
超スピード乾燥

FUJITSU最上位機種

ZEH
対応機

ゼッチ

プレミアムパッケージ プレミアムパッケージ

省エネ給湯器

ミストサウナ

ガス温水床暖房

トリプルワイドガスコンロ

給湯と暖房に潜熱回収型の熱交換器を
用い、従来は捨てていた燃焼ガスの熱ま
でお湯づくりに再利用。省エネルギーだ
から、光熱費がグンとおトク！

おうちで本格的なミストサウナ。快適・
便利機能もフル装備。バスタイムをより
快適にするミストカワックの多彩な機能
がご家庭のバスタイムを快適空間にし
ます。

スイッチをオンにすると、ガスならではの
パワーで一気に立ち上げ、お部屋をすば
やく快適温度に。高放熱タイプの温水
マットなので、従来品に比べ立ち上がりも
スピーディです。

3つの鍋が横並びでゆったりと使えます。
さらに、専用付属品「ほっとくっキングリル
パン」を使った「グリルパンモード」なら20
種類の料理コースが選べる！

ガス温水浴室暖房乾燥機 

エコジョーズ

ヌック

パナソニック システムキッチン

省エネ給湯器

浴室暖房乾燥

ヒートポンプ式温水床暖房

トリプルワイドIHコンロ

エコキュートは空気中の熱を有効活用して
お湯を沸かすので、通常の約1/3の電力でお
湯が沸かせる！学習能力付きなので、お湯
切れの心配がいりません。タンク内の水は緊
急時、生活用水としても活用できます。

雨の日や花粉の多い日の洗濯、干す場所
にお困りではありませんか？浴室暖房乾
燥機を使用すれば、部屋干しのごちゃご
ちゃとあのイヤなニオイともおさらばで
きます！

足元からお部屋全体をムラなく暖めるの
で、身体が芯から温まる！高効率でパワフ
ルな床暖房。ヒートポンプ式だから、ラン
ニングコストがお得！

３つのIHをフル活用できる！同時に3つ
の料理ができるので、ムダな時間も動き
もなく、時短にもなります。IHだからお
掃除もラクラクですね。

浴室暖房乾燥機

エコキュート

エコ暖フロア

パナソニック システムキッチン

本社メインショールーム
泉北ホーム

今なら無料で 資金・間取り・土地探し相談会 実施中‼
●高槻ショールーム  ●外環東大阪ショールーム  ●高石ショールーム  ●伊丹市役所前ショールーム(9/5 OPEN)

●なかもずモデルハウス  ●花博モデルハウス壱号館・弐号館・参号館  ●なんばモデルハウス壱号館・弐号館

●深井南モデルハウス  ●美原モデルハウス  ●和泉モデルハウス  ●泉佐野モデルハウス

2020年8月1日～9月30日の期間中に「フル装備の家」
プレミアムパッケージで建設工事請負契約をされたお客様
※1契約につきどちらかのキャンペーンをご選択
※手摺ポリカ化モニターキャンペーンとの併用可
★その他、ご不明点がございましたら、担当スタッフまでご連絡くださいませ。

ガス併用プランの標準装備 オール電化プランの標準装備

フル装備の家プレミアムパッケージなら、

キャンペーン
適用条件

ガス衣類

乾燥機
ガス併用プランの場合

超高速

オール電化プランの場合

エアコン
超ハイスペック

nocriaシリーズの
高性能ハイエンド機種
AIで温度ムラなしの快適空間に！

洗濯物が溜まっていっても笑顔はキープ。

スピード乾燥
たったの52分でラク家事！

も                  もこれが標準！

or

8月・9月に
プレミアムパッケージ
ご契約の方限定!

「お家時間」が長い今だから

時短か、省エネか

究極の選択



設定温度

運転モード

風量

冷房

室温
しつど
外気温

28℃
60
33℃

電気代

昨日　 80 円
今日　 30 円

送信

リビング戻る

%

自動
℃28.0

メニューエアコン一覧 /更新

５kgの洗濯物を
一度に乾かせます

省エネ時短

みんな家にいるせいで家事が増えている！

洗濯乾燥機では時間がかかりすぎる！

花粉、梅雨の時期の洗濯、生乾き臭で困っている

外干し時のチリや排気ガスで逆に汚れる！

こんな方に
オススメ！

こんな方に
オススメ！

在宅ワークなど家にいる時間が長い

お掃除の手間を省きたい

エアコンはずっと付けっ放し

一年中、快適室温を保ちたい！

一回26円だから

気軽に家事ラクできる！経済的天日干しレベルの除菌効果！除菌
洗濯と乾燥の作業が同時にできて

家事効率が大幅アップ！速い
AIで部屋中温度ムラなし！

均等な温度で快適。快適
自動でフィルター清掃するから

お手入れ簡単！
自動
洗浄

スマホとつながる機能で、

外出先でも簡単操作！
つな
がる

洗濯機と「乾太くん」なら洗濯機が2回目の
洗濯をしている間に1回目の乾燥を「乾太く
ん」でできるので効率的。しかも、短時間で
乾くから家事時間を大幅短縮できます。

「乾太くん」の除菌効果は天日干しの場合と
同レベル。ガスならではの強い温風で、しっ
かり除菌できるので、赤ちゃんの衣類も安
心して乾かせます。

ガスのパワーで素早く乾かす「乾太くん」は、
運転時間が短い分、低コスト。5kgの衣類を
乾かすのにかかるコストはたったの約26円。
毎日使っても1ヶ月約780円。だから、お財布
にも優しい。

AIが温度ムラができる場所を学習。事前に予測し、
ムラを抑えて快適。さらに、使う人の行動パターン
を学習して、最適な運転を予測。リモコン操作不要
で、ラクラク。また、気象データをもとに、AI が入タ
イマー運転を提案。設定時刻に快適になるよう、無
駄なく運転します。

フィルターのゾーンごとにメインブラシ
をセルフクリーンブラシできれいにしな
がら、フィルターのホコリを自動除去。さ
らに、カビ菌・細菌まで除去します。

専用アプリ「どこでも
エアコン」をダウン
ロードすれば、スマー
トフォンでエアコンの
運転状況を確認・操作
できます。■「洗濯機と乾太くん」と「全自動乾燥機」の

　乾燥時間の比較
■除菌効果比較

■一回あたりのコスト比較

■たとえばこんなこと...

すばやく、しっかり乾かす！ガスならではのパワー。

スピード乾燥で家事の時短化！時短

※「乾太くん」の乾燥時間は約3分間のドラム内冷却送風運転を含む時間です。※電気ヒートポンプ式全自動洗濯乾燥機の乾燥時間は約3分間のドラム
内冷却送風運転を含む時間です。※乾太くんは160-R505型で、電気ヒートポンプ式全自動洗濯乾燥機はドラム式電気洗濯乾燥機で5kgの衣類を乾燥
した場合です。※全自動洗濯機で15分間水に浸し、約5分間（脱水率70%）脱水した衣類を乾燥した場合の乾燥時間です。（リンナイ株式会社実測値）

※運転時間・使用環境等でお手入れ時間が異なる場合があ
ります。※動作環境によって効果が低下する場合があります。

ガスの温風で乾かす「乾太くん」は、とにかくパワフル。最大4.65kWのパワーを上手に
コントロールし、5kgの洗濯物をわずか約52分で乾燥します。

■乾燥時間比較

電気ヒートポンプ式
全自動洗濯乾燥機

電気ヒートポンプ式
全自動洗濯乾燥機

約2時間42分

約52分

約26円

約45円

たったの

52分!

床暖料金の場合 運転状況の共有 外出先から
オン/オフ

運転内容の変更

約0.01円/回電気代 消費電力量
0.39Wh

約７分運転時間

約5年に1度でOKお手入れ

タイマー設定

普及価格帯のエアコンとの比較で約1.6倍の省エネ効率。AI機能搭載でスマートに活
躍してくれる超ハイスペックエアコンです。省エネ性が高いから、同じ使用時間でも電
気料金が抑えられてお財布にも優しい。

省エネを追求した、nocriaシリーズの最上級機種。

最上級“超ハイスペック”エアコン！省エネ

■省エネ効率比較

電気ストーブ
普及価格帯のエアコン

1.0
4.4

APF (通年エネルギー消費効率)

省エネ効率の目安 APFとは？(通年エネルギー消費効率)

6.9

普及価格帯の
エアコンと比べても
約1.6倍の省エネ効率

消費電力の何倍の働きをしてくれるかの目安です。この数字が大きいほど、省エネ効率がいいということになります。
車に例えると「燃費」にあたる数値です。

8月・9月に
プレミアムパッケージ
ご契約の方限定!

ガス衣類

乾燥機
ガス併用プランをお選びのあなたは

超高速 超ハイスペック

エアコン
オール電化プランをお選びのあなたは

最上級

FUJITSU最上位機種超高速乾燥52分

湿気･雑菌･花粉の心配ゼロ！

■リビング用エアコン

■Bluetoothリモコン

洗濯機

2回の洗濯乾燥も
約2時間半で終了！

洗濯1回目

乾燥1回目 乾燥2回目

洗濯2回目

洗濯1回目 乾燥1回目 洗濯2回目 乾燥2回目

約２時間半

全自動
洗濯
乾燥機 約7時間半

水洗い

部屋干し

室外陰干し

天日干し 0

0

600,000

17,000

3,600

お家時間を有効的に使って欲しいから市場価格20万円超(本体＋備品＋取付費＋税)の商品を今なら「無料」でプレゼント

リモコン操作

建物環境
(鉄筋･木造)

間取り外気温

気象情報

温度ムラ日射

時刻湿度室温

エッジAI
学習・分析

クラウドAI
データ蓄積・学習済モデル作成

「オーダーメイド快適」を実現

究極の選択


