配置のシンプルキーボード。

ナゾルとわかる、知らない日本語。 ナゾルとわかる、知らない英語。

12
コンテンツ

タイプライター
キー配列

押しやすいキー配列と大きい文字表示。
アルファベットキーが苦手な方でも使える。

12
コンテンツ

50音別
キー配列

胸ポケットに収まる
軽量約185gの
コンパクトデザイン

胸ポケットに収まる
軽量約185gの
コンパクトデザイン

コンパクト
タイプ

コンパクト
タイプ

電子辞書

PW-SH4
-W/-B/-G/-R/-K 
オープン価格
 

受験にも必要な、
「使える英語」を身につける。

PW-SJ4-G/-K オープン価格
 

PW-SB4-W/-K オープン価格
 

PW-SA4-W/-B オープン価格
 

-K

-K

-G

-R

170
コンテンツ

60
動画

3000
以上
文学作品

小中学生に必要な、
「英語の土台作り」に役立つ。

語学やビジネスに必要な、
高度な「英語表現」を習得。

100
コンテンツ

65
動画

1006
漢字筆順
動画

3000
以上
文学作品

3000
以上
文学作品

100
コンテンツ

3000
以上
文学作品

100
コンテンツ

趣味や学びに役立つ、
「知的生活」のパートナー。

EC-P8X-P 
オープン価格

EC-FX60T-R 
オープン価格

ノート3000ページ＋スケジュール帳4年分※8

フル充電※9で約30日間の長時間使用※10

10回分の操作※11の取り消し　 復元ができる

WG-S30-T/-B 
オープン価格
 

スラスラ書く。どんどん残す。

-T

-B

129

128

子機1台
タイプ

JD-AT81CL
オープン価格 

136 子機2台
タイプ

JD-AT81CW
オープン価格 

137

142JD-AT82CL
オープン価格 

子機1台
タイプ

141 子機1台 ＋ 緊急呼出ボタン1台

JD-AT82CE
オープン価格 子機2台

タイプ
JD-AT82CW
オープン価格 

143

130

132

131

133

134

135

152

156

BN-NZ1E
オープン価格
 

159
BN-NZ1J
オープン価格
 

158

157

160

153 154 155

121

EC-A1R-P/-Y 
オープン価格

120

EC-A1RX-N 
オープン価格
EC-A1RX-N 
オープン価格

※1 充電時間は周囲温度、使用条件などによって異なります。 ※2 満充電、電池初期状態でバッテリーを2個連続使用した際の当社規定条件下での最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。 ※3 満充電、電池初期状態でバッテリーを使用した際の当社規定条件下での最
長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。 ※a 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で最大（～最小）値を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみの溜まり具合や床材の違い等により異なります。お掃除の際は、床材に
合わせたふさわしいポジションをお選びください。※b 「運転音」の表示は、JIS C 9108による。 ※4 J-DECTロゴは、DECT Forumの商標です。J-DECTのロゴはARIB STD-T101に準拠した1.9GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続
可否を示すものではありません。また、DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）は、ETSI（欧州電気通信標準化機構）が策定した世界で広く利用されているデジタルコードレス電話の通信方式のひとつです。当社製品はARIB（一般社団法人電波産業会）の標準規格「ARIB 
STD-T101」に準拠しています。  ※5 迷惑電話フィルタサービスは、トビラシステムズ（株）が提供するサービス（有料）です。サービス利用料は無料ですが、月額310円（税抜）程度のナビダイヤル通信料が必要になります。1日あたり約1分10円（税抜）の通信を毎日行います（2016年2月現在）。ナンバ
ー・ディスプレイ契約が必要です。 ※6 本機能には、ナンバー･ディスプレイ契約を必要とするものが含まれています。また、個々の機能の有効/無効を設定できます。  ※7 ナンバー・ディスプレイ契約時。親機電話帳登録者のみ。※8 スケジュール帳は、週間2ページ（メモ付き）と月間横罫の2つのスケジュ
ールを使用した場合。使用するスケジュールフォームによって保存できる年数は異なります。スケジュール帳のページは、すべてのスケジュール帳を合わせて最大1,000ページまで作成できます。 ※9 本体の充電にはPCまたは市販のACアダプター（USBタイプ）が必要です。動作確認済みのACアダプタ
ーはサポートページにてご確認いただけます。 ※10 １日2時間使用の場合（ノートの記入：40分、ノートの表示：80分） ※11 ペン、マーカー、消しゴム、スタンプの操作。表示ページを切り替えるまでの操作が対象。  

迷惑電話フィルタがあれば安心!

-R -B

JD-AT85CL
オープン価格 

子機1台
タイプ

子機2台
タイプ

JD-AT85C 
オープン価格 

親機のみ

138

140

JD-AT85CW
オープン価格 

139

親機コードレス

親機コードレス

コンパクトサイズ

JD-AT81

-P

-Y

充電時間　約80分
（バッテリー1個）

※1

最長連続使用時間※3
標準モード ： 約30分
　強モード ： 約 8 分

中学生高校生

-W

-W -W

-G
-K

大学生・ビジネス 生活・教養

-B

-B

便利な留守ボタン付き。スタイリッシュな
コンパクトモデル。

JD-S07CW-R

JD-S07CL-G

JD-S07CL-W

留守ボタン

お名前確認ボタン

音量大ボタン

JD-SF1CL-T

JD-V37CL

-N

-T

子機2台
タイプ

子機1台
タイプ

使いやすい、聞き取りやすい。
「自動聞いてから応答」で、あんしん。

リビングに飾れる
上質なデザイン、
レイアウトも選べる。

JD-V37CW
オープン価格

JD-V37CL
オープン価格

子機2台
タイプ

子機1台
タイプ

JD-S07CW 
-W/-R/-G オープン価格

JD-S07CL 
-W/-R/-G オープン価格

子機1台
タイプ

JD-SF1CL 
-W/-T オープン価格

電話線が気にならない。
親機が縦置きできる
レイアウトフリーモデル。

レイアウト
フリー（本体）

迷惑電話拒否機能
-W

147 149

148子機1台
タイプ

JD-XF1CL
-N/-T オープン価格

146子機2台
タイプ

子機1台
タイプ

JD-G56CW
オープン価格

JD-G56CL
オープン価格

144

145 150 151
お名前
確認
ボタン

自動
聞いて
から応答

音量大
ボタン

あんしん　
LED付き　
お断りボタン

※7

消費電力
850W～約300W

吸引仕事率
200W～約45W

※a
運転音

66～約61dB 　※b

ダストカップ
中心部に放出（ ）

強力パワーとキレイがつづく、軽量サイクロン。 ラクラク操作、
タービンヘッドタイプ。

EC-G8X-N 
オープン価格

消費電力
850W～約300W

吸引仕事率
200W～約40W

※a
運転音

66～約58dB 　※b

2段階遠心分離サイクロン

モーター駆動パワーヘッド

e-ドライブ

｢マジックバランス｣
&｢スタンバイ機能｣

127EC-SX530-P/-N 
オープン価格

126

EC-AP700-N 
オープン価格

125

EC-AP500
-P/-Y オープン価格
EC-AP500
-P/-Y オープン価格

124
EC-AS500
-P/-Y オープン価格

123

EC-AS700
-N オープン価格

122 2段階遠心分離サイクロン
ワイド30cm自走パワーヘッド

消費電力
850W～約300W

吸引仕事率
200W～約40W

※a
運転音

66～約61dB 　※b

ダストカップ
内に放出（ ）ダストカップ

内に放出（ ）

キレイって、
楽しい。
キレイって、
楽しい。

充電時間　約80分
（バッテリー1個）

※1

最長連続使用時間※2

約60分
（標準モード：約30分×バッテリー2個）

約16分
（強モード：約8分×バッテリー2個）

軽量ボディ
1.5kg

バッテリー
2個付属

バッテリー
2個付属

バッテリー
2個付属

バッテリー
2個付属

生産完了につき展示在庫限り

軽量、清潔、簡単ごみ捨て、
コードレスキャニスター
紙パック式掃除機。

軽量、清潔、簡単ごみ捨て、
コードレスキャニスター
紙パック式掃除機。

軽量で、強力パワーが続く
コードレスキャニスターサイクロン掃除機。
軽量で、強力パワーが続く
コードレスキャニスターサイクロン掃除機。

ヘッドが走る。掃除が変わる。
本格コードレス
スティックサイクロン。

標準質量2.9kg、
本体質量1.8kgの
軽量ボディを実現

標準質量2.9kg、
本体質量1.8kgの
軽量ボディを実現

充電時間　約80分
（バッテリー1個）

※1

最長連続使用時間※2
標準モード：約60分
（約30分×バッテリー2個）
強モード：約16分

（約8分×バッテリー2個）
自動モード：約40分
（約20分×バッテリー2個）

充電時間　約80分
（バッテリー1個）

※1

最長連続使用時間※2
自動モード：約60分
（約30分×バッテリー2個）
自動エコモード：約40分
（約20分×バッテリー2個）
強モード：約16分

（約8分×バッテリー2個）

充電時間　約80分
（バッテリー1個）

※1最長連続使用時間※2
弱モード：約60分

（約30分×バッテリー2個）
自動エコモード：約40分
（約20分×バッテリー2個）
強モード：約16分

（約8分×バッテリー2個）

充電時間　約80分
（バッテリー1個）

※1

最長連続使用時間※3
弱モード：約30分
自動エコモード：約20分
強モード：約8分

充電時間　約80分
（バッテリー1個）

※1

最長連続使用時間※3
弱モード：約30分
自動エコモード：約20分
強モード：約8分

EC-AP700-N

EC-AS500-Y

EC-AS700-N

EC-AS500-P

EC-AP500-P
EC-AP500-Y

-P
-N

54,800円税
別特別

価格 税込価格 59,184円

89,800円税
別特別

価格 税込価格 96,984円

79,800円税
別特別

価格 税込価格 86,184円
79,800円税

別特別
価格 税込価格 86,184円

89,800円税
別特別

価格 税込価格 96,984円

79,800円税
別特別

価格 税込価格 86,184円
48,800円税

別特別
価格 税込価格 52,704円

33,800円税
別特別

価格 税込価格 36,504円
24,800円税

別特別
価格 税込価格 26,784円

税
別74,800円

税込価格 80,784円

19,800円 税
別特別

価格 税込価格 21,384円

28,800円 税
別特別

価格 税込価格 31,104円

13,800円 税
別特別

価格 税込価格 14,904円

15,800円 税
別特別

価格 税込価格 17,064円
26,800円 税

別特別
価格 税込価格 28,944円

22,800円 税
別特別

価格 税込価格 24,624円

24,800円 税
別特別

価格 税込価格 26,784円
35,800円 税

別特別
価格 税込価格 38,664円

10,800円 税
別特別

価格 税込価格 11,664円
17,800円 税

別特別
価格 税込価格 19,224円

8,480円
税
別特別

価格 税込価格 9,158円

19,800円 税
別特別

価格 税込価格 21,384円
14,800円 税

別特別
価格 税込価格 15,984円

11,800円 税
別特別

価格 税込価格 12,744円

20,800円 税
別特別

価格 税込価格 22,464円

12,800円 税
別特別

価格 税込価格 13,824円

36,800円 税
別特別

価格 税込価格 39,744円
34,800円 税

別特別
価格 税込価格 37,584円

38,800円 税
別特別

価格 税込価格 41,904円
34,800円 税

別特別
価格 税込価格 37,584円

16,800円 税
別特別

価格 税込価格 18,144円

12,800円 税
別特別

価格 税込価格 13,824円
12,800円 税

別特別
価格 税込価格 13,824円

16,800円 税
別特別

価格 税込価格 18,144円

16,800円 税
別特別

価格 税込価格 18,144円

32,800円税
別特別

価格 税込価格 35,424円
25,800円税

別特別
価格 税込価格 27,864円

19,800円税
別特別

価格 税込価格 21,384円
17,800円税

別特別
価格 税込価格 19,224円

14,800円税
別特別

価格 税込価格 15,984円

12,800円税
別特別

価格 税込価格 13,824円

希望小売価格60,000円（税別）
（税込価格64,800円）

希望小売価格32,000円（税別）
（税込価格34,560円）

希望小売価格45,000円（税別）
（税込価格48,600円）

希望小売価格23,800円（税別）
（税込価格25,704円）

希望小売価格19,800円（税別）
（税込価格21,384円）

希望小売価格27,000円（税別）
（税込価格29,160円）
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