
2021 需要期に向けた新商品・販促のご案内



INDEX

1. 2021新商品について

2. キャンペーン販促について

3. リンナイ新ビジネスプラットフォームについて

本日のご提案

©Rinnai Corporation 2



新リッセのご提案

9/15発売



リンナイのビルトインコンロ ラインナップ
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機能

価格

New!!



ハイグレードタイプのニーズは増加が続く
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販売は１０年間で増加

機能

価格

デリシア+リッセのハイグレードゾーンの構成比は年々伸長いただいております



リッセモデルチェンジ
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高級グレード人気機種が機能を新たにモデルチェンジ



ロゴデザイン

モデルチェンジに合わせてロゴを変更させていただきます
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人気機種をモデルチェンジすることで
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ハイグレード

標準グレード

ハイグレード
販売数アップ



リンナイオリジナル機能は継続
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新ＬＩＳＳＥの特長

デザイン性
向上

利便性
向上

① トッププレートのカラーバリエーション変更
② 点火ツマミのデザイン上質化
③ グリルハンドルのデザイン変更
④ パネルシートデザイン変更

① レシピアプリ対応
② 音声ガイダンス追加（スピーカ搭載）
③ 自動調理時残時間表示
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利便性とデザイン性を向上する７つの特長
ハイグレードゾーン全体のボリュームアップへ



もっとレシピアプリに対応したコンロを
購入しやすくしたいと考え、

新リッセにアプリ対応させていきます

スタンダード

ハイ
グレード
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多くのユーザーに好評いただいている「+Rレシピアプリ」が
新リッセにも対応いたします。

利便性向上 ①レシピアプリ対応



調理容器 メニュー

DELICIA 新Lisse

推奨フライパン
推奨鍋・炊飯鍋

コンロ上調理 〇 〇

ココットプレート
グリル調理 〇 〇

下味冷凍 〇 ×

ザ・ココット
グリル調理 〇 ×

コンロ調理 〇 ×

レシピ数（予定） 約450 約200

DELICIAとLiSSeの違い（レシピアプリ）

接続機種に応じて 自動調理可能なレシピを自動で表示いたします
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利用可能な調理容器と、コンロの制御方法の違いにより自動調理のレシピ数は異なります



利便性向上 ②音声ガイダンス

※デザイン・仕様は変更になることがございます。

調理機能および安全性について音声でサポート

• アプリオート調理サポート

• 温調機能サポート

• エラー報知

• 注意喚起

• カスタマイズ設定サポート

設定温度に
なりました

安全装置が
働きました

グリル扉が
熱くなっています
注意してください

消火しました
蒸らし中です
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利便性向上 ③自動調理の残時間表示

炊飯（ごはん）

ココットプレート（トースト）

■対象モード（メニュー）

※点火初期からの表示はアプリメニューのみ他モードは、モード確定後等
に表示

●操作部表示例
自動調理時残時間表示

• 炊飯（ごはん,おかゆ）

• 焼き網魚オート（姿焼,切身,干物）

• ココットプレート（トースト,焼き魚,あたため）

• アプリメニュー
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デザイン性向上 ①カラバリエーション

●新色

●クラウドシルバー ●スモーキーピンク●ベイクドキャメル ナイトブラック

新色で「柔軟性・やさしさ」を表現

現行品同様、4色展開を予定

ガラストップ

ターゲットイメージから導き出したアースカラーをラインアップ
幅広いイメージのインテリアに合わせやすいカラーを選定
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デザイン性の向上 ②点火つまみ③グリルハンドル

ツマミ・ハンドル

アクセントをつけて

シャープな印象に魅せる

高級感をだしていく

現行品

新製品
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デザイン性 ④パネルシート

パネルシート

視認性と統一感を重視

余白を十分にとる

製品デザインに合わせる

現行品

新製品
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新旧比較表

現行品 新製品

意匠性

外観

ガラストップ カラバリ４色 カラバリ4色

フロントデザイン － 〇

利便性

ココットプレート 〇 〇

スモークオフ 〇 〇

レシピアプリ対応 × 〇

音声機能 × 〇

自動調理時残時間表示 × 〇

清掃性 イージークリーン 〇 〇

安全性 感震機能 〇 〇
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新旧比較 型式一覧
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品名CD 型式 定価 ガラス天板色 最終
受注日

75cm 52-4887 RHS71W23L7RSTW 220,000 フロストアイスシルバー 2月末日

75cm 52-4895 RHS71W23L8RSTW 220,000 ハモンピンク 2月末日

75cm 52-4908 RHS71W23L9RSTW 220,000 グラデーションブラウン 2月末日

75cm 52-4917 RHS71W23L1RSTW 220,000 ナイトブラック 2月末日

60cm 52-4925 RHS31W23L7RSTW 215,000 フロストアイスシルバー 2月末日

60cm 52-4933 RHS31W23L8RSTW 215,000 ハモンピンク 2月末日

60cm 52-4941 RHS31W23L9RSTW 215,000 グラデーションブラウン 2月末日

60cm 52-4959 RHS31W23L1RSTW 215,000 ナイトブラック 2月末日

発売
予定日 品名CD 型式 定価 トップ色 ガラス

メーカー ココプレ

9月15日 52-2443 RHS71W32L24RSTW 227,000 クラウドシルバー ショット 付属

9月15日 52-2451 RHS71W32L22RSTW 227,000 スモーキーピンク ショット 付属

9月15日 52-2469 RHS71W32L23RSTW 227,000 ベイクドキャメル ショット 付属

9月15日 52-2478 RHS71W32L1RSTW 227,000 ナイトブラック ショット 付属

9月15日 52-2486 RHS31W32L24RSTW 222,000 クラウドシルバー ショット 付属

9月15日 52-2494 RHS31W32L22RSTW 222,000 スモーキーピンク ショット 付属

9月15日 52-2508 RHS31W32L23RSTW 222,000 ベイクドキャメル ショット 付属

9月15日 52-2516 RHS31W32L1RSTW 222,000 ナイトブラック ショット 付属
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コロナ禍で変わったこと

参照元：
https://www.asahi.com/relife/article/14053231

■コロナで変わった自宅での食事の悩み

自宅で料理をする回数が増えている

時短でおいしく作りたい
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コロナ禍で変わったこと

参照元：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000007396.html

■コロナ感染拡大後に増えた/減った食事形態

内食・中食ともに需要が増えている 自粛により外出が減っている

女性は男性より「手作り料理」 が10Pt以上も増えている
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女性の家事の負担は増加をしている



+R RECIPE

+R RECIPE（プラスアールレシピ）は、

オート調理レシピ対応のリンナイ公式アプリです。

本格的な調理から日常的な定番メニュー、副菜まで豊富に取り揃え、

オート調理におまかせすることで、手間を省くだけでなく同時調理を可能にします。

コンロの活用方法、家事のサポートなど、便利で楽しい機能も満載。
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昨年9月のサービス開始後から好評いただいております



レシピアプリについて

■アプリダウンロード実績

5/10デリシアプリサービス終了し
+R RECIPEにサービス統合

13万件 ダウンロード率60%

©Rinnai Corporation 38

■専用調理器具に対応したオート調理レシピ数

約450レシピ

※16年8月～21年5月末

※ デリシアの場合

■オート調理累計回数 53万回

■新着レシピは週2回配信

※ 2021年3月末時点



+Ｒ ＲＥＣＩＰＥ レビュー

ザ・ココット

いろいろな種類のさつまいもで何度も試しています。

どの種類のさつまいもでも驚くほど甘くなり、ホクホク

もあれば、ねっとりなめらかなものもあり、究極のス

イートポテトという感じです！

とろーりくちどけ焼き芋 ★4.8

ザ・ココット

自動調理で、短時間でふわふわに焼けました！！焼

き立てをそのまま食べても、何を挟んでもおいしいパ

ンだと思います。グリルの実力、すごいですね。

究極
ココットプレート

フライパンで焼いていた時は、ほかのことをしている
間に焼きすぎて焦がすこともありましたが、火加減も
自動で、ひっくり返す手間もないので、本当に楽にな
りました。

無水ロールキャベツ ★4.6

基本のハンバーグ ★4.8

揚げないサーモンフライ ★4.7

基本の手ごねパン ★4.8

たけのこの土佐煮 ★4.5

ザ・ココット（無水調理）

無水なので素材の味がしっかり出ます。オート調理で

ここまでできるとは驚きました。

ココットプレート

油で揚げたようにサクサクの仕上がりでした。揚げ物
のハードルが下がり、食卓に上る回数が増えそうで
す。

推奨鍋

シャキシャキ感もあり味もよくしみておいしくできまし

た。煮物は苦手なので、自動調理で作れるのはいい

ですね。

手間なし グリルの実力

素材を味わう リピート決定 苦手克服
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平均4.52
※2021年3末現在 リンナイ調べ数多くのユーザーから評価の声をいただいております！



+Ｒ ＲＥＣＩＰＥ レビュー

ザ・ココット（コンロ併用調理）

時間はかかりますが、ほったらかしなので、その間に

サラダなどほかのものを作ることが出来るので、とて

も効率がいいです。

豚のポットロースト ★4.7

ザ・ココット（蒸し調理）

難しい火加減を自動でやってくれるので、すが入るこ

となく、滑らかにおいしくできました！家族にも大好評

です。

おもてなし
ココットプレート（下味冷凍）

保存がきいて、忙しい朝に自動調理できるメイン魚料
理。お弁当にも最適なこのレシピは何度も我が家の
食卓に登場します。

ハーブサラダチキン ★4.5

鮭のしょうがみそ漬け【下味冷凍】 ★4.8

ミートボール トマトチーズソース ★4.6

かにあんかけ茶碗蒸し ★4.2

さつまいもごはん ★4.7

ザ・ココット（80℃低温調理）

サラダ、サンドイッチ、ラーメンの具といろいろ使えて
便利です。一晩漬けこみ、しっとりとした出来上がり。
常備菜にしようと思います。

推奨フライパン

チーズがトロトロでおいしい！いつものミートボール

がグレードアップでき、子どもたちにも好評でした。ま

た作ります！

専用炊飯鍋

さつまいもが甘くて秋らしいメニュー。ガス炊きのごは

んは少しおこげも出来ておいしさが違います。

お弁当に 蒸し器いらず

常備菜に グレードアップ 甘みごはん
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平均4.52
※2021年3末現在 リンナイ調べ数多くのユーザーから評価の声をいただいております！



+Ｒ ＲＥＣＩＰＥ

オート調理レシピ以外のコンテンツも充実させより便利に

一緒に食べたいレシピや
類似のレシピもご提案

いつもの火加減
できあがり時間や献立
リクエストもLINEで共有

おすすめレシピ マイ炊飯・マイボイル LINE連携
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コロナ禍での「DELICIA」と「+Rレシピアプリ」提案

驚きと感動体験を「DELICIA」と「+Rレシピアプリ」が提供する

家事の負担軽減【自動調理】でお客様満足度UP！
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家中食でもおいしい料理が食べたい

プロのレシピが簡単にオート調理

いつもの料理をもっとおいしく

無水調理など新たな調理に挑戦



デリシアがリフォーム大賞2021を受賞
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５年
連続受賞
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■総合ランキング
１位︓DELICIA ２位︓リッセ ３位︓マイトーン

■デザイン性
１位︓DELICIA ２位︓リッセ ３位︓マイトーン

■機能性
１位︓DELICIA ２位︓リッセ ３位︓マイトーン

■コストパフォーマンス
１位︓DELICIA ２位︓リッセ ３位︓マイトーン

■施工性
１位︓DELICIA ２位︓マイトーン ３位︓リッセ

リフォーム⼤賞とは・・・︖
リフォーム営業マン・プランナーに「最も売りたい、提案したいと思う商品」について
アンケートを実施し、キッチン・バス・トイレ・洗面化粧台・コンロのランキングを
発表しているものです。

デリシアがリフォーム大賞2021を受賞 5年
連続受賞



毎日の暮らしを助けるご提案を

コンロや調理器具が
料理体験をサポート

煩わしいお手入れの
手間を大きく軽減

素材の本来の味・旨みを
引き出す料理

簡単

誰でも簡単にオート調理

手間なく

お手入れもラクに

おいしい

健康的でおいしい食卓を

毎日行うことだから、簡単に手間なく。だけど「おいしい」体験を提供します。
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新XGRシリーズ
のご提案

8/2発売



ラインアップ
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プレミアム 10年間ファンのお掃除不要

OGRシリーズ オイルスマッシャー搭載

ハイグレード 省エネ運転で消費電力を削減

XGRシリーズ しかもお手入れがラク

ライト お手入れがラク

LGRシリーズ/TLRシリーズ 使いやすいスリム型

ユニバーサル 手が届きやすい低位置設計

EWRシリーズ だからお手入れがラク

NEW

OGR-REC-AP

¥223,300（税込）～

XGR-REC-AP

¥178,200（税込）～

LGR-REC-AP

¥137,500（税込）～

EWR-3R-AP

¥137,500（税込）～



製品概要

2020年発売の新OGRシリーズでご好評いただいている
「風量おまかせ運転」を今年はXGRシリーズへ搭載いたします

オイルガード スイッチ

機能追加

抗ｳｲﾙｽ/抗菌効果の塗料に変更

※画像はOGRシリーズのイメージです。

風量おまかせ運転

オイルガード

抗菌効果の素材に変更スイッチプレート

機能追加照明調光
仕様変更点
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風量おまかせ運転

製品下面の温度センサーで調理状況をとらえ、風量を自動でコン
トロール。※1 油煙が多く発生しやすい高温調理では「強」運転で
しっかり油煙をキャッチ！低温調理では「弱」運転へ落として、必要
以上に風量を上げないので消費電力も削減します。

※1 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」、「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。※2 測定方法：富士工業調べによる「4名家族世帯の1
週間の標準メニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。※3 レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・ダクト配管25ｍ相当時での試算であり、「強」運転と「風量おまかせ運転」での比較。また、コンロ点火から消化して3分
タイマー終了後までの消費電力を測定しています。※4 数値は富士工業規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。

※画像はOGRシリーズのイメージです。

省エネ効果の
イメージ
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※「デリシア」や「リッセ」のようなレンジフード連動付コンロとの組み合わせの
場合は、コンロの火力信号を優先いたします



■ 風量おまかせ運転についてのユーザー様のお声

風量おまかせ運転

とは・・・日本最大の部屋のインテリア実例共有サイトです。
昨年度、当社にてRoomClip様を通じ新OGRのモニター
募集を行いました。

RoomClip（ルームクリップ）によるモニターCP

大好きなゴーヤチャンプルを作りました。あと

混ぜご飯。

レンジフードがAUTOセンサーなので調

理始めると強になり火を止めて、一旦取り

出していたお豆腐をフライパンに入れていた

一瞬、 中になる〜w また火を入れるとすぐ強

になる〜。やだぁーもうー素晴らしい。キッチ

ンに立つのが楽しくなっちゃいます！

(50代・⼥性) (年齢非公開・⼥性)

使って一週間が経ちました。 センサーが感知

してくれるので、自分で強弱を調節しなく

ていいのがとっても楽チンです。
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XGR4
インジケータ―
部分をグレー色

強く変更

スイッチ

風量おまかせ運転「AUTO」「グリル」追加
風量ボタンサイズ変更

照明配列変更

現行

風量ボタン、
スイッチ配列

を変更

スイッチイメージ
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抗ウイルス/抗菌仕様

抗ウイルス

抗菌

※1

※2

※1 試験機関名：一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター、試験方法： ISO21702
汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべてのウイルスに対する効果ではありません。

※2 試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法： JIS Z 2801
汚れの付着していない状態での試験であり、油汚れ等が付着した場合には効果を発揮しない場合があります。また、すべての細菌に対する効果ではありません。

※3 試験機関名：一般財団法人 日本食品分析センター 、試験方法： JIS Z 2801 すべての細菌に対する効果ではありません。

オイルガードには「抗ウイルス」「抗菌」効果をもつ塗料へ変更
スイッチには「抗菌」効果のある素材を採用しました

オイルガード（油受け） スイッチ

抗菌
※2
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照明調光機能

※仕様が変わることがあります。

すべての製品で採用されているLED照明
使用環境によってはユーザーが
まぶしいと感じる場合もございます。

本製品では、調光機能を搭載し
標準で使用しているLED照明の明るさから
ユーザーが照度をさげて使用することが
できます。
5段階の照度設定が可能です。

照明調光機能で
快適な調理環境をご提供します。
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XGR-REC-AP604/754/904 SV/W

製品概要

品名 価格
XGR-REC-AP604 SV

(シルバーメタリック)
¥187,000（税抜価格 ¥170,000）

XGR-REC-AP754 SV

(シルバーメタリック)
¥198,000（税抜価格 ¥180,000）

XGR-REC-AP904 SV

(シルバーメタリック)
¥209,000（税抜価格 ¥190,000）

XGR-REC-AP604 W

(ホワイト)
¥178,200（税抜価格 ¥162,000）

XGR-REC-AP754 W

(ホワイト)
¥189,200（税抜価格 ¥172,000）

XGR-REC-AP904 W

(ホワイト)
¥200,200（税抜価格 ¥182,000）

※開発段階のためイメージが変わることがあります。

2021年8月2日発売予定
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同時給排ユニット

品名 価格
XLGRVS-66070 SV

(シルバーメタリック)
¥45,980（税抜価格 ¥41,800）

XLGRVS-76070 SV

(シルバーメタリック)
¥50,600（税抜価格 ¥46,000）

XLGRVS-96070 SV

(シルバーメタリック)
¥55,220（税抜価格 ¥50,200）

XLGRVS-66070 W/BK

(ホワイト/ブラック)
¥42,350（税抜価格 ¥38,500）

XLGRVS-76070 W/BK

(ホワイト/ブラック)
¥46,860（税抜価格 ¥42,600）

XLGRVS-96070 W/BK

(ホワイト/ブラック)
¥51,370（税抜価格 ¥46,700）

今まで

昨年発売した新OGRシリーズに続き、

今年はXGR/LGRシリーズも同時給排ユニットをスライド幕板化

今年からはXGR/LGRでも展開

スライド前幕板
※付属品

前幕板
※付属品
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2021キャンペーン販促につきまして



デリシアキャンペーン
2021



デリシアキャンペーン2021

対象者 ：期間中の対象商品購入者全員となります

対象商品 ：DELICIA、DELICIA GLILLER

（100Vタイプ、3Vタイプいずれも対象）

期間 ：2021年9月1日～2021年12月31日（応募受付は10/4～）

＊景品発送日は最短で10月19日～

（Oisix側の注⽂〜発送までのLTを考えると10⽉中旬以降になる）
応募方法 ：インターネット応募のみ（R.STYLE会員登録が必要です）

・キャンペーン特設サイトから（総合商品情報サイト内）

プレゼント ： ①デリシアオリジナルミールキット

②レシピブック
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本年もDELICIAの販売支援策として デリシアキャンペーンを実施させていただきます



特典① オリジナルミールキット（冷凍）

オリジナルミールキット

・季節も感じられる、特別感のあるメニュー

・+R RECIPEを使ったオート調理（解凍調理）
※冷凍にする事で保存のバラつきや安全性を考慮も考慮。

・豚かたまり肉は見た目のインパクトを演出。

・野菜もオート調理で一貫して調理する事で手間を省く。
⇒ オート調理のお任せ感という狙い。
※副菜は非オート調理。

・ソースは2種同梱+1種提案
同梱：アップルジンジャーソース（仮称）

グリーンハーブソース（仮称）
提案：和風ソース（仮称）

和風
ソース

主菜：豚肉のグリル（仮称）

副菜：3種のきのことカリフラワーのクリームスープ（仮称）

アップルジンジャーソース（仮称）
グリーンハーブソース（仮称）

和風ソース（仮称）

巣ごもり需要で「ミールキット」がトレンドに
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特典② レシピブック

レシピブック

レシピブックは、

「アプリ調理」「オート調理」の

訴求販促用。

特に上記２点の継続率向上に

繋がる有効な特典として、

顧客満足度UPに繋げる。
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＋R RECIPEアプリ
キャンペーン



キャッシュバックキャンペーン概要
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応募対象者 ： ＋R RECIPE対応機種ユーザー

（新リッセ、16年以降モデルのデリシアをお使いの方）

応募条件 ： アプリオート調理を期間中１回以上していただいた方

R STYLE会員登録が必要です

応募期間 ： 2021年10月4日～2022年1月31日

エントリー方法 ： キャンペーン特設サイトより

プレゼント ： 毎月抽選で100名に5,000円のキャッシュバック

63

後日詳細をご案内させていただきます。販売促進チラシ等ご準備致します

「＋R RECIPE」の更なる利用促進策として新しくキャンペーンを実施させていただきます



レンジフ－ド
Ｒe.フレッシュ
キャンぺ－ン



レンジフ－ドＲeフレッシュキャンペーン概要
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マイクロバブルバス
特典について



マイクロバブル お勧め販促品
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選べる3種
■deep breath ディープブレス
自然と深呼吸したくなる、ゆったりとした深い森林の香り。
原料：パイン、ファーニードル、ヒノキ、ユーカリ、プチグレンetc.

■cool down クールダウン
忙しい1日の終わりに、気持ちを落ち着かせる香り
原料：ラベンダー、スパイクラベンダー、マジョラム、シダーウッド、スペアミントetc

■sweet dream スイートドリーム
幸せで安らかな夢を連想させる、甘くやわらかな花の香り
原料：カモミール、エレミ、ベルガモット、ゼラニウム、イランイランetc.

《湯の花エキス配合》
大分県別府温泉精製の湯の花エキス配合で潤いたっぷり。地球の恵み、天然ミネラルを
たっぷり含んでいます。お湯の色は無色透明、人口の香料や着色料は一切使用しておりません。

＠aromaのバスソルト

このバスソルトはマイクロバブルの白濁を楽しみつつ利用できる推奨バスアメニティです。
販促品として是非ご活用ください。手配は担当営業にお問い合わせを！

マイクロバブル入浴の質をさらに高めます



乾太くん 全バリエーション 8機種ラインアップ
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家庭用/8kgタイプ
￥158,000-

家庭用/5kgDXタイプ
￥158,000-

業務用/8kgタイプ
￥194,000-

業務用/コインタイマー内蔵9kgタイプ
￥298,000-

家庭用 業務用

スタンダード デラックス スタンダード コインタイマー内蔵

容量：8kg/5kg/3kg 容量：5kg 容量：8kg/5kg 容量：9kg/6kg



乾太くん 8kgタイプニーズの高まり
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2,050 

1,116 

119 

8kg以上 5-7kg 5kg未満

洗濯機容量調査

※2020年リンナイ乾太くんモニターキャンペーン実施時のアンケート調査結果（N=3285）

・当社モニターCP応募者の約62％が
8kg以上の洗濯機を使用。

⇒応募も7割の方が8kgタイプ希望

・リンナイの販売構成比の
30％以上が8kgタイプで増加傾向。

（20年度実績、19年度比約200％）

洗濯機の大型化に伴い、８kgタイプのニーズが高まっています

※家庭用乾太くんの販売構成比



乾太くん 業務用分野でも活躍
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■老人ホームの事例 ■美容室の事例

念願の自分のお店をオープンする際、タオルを洗濯した後に外干しをしするこ
とも考えていたそう。ただバックヤードで干すことになるとはいえ、外に洗濯物
が並ぶ光景がない方が良いとの結論に。美容院は髪を切るためだけの場で
はなく、自分が美しく生まれ変わる場でもあります。また、お客様に気持ちよく
過ごしてもらう場を作るためにはお店の雰囲気も大切にしたい。周囲の景観ま
で配慮してお店を作りたかったのだそうです。

施設のスタッフが入居者の洗濯物一人分を個別に洗濯。そのため「現場で
はとにかく作業効率を高めないといけません。ですから手間がかかり、さら
に天候に左右される外干しはまず考えられない。またパワフルで乾くまでが
早いガス式乾燥機の導入も必須でした」。
実際に導入してみると効率だけではなく、衛生面から見た乾太くんの効果
は顕著だったといいます。「まず洗濯・乾燥したものの匂いが明らかになくな
りました」とのこと。服はもちろん、シーツやブランケット、車椅子用のクッショ
ンなどといったさまざまな洗い物が多いのが介護施設。排泄物などの汚れ
がつくこともあり、そのときに「高温の温風で菌まで殺菌までできる、という
衛生面での安心感は強い」そう。

＜オーナーの声＞

＜オーナーの声＞



マイクロバブルバスユニットの魅力
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リンナイのマイクロバブルの魅力は圧倒的な泡量による白濁度です

想像以上の白濁に驚き！ 真っ白で幻想的なお湯に感動！ 濁り湯でリラックスできる



マイクロバブル お客様の評価

非常に気持ちよく家族も喜んでいる。

自身より妻、子どもが喜んでいた。特に風呂上がりの

さっぱり・つるつる感が良い。ただお風呂の時間が長

くなり、自分がお風呂に入れる時間が遅くなってし

まった。

浴槽のお湯が本当に真っ白になった。想像以上。

男性 40代

自分はあまり湯舟に浸かる方ではなかったが、

少しは浸かるようになった。妻はとても喜んでおり、

きれいになりたいからと顔まで湯船に浸かっている。

使ったらとても良いのがわかるけど、この良さを伝え

るのが難しい。うまく言葉にして伝えるのが難しい。

想像以上

私は元々もち肌なので、肌への効果は分かりません

でしたが、寒くなり始めた夜に入浴した割には、いつ

までも身体がホカホカして温浴効果を実感しました。

娘は肌に少し疾患があるので、いつもよりしっとり、ス

ベスベしていると喜んでいました。

女性 30代

男性 50代

女性 40代

男性 60代

女性 50代

マイクロバブル入浴後は身体が芯から温まっていると

思います。お湯は柔らかく、肌に優しい感じがしてい

ます。入浴の時間が楽しみで毎日のご褒美になって

います。

入っているときからしっとり感があると思いました。入

浴後のお湯をみて汚れが取れた感がありました。皮

脂汚れが落ちていると思います。目で見えるバブル

にリラックス感があり、子供たちにとっても特別感とワ

クワクする感じがあります。

循環金具の兼ね合いで入浴剤を使っていなかったけ

れど、温泉に来たみたいで、もうお風呂から出られな

い。

ホカホカ
言葉に

できない

一日のご褒美 温泉気分特別感
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驚きの白さ！数多くのユーザーから評価の声をいただいております！



リンナイの新ビジネスプラットフォーム



従来のサプリネットから Rinnai BiZ へ
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Rinnai BiZ で出来ること
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Rinnai Biz おすすめコンテンツ
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Rinnai Biz おすすめコンテンツ
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Rinnai Biz おすすめコンテンツ
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Rinnai Biz おすすめコンテンツ
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Rinnai Biz おすすめコンテンツ

©Rinnai Corporation 80



Rinnai Biz おすすめコンテンツ
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Rinnai Biz おすすめコンテンツ
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Rinnai Biz おすすめコンテンツ
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Rinnai Biz おすすめコンテンツ
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ご清聴ありがとうございました。


