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5kgの洗濯物を約52分で乾燥
電気ヒートポンプ式の3分の1

リース
料金

本体
価格

標準
取付費

無料
修理= ＋ ＋

※1 ※2

■その他
◎リース料金は東邦総合サービス（株）が定める価格
です。◎賃貸住宅にお住まいの方はリース契約できま
せんが、オーナー様にご契約していただける場合はリー
ス契約できることがあります。オーナー様にご相談の上、
詳しくは担当者へお問い合わせください。◎東邦総合
サービス（株）による事前審査があります。審査によりご
契約をお受けできない場合がございます。◎76歳以上
のお客さまの場合は、75歳以下の連帯保証人が必要
です。◎お客さまの設置条件によっては、ご利用いただ
けない場合がございます。◎同一機器において、「らくら
くリース（再リースを含む）」と「らくらくメンテ」を重複して
契約することはできません。◎標準取付費やご利用条
件等、詳しくは担当者へお問い合わせいただくか、らくら
くリースカタログをご覧ください。

※1○標準取付費とは、同一の場所・位置における
同種の機器の取替え（取外しおよび取付け）
にかかる費用です。

※2○お客さまに起因する故障、地震・風水害・火
災等による故障の修理はお客さま負担です。

　　○電池および電球等の消耗品の交換、機器汚
損等の機器の故障でない場合は対象外で
す。

　　○再リース期間中の修理は有料となります。
※3○契約期間満了日および取替更新申込日にお

いて、リース商品設置場所で東邦ガスまたは
東邦ガスがガス小売事業者となるガス取次
事業者※4と都市ガス使用契約を締結してい
るお客さまが対象です。

※4○2023年2月時点

■ご利用いただける方（次の条件をすべて満たすお
客さまにご利用いただけます。）

●東邦ガスと都市ガス使用契約を締結しているお
客さま、または東邦ガスがガス小売事業者となる
ガス取次事業者※4と都市ガス使用契約を締結し
ているお客さま（リース申込日にリース商品を設置
する場所で東邦ガスまたは東邦ガスがガス小売
事業者となるガス取次事業者※4と都市ガス使用
契約を締結していることが必要です。）

●現在お住まいの住宅に設置されるお客さま
●既築持ち家（一戸建住宅・集合住宅）のお客さま
●家庭用として対象機器を使用されるお客さま
●本カタログに掲載しております月額リース料金は、
消費税及び地方消費税の税率10％を加算した
税込価格です。

●標準取付費※1もリース料金に含んだ月々のお支払いで負担がらくらく！
●故障しても修理費不要！※2

●「取替更新」※3で最新モデルに！

月々のお支払いで負担がらくらく！

東邦ガスまたは東邦ガスがガス小売事業者となるガス取次事業者※4と都市ガス使用契約されているお客さまへ

モラクセラ菌とは

ガスならではのパワーで、5kgの洗濯物がなんと約52分で芯まで
カラリ。電気ヒートポンプ式と比べると、約3分の1の時間で済んで
しまいます。スピード仕上げだから、乾燥と洗濯の時間はほとんど
同じ。洗濯機を2回以上利用される時でも、連続で洗濯から乾燥ま
でができて、とても便利です。

スピーディーに乾く「乾太くん」なら、気になるランニングコストも、
5kgの洗濯物が約53円で乾きます。「1回約53円で干したり入れた
りの手間から解消されるなんて、うれしい」「これなら毎日使いた
い」と喜ばれています。

○このデータはリンナイの実測値データに基づき東邦ガスで試算。実際の光
熱費は、住宅の構造や断熱性能、各家庭でお使いの機器、使用状況などの
条件によって異なります。導入時に必要となる初期費用やガス機器購入
費や設置工事費などを含んでおりません。

＜算出条件＞実用衣類5kg（綿50％、化繊50％）、脱水率70％、RDT-54S-SV
（ガス消費量4.65kWタイプ）で算出。
○ガス料金：東邦ガス一般ガス供給約款B（2022年9月時点）
○電気料金：中部電力ミライズ（株）従量電灯B適用（2022年9月時点)
○ガス料金、電気料金はそれぞれ東邦ガス、中部電力ミライズ（株）の原料（燃料）
調整費および消費税等相当額を含む料金にて算出。基本料金は加算せず。

【出典】リンナイ
＜試験条件＞5kgの実用衣類の中に、菌付着布1枚を入れ、標準コースで乾
燥。乾燥後、菌付着布を取り出して、菌の生育数を測定。

【出典】リンナイ
＜算出条件＞実用衣類5kg（綿50％、化繊50％）、脱水率70％、RDT-54S-SV
（ガス消費量4.65kWタイプ）で算出。電気ヒートポンプ式はドラム式洗濯乾
燥機（定格消費電力1.13kWタイプ）を使用。

1回たったの約53円
（エココースなら約48円）

ガスならではのパワフル温風で
悪臭の原因菌を抑制

洗濯物を部屋干しすると生じる生乾き臭。その原因は「モラクセラ
菌」にあります。80℃以上の温風で乾燥する乾太くんなら、外干し
や日光消毒では抑制できない生乾き臭を抑制します。

【出典】 IJSB「International Journal of Systematic Bacteriology」
（参照 1967）

【出典】大阪ガス　＜条件＞合計3kg相当の洗濯物で乾燥した場合

家庭内のさまざまな場所に存在する菌の一種。洗い残ったたん
ぱく質などを餌に増殖し、雑巾のような悪臭を放つ原因となりま
す。53℃の場合20分間、65℃の場合10分間程度、熱にさらされ
ると発育が抑制されます。

パワフルなガスの温風が繊維の1本1本までいきわたります。だか
らスピーディーに、しかも天日干しのゴワゴワ感がなく、ふんわり・
ふっくら乾燥。肌にやわらかな仕上がりです。また、下着などを屋外
に出さずに乾燥が完了するため安心です。

繊維が寝たままの状態で
乾燥するので、ふんわり
感は少なく洗濯するほど
ゴワゴワに。

パワーが弱いため、乾く
までに時間がかかり、繊
維もふっくら立ち上がり
きらない。

天日よりも
ふっくら、やわらか

かさ高
約18cm

かさ高
約19cm

かさ高
約21.5cm

天日干し 全自動洗濯乾燥機

【実用衣類5kgの標準的な乾燥時間】

約52分
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約162分電気ヒートポンプ式

ガス式

ガスならではの温風が
繊維1本1本を立たせて
乾燥させるから、ふっく
らやわらか。
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RDT-80
希望小売価格（税込）  193,490円
［税抜価格175,900円］
寸法／高さ684×幅650×奥行641mm
質量／33kg

たっぷり容量だから
洗濯物をまとめて乾燥できる

コンパクトで
洗濯物が少ないご家庭に
RDT-31S
希望小売価格（税込）  120,010円
［税抜価格109,100円］
寸法／高さ609×幅550×奥行506mm
質量／24.5kg

使い勝手がよく
家族分のタオルもおまかせ
RDT-54S-SV
希望小売価格（税込）  156,750円
［税抜価格142,500円］
寸法／高さ684×幅650×奥行561mm
質量／31kg

フィルターのお手入れも簡単、充実の機能で家事をサポート

［左開き］  RDT-52SA
［右開き］  RDT-52SA-R
希望小売価格（税込）  193,490円
［税抜価格175,900円］
寸法／高さ684×幅654×奥行545mm
質量／41kg

仕
様

機
能

接
続

形式

高さ（mm）
幅（mm）
奥行（mm）

質量（kg）
ガス消費量（kW）
消費電力（W）
待機電力（W）
ガス
電気

排湿性能

乾燥容量
標準コース
厚物コース
エココース
シーツ／毛布コース
デリケートコース
消臭運転
静電気低減機能
静音ドラム
タイマー機能
ドラム除菌
残時間デジタル表示
排湿延長※ 10m4曲り

RDT-54S-SV

684
650
561
31
4.65
290
0.8

10m4曲（φ100）
8m2曲（φ80）
1.5m2曲

（φ85排湿ホース）
5kg
●
●
●
－
●
－
－
－

5～90分
●
●
●

684
654
545
41
5.20
260
0.7

10m4曲（φ100）
8m2曲（φ80）
1.5m2曲

（φ85排湿ホース）
5kg
●
●
●
●
●
●
●
●

5～90分
●
●
●

RDT-31S

609
550
506
24.5
2.91
190
0.8

10m4曲（φ100）
5m2曲（φ80）
1.5m2曲

（φ85排湿ホース）
3kg
●
●
●
－
●
－
－
－

5～90分
●
●
●

RDT-52SA
RDT-52SA-RRDT-80

684
650
641
33
4.65
300
0.8

10m4曲（φ100）
8m2曲（φ80）
1.5m2曲

（φ85排湿ホース）
8kg
●
●
●
●
－
－
－
－

5～90分
●
●
●

仕様・機能

※φ100の場合　◎らくらくリースについては左ページをご確認ください。また、本体＋専用台セットをご希望の場合は担当者までお問い合せください。

外
形
寸
法

ガスコード
AC100V

共通仕様（安全装置）

●立消え防止装置 ●過熱防止装置
●漏電安全装置 ●ドアスイッチ
●ドラム回転検知装置 ●ファン回転検知装置
●停電時安全装置

衣類乾燥機の用途について　●本製品は一般家庭用で
あり、業務用には使用しないでください。　●美容オイル
（ボディオイル、エステ系オイルなど）、食用油、動物系油、
機械油、ドライクリーニング溶液、ベンジンやシンナー、ガ
ソリンなどの付着したタオルや衣類等は、洗濯後でも絶
対に乾燥機に入れて乾燥させないでください。油の酸化
熱による自然発火の恐れがあります。　●衣類（布製の靴
を含む）乾燥以外の用途には使用しないでください。過
熱・異常燃焼による焼損や火災の原因となる場合があり
ます。　ご使用に際して　●ご使用前には必ず「取扱説明
書」をよくお読みください。取扱いを誤ると、故障や過熱・
異常燃焼による焼損や火災の原因となる場合があります。
　●機器の設置・移動および付帯工事は購入された販売
店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してくだ
さい。工事に不備がありますと、故障や事故の原因になる
場合があります。　ご使用上の注意と使用場所について
●排湿口からは短時間に大量の湿気が排出されるため、
室内で乾燥機を使用する場合は室外に排湿できるよう
に、必ず排湿筒を取り付けて使用してください。

●本チラシに掲載しております希望小売価格は、機器本体に消費税およ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。
●本チラシの価格や仕様等は2023年2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。　●新規取付にはガス工事が必要です。　●既設の機器は、家電
リサイクル対象商品になります。機器を廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく再商品化料金（リサイクル料金）および収集・運搬料金等が必要となります。　●本
カタログ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、印刷上、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。　●「乾太
くん」は東京ガス（株）の登録商標です。

【ガス衣類乾燥機】安全に関するご注意

スタンダードタイプ

デラックスタイプ

乾燥容量

3kg
乾燥容量

5kg
乾燥容量

8kg

乾燥容量

5kg

ドアの開き方は
左右2タイプから
選べます。

［左開き］

［右開き］

嬉しい高機能タイプ
●消臭運転
●静電気低減機能
●静音ドラム

月額リース料金
本体のみ 1,411円（税込）

月額リース料金
本体のみ 1,797円（税込）

月額リース料金
本体のみ 2,183円（税込）

月額リース料金

期間10年 期間10年 期間10年

期間10年
本体のみ 2,182円（税込）



窓パネルセット※3 ●●●●
●DW-52（窓枠の高さ1000mmまで）
希望小売価格（税込）22,110円
［税抜価格20,100円］
適用寸法：高さ600～1000mm

専用台（高）※1、2 ●●●
●DS-54HSF
希望小売価格（税込）28,380円
［税抜価格25,800円］
幅（649・686・722・767・812・849・885）
×高さ（1150・1210・1270・1330・1380）
×脚の奥行555mm

専用台（高）※1、2 ●●●●
●DS-80HSF
希望小売価格（税込）32,120円
［税抜価格29,200円］
幅（649・686・722・767・812・849・885）
×高さ（1150・1210・1270・1330・1380）
×脚の奥行636mm

排湿ホース※4 ●●●●
（樹脂製蛇腹式ダクト）
●DH-85（口径85mm）
希望小売価格（税込）8,580円
［税抜価格7,800円］
伸長時1.5m  1.5m・2曲げまで（延長はできません）

排湿管カバー ●●●●
●DPC-80（φ80用）
希望小売価格（税込）3,850円
［税抜価格3,500円］
●DPC-100（φ100用）
希望小売価格（税込）4,400円
［税抜価格4,000円］
長さ：1m

排湿管カバーエルボ ●●●●
●DPCL-80（φ80用）
希望小売価格（税込）2,200円
［税抜価格2,000円］
●DPCL-100（φ100用）
希望小売価格（税込）2,090円
［税抜価格1,900円］

パイプフード ●●●●
●DF-80A（φ80用）
希望小売価格（税込）8,140円
［税抜価格7,400円］
●DF-100A（φ100用）
希望小売価格（税込）8,140円
［税抜価格7,400円］

保護カバー
●DC-31A ●
希望小売価格（税込）15,620円
［税抜価格14,200円］
●DC-52A ●
希望小売価格（税込）15,950円
［税抜価格14,500円］

●DC-54A ●
希望小売価格（税込）16,170円
［税抜価格14,700円］
●DC-80A ●
希望小売価格（税込）18,040円
［税抜価格16,400円］

専用台（低）※1 ●●●●
●DS-80LSF
希望小売価格（税込）18,480円
［税抜価格16,800円］
幅612×高さ517×奥行486mm

排湿管セット ●●●●
（アルミ製伸縮ダクト）
●DPS-80B（φ80用）
希望小売価格（税込）17,050円
［税抜価格15,500円］
●DPS-100B（φ100用）
希望小売価格（税込）18,260円
［税抜価格16,600円］
伸長時2.0m  2m・2曲りまで（延長はできません）

小物乾燥棚 ●●
●DK-4
希望小売価格（税込）1,430円
［税抜価格1,300円］

※1 商品取替えの際は、必ず専用台も新しいものに取り替えてください。
※2 縦型洗濯機の一部の機種は設置できない場合があります。
　　蓋を開けた時の寸法をご確認の上、設置してください。
※3 排湿ホースとセットでお使いください。
※4 同梱の排湿口ガイドをご使用ください。

家庭用ガス衣類乾燥機を廃棄する場合
家庭用ガス衣類乾燥機は、家電リサイクル対象商品となります。
家電リサイクル法に基づく再商品化料金および収集・運搬料金等が必要となります。

別売部品 ＜リンナイ（株）製＞　右記のマークにて対応型式をご確認ください。　●RDT-80　●RDT-52SA・RDT-52SA-R　●RDT-54S-SV　●RDT-31S

専用台（中）※1 ●●●●
●DS-80MSF
希望小売価格（税込）31,020円
［税抜価格28,200円］
幅649×高さ（720・780・840・900・950）
×脚の奥行636mm

パイプフード ●●●●
●VB-JG100S-R（φ100用）
希望小売価格（税込）13,750円
［税抜価格12,500円］

排湿トップ ●●●
●DT-54NF
希望小売価格（税込）2,310円
［税抜価格2,100円］

排湿筒ガイド ●●●●
●DG-80-1（φ80用）
希望小売価格（税込）1,430円
［税抜価格1,300円］
●DG-100-1（φ100用）
希望小売価格（税込）1,430円
［税抜価格1,300円］

排湿口ガイド（nKP用） ●●●●
●DG-80A（φ80用）
希望小売価格（税込）2,420円
［税抜価格2,200円］
●DG-100A（φ100用）
希望小売価格（税込）2,530円
［税抜価格2,300円］

ダンパー付排湿口ガイド ●●●●
●DG-80AK（φ80用）
希望小売価格（税込）4,730円
［税抜価格4,300円］
●DG-100AK（φ100用）
希望小売価格（税込）4,730円
［税抜価格4,300円］

写真は
DPCL-100です。

写真はDC-54Aです。

アルミフレキ用アダプタ ●●●●
●DAA-100（φ100用）
希望小売価格（税込）3,520円
［税抜価格3,200円］

ステンレス管用アダプタ ●●●●
●DSA-100（φ100用）
希望小売価格（税込）4,620円
［税抜価格4,200円］

ダンパー付き排湿管セット ●●●●
（アルミ製伸縮ダクト）
●DPS-100SA（φ100用）
希望小売価格（税込）13,750円
［税抜価格12,500円］
伸長時2.0m  2m・2曲りまで（延長はできません）
パイプフードは別売り

設置排湿方法

金属排湿筒を衣類乾燥機の
排湿口からのばし、屋外に面
した壁を通して固定し、湿気
を屋外に排出。

ひさしなどがあり、真上から直
接水や雨がかからない場所
に限り、屋外に設置することも
可能です。

窓パネルを利用して簡易排湿
筒を固定し、湿気を屋外に排
出。

●浴室の中など湿気の多い場所 ●水や雨等がかかる場所
●換気が悪い場所 ●屋内で排湿筒が設置できない場所
●隣戸の寝室や窓の近くなど、排湿筒からの音や匂いが気になる場所
※その他の設置条件についてはお問い合わせください。

設置は下記の距離をとってください。

次のような場所に設置するのは避けてください。

○すべての商品は防火性能評定品となっていますので、扉内設置組み込み可能
です。その際の離隔距離については担当者へお問い合わせください。

壁に穴をあけ、
排湿筒を取り付ける方法

窓を利用して
排湿筒を取り付ける方法

屋外に設置する方法

  上方    300mm以上　   前方    600mm以上　   後方    45mm以上
左側方  250mm以上　 右側方  100mm以上

安全に関するご注意
自然発火の恐れがあるため、油分の付着したタオルや衣類
等は洗濯後でも絶対に乾燥機に入れないでください。

●お問い合わせはこちら
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