
介護用品

ふとん乾燥機

ポータブルトイレ
TP-420V
■サイズ(約)：幅41×奥行48.5

                   ×高さ41.5cm

■JAN：4905009727452

税別 4,980円

介護用トイレの処理剤
TPS-7K（7包）

■内容量：内袋5g×7包

■JAN：4905009995608

税別 950円
TPS-30K（30包）

■内容量：内袋5g×30包

■JAN：4905009995615 税別 3,790円

部屋に置けるからもしもの時も安心!

くり返し使えて
とっても経済的！

BSW-17
■シーツサイズ(約)：幅170×長さ90cm

■JAN：4905009532742

税別 2,180円

Lサイズ

BSW-20
■シーツサイズ(約)：幅105×長さ200cm

■JAN：4905009532759

税別 2,980円

ベッドサイズ

洗える防水シーツ
BSW-14
■シーツサイズ(約)：幅140×長さ90cm

■JAN：4905009532735

Mサイズ

税別 1,980円

衣類
乾燥機

OK
※ネット使用

衣類
乾燥機

OK
※ネット使用

ミドルタイプTSS-M32
■サイズ (約)：幅120×長さ120cm

■JAN：4967576121101

税別 2,680円

ロングタイプTSS-L32
■サイズ (約)：幅120×長さ180cm

■JAN：4967576121132

税別 3,980円

使い捨て防水シーツ大判タイプ
TSS-S32
■サイズ (約)：幅120×長さ90cm

■JAN：4967576121095

税別 2,280円

ショートタイプ

税別 14,800円

※2 国内における家庭用空気清浄機において。2014年10月現在。  ※3 PM2.5とは2.5μm以下の微粒子状の物質の総称です[μm(マイクロメートル)：1/1,000mm]。

税別 19,800円

※フィルターの性能試験に基づくものであり、実機について測定したものではありません。 

HEPA
集じんフィルター PM2.5 ホコリ・ちり 花粉

ニオイやアレル物質等を
3種類のフィルターが

料理臭・生ゴミ臭
アンモニア臭・体臭
加齢臭・ペット臭・カビ臭

活性炭
フィルター

99.97％以上除去。
※

用途に合わせたフィルター
の交換が可能です

プレフィルター
ペットの毛やホコリ

ふとん乾燥機ツインノズル

■サイズ(約)：幅16.8×奥行19.5×高さ36cm

■本体重量(約)：2.2kg

■JAN：4967576363594

          （ホワイト） 

FK-W1

税別 13,800円

PM2.5対応空気清浄機
PMMS-AC100
■サイズ(約)：幅40×奥行16.4×高さ53.6cm

■本体重量(約)：5.5kg

■JAN：4967576118880（ホワイト）

PM2.5対応空気清浄機
PMMS-DC100
■サイズ(約)：幅40×奥行20.1×高さ58.6cm

■本体重量(約)：5.6kg

■JAN：4967576127448（ホワイト）

アイリスオーヤマ

中日新聞販売店との合同企画

介護用品や生活家電・調理家電など、暮らしに便利なアイテムを取り揃えました！

この機会に
ぜひご検討下さい！

空気清浄機

話題商品のご紹介

参考価格　税別 26,000円―

参考価格　税別 27,000円

参考価格　税別 33,900円

―

―

参考価格　税別 7,100円―



メタリック
ピンク

725W

炊飯容量

0.5~3合

IH式

税別 1,280円

五銘柄食べ比べ
（２合×5袋）1.5kg

■1.5kg（300g×5）

■JAN ： 4967576293150

銘柄量り炊きIHジャー炊飯器
RC-IA31-B
●炊飯メニュー：無洗米、白米、炊き込み、おかゆ、玄米

■サイズ(約)：幅22.5×奥行28×高さ22cm

■JAN：4967576312189

炊飯量や銘柄に応じて最適な水量をお知らせする
「量り炊き」炊飯器がリニューアル！

税別 21,000円

厚さ

mm3.1

800W

炊飯容量

0.5～3合

LEDシーリングライト  

CL6DL-5.1
■サイズ(約)：直径45×高さ14cm

■JAN：4967576353601 

30.0 3,300

税別 4,980円

~6
CL8DL-5.1
■サイズ(約)：直径45×高さ14cm

■JAN：4967576353625 

35.0 4,000

税別 5,980円

~8
CL12DL-5.1
■サイズ(約)：直径53×高さ15.3cm

■JAN：4967576353649 

42.0 5,200

税別 6,980円

～12

5年保証

税別各 12,800円

パール
ホワイト

極細軽量スティッククリーナー
IC-SLDC4-W/P/B
■サイズ(約)：幅23.6×奥行16.2×高さ100.3cm

■本体重量(約)：1.2kg 

■JAN：4967576309530（パールホワイト）

　　　　4967576331555（メタリックピンク）

　　　　4967576331562（メタリックブラック）集塵容量

0.3L

ヘッド内部にサイクロン気流を
発生させ、細かなほこりもかき
出し、吸い取ります。

ゴミをかき出す「サイクロンストリームヘッド」

驚きの軽さで家中どこでも手軽にお掃除!!

約1.2kg

※2標準質量

約0.9kg

※3
本体質量

業界最軽量クラス※1業界最軽量クラス※1

※1 2017年12月現在、日本国内の家庭用スティック型（タテ型）コードレスタイプ紙パック式クリーナーの標準質量において。

※2 標準質量は延長パイプ、ヘッドを含む質量です。 ※3 本体質量は本体のみの質量です。

壁置きパーツ付属
なので、壁固定が
出来て、置き場所
に困らない。

（ネジ固定も可能）

メタリック
ブラック

炊飯器・お米

LEDシーリングライト・コードレスクリーナー

おひつ部を
外して食卓へ

IH調理器と
しても使える

税別 13,800円

■サイズ(約)：幅29.5×奥行35.4×高さ26.1cm

■JAN：4967576365154

10合 RC-IE10-B

■サイズ(約)：幅22.8×奥行28.4×高さ19.2cm

■JAN：4967576365086

●炊飯メニュー：無洗米、白米、炊込み、おかゆ、

　　　　　　　  玄米、煮込/蒸し 

銘柄炊きIHジャー炊飯器 
3合 RC-IE30-B

■サイズ(約)：幅25.6×奥行32.2×高さ21.7cm

■JAN：4967576365116

5.5合 RC-IE50-B

税別 12,800円

税別 11,800円

1130W

炊飯容量

1～5.5合

1400W

炊飯容量

1～10合

大火力で一気に炊き
上げるIH炊飯器

有名ブランド米を手軽に

試せるお得なセット！

食べきりサイズが大好評です。

・北海道産ゆめぴりか

・新潟県産こしひかり

・山形県産つや姫

・宮城県産ひとめぼれ

・秋田県産あきたこまち

セット内容

調光・調色タイプ

　　　　

参考価格　税別 22,000円

参考価格　税別 22,800円

参考価格　税別 26,800円

参考価格　税別 43,000円

参考価格　税別 24,800円

参考価格　税別 10,000円 参考価格　税別 12,000円 参考価格　税別 13,800円―

―

―

― ―

―

―

―

※ 岐阜市・羽島市/郡・各務原市内へのお届け又は店頭受け取りの場合は、配送料無料！（その他地区へのお届けは別途配送料がかかります。）

※ お支払いは商品引き替え時に、現金のみとさせて頂きます。

※ 開封・使用されたものは、商品に不備があった場合を除きキャンセル・返品は致しかねます。ご了承下さい。

 岐阜県岐阜市市橋３丁目３番の６

　　　　ご注文・お問い合わせは


