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●2009年4月以降より衣類乾燥機（業務用衣類乾燥機は除く）を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、
　再商品化等料金が必要となっています。 みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。写真はイメージです。

（プラズマクラスター搭載機種 ： RDT-52S）

総合カタログ 2017 Ⅰ



乾太くんにしてから、
私の時間を楽しめています。

体に触れるものだから、
子どもには清潔なものを使わせたい。

衣類乾燥機に、ガスの「乾太くん」。
家事をラクにする一歩です。

「乾太くん」なら、
パワフル＆
スピーディな乾燥で、
家事を時短化。

「乾太くん」なら、
どんな日でも
天日干しのように
カラッと清潔乾燥。



「乾太くん」への満足度の高さは、信頼の証でもあります。

タオルのやわらかさは、
家族へのやさしさだと思う。

毎日忙しく過ごす皆さまの家事を、もっとかしこく、もっと効率的に。

その答えとなるのが、ガス衣類乾燥機「乾太くん」です。

ガスのパワフルな温風で衣類を素早く乾かし、洗濯の時間を大幅に短縮。気になる仕上がりは、

天日干しのように清潔＆ふっくらと。しかも季節や天気、時間を気にせず一年中使えるから、雨の日や

夜帰宅後の洗濯だって可能。そんな便利＆快適な「乾太くん」のある暮らし、あなたも始めませんか。

「もう乾太くんが手放せない」と、
次はあなたが実感する番です! !

洗濯物が
ふっくらやわらか。
「乾太くん」なら、
仕上がりも快適。

乾太くんを使用している
お客さまのうち

が「乾太くん」に満足。

約95%約95%
※2011年6月 大阪ガス調べ

外に干さなくていい上に、
雑菌の心配がないのが嬉しい。

毎日必要な息子のユニフォームも
すぐ乾くのが良いですね。

共働きなので、
出勤前に洗濯が終わって、大助かりです。



※条件：実用衣類5kg（綿50％、化繊50％）/脱水度70％ RDT-52S・標準コースで算出、ガス料金/LPG：16円/kWh（石油情報センター2006年7月公表データ）、電気料金25.6円/kWh（基本料金は加算せず） 
60Hzの場合 リンナイ（株）調べ

乾燥1回あたり、わずか56円（LPGの場合）

※ガス衣類乾燥機（乾太くん）：リンナイ、電気式全自動洗濯乾燥機（ドラム式）：東京ガスが試験実施
※条件：実用衣類5kg（綿50％、化繊50％）/脱水度70％ RDT-52S 標準コースで算出。ガス種：LPGの場合

ガスのパワフルな温風で、
５kgの洗濯物をわずか
約５２分で乾燥。
パワフルな乾太くんなら、たっぷり
５kgの洗濯物も約5２分で乾燥。電気
式の約1/3の時間で済むので、家事の
時間を大幅に短縮できます。
しかも乾太くんなら屋内設置の場合でも、
本体上部の排湿筒から確実に湿気を
屋外に放出するので、室内にこもること
はありません。

家事の時短化
洗濯時間が短縮され、忙しい毎日にゆとりが生まれます。

うれしさ
その1

乾燥時間の比較

洗濯物５kg※のめやす

電気式全自動
洗濯乾燥機

約52分
約169分

電気式の
約１/３！

運転イメージ図

しかも屋内設置の場合でも
湿気が室内にこもらない！

バーナー

ガス接続口（後面）

温風吹出し口

排湿ファン

糸くずフィルター

ドラム槽
排湿口

※屋内設置の場合は、排湿筒が接続されます。

仕分け洗濯も効率良く。
電気式の約１/３と
スピーディに乾燥。
例えば洗濯を1日2回行う場合、
乾太くんなら2回目の洗濯が終わる
頃には1回目の乾燥が完了。仕分け
洗濯や連続洗濯もラクに行えます。

「洗濯機＋乾太くん」と「全自動洗濯乾燥機」の乾燥時間の比較イメージ

洗濯機
+

全自動
洗濯乾燥機

2回の乾燥も
約2時間半で終了

乾燥1回目
約52分

乾燥2回目
約52分

約2時間半

洗濯1回目
約50分

洗濯2回目
約50分

乾燥1回目
約169分

洗濯1回目
約50分

乾燥2回目
約169分

洗濯2回目
約50分

約7時間半

使う人にやさしく、使うとき、いつでも心地いい。
それが、ガスならではの“うれしさ”です。

※乾燥後に5kgとなる衣類量のめやすです。タオル・
　毛布等は膨れ上がるため3.5kg以下としてください。







ガス衣 類 乾 燥 機「 乾 太くん」が 、

このたび 機 能とデザインを一 新 。

さらに快 適な衣 類 乾 燥を実 現し、

スタイリッシュで使いやすい

一 台 へと進 化しました。

お洗 濯を楽に、家 事 の負担を軽 減 。

そんな新しい「 乾 太くん」の 魅 力を紹 介します。



56円
51円

条件：実用衣類5ｋｇ（綿50％、化繊50％）、室温25℃、LPG16円
/kWh（石油情報センター2006年7月公表データ）電気料金
25.6円/kWh（基本料金は加算せず）60Hzの場合 リンナイ（株）
調べ 注）試験条件によって、数値は変動します。室温が低い
とき、衣類が極めて少ないとき、湿度が高いときなどは、標準
コースとエココースの差が少なくなります。





衣類に合わせたコース選びで、
より快適に乾燥。

充実の
乾燥機能

肌着やワイシャツ、タオルなど、通常の
衣類の乾燥に。いつでもふんわりと
仕上がります。

普段の衣類乾燥に 

標準コース
光熱費を抑えてより経済的に

エココース

ナイロンストッキングやフリル・レース
など、熱に弱いデリケートな衣類は、
熱量を抑えてやさしく乾燥。

熱に弱い衣類に

デリケートコース

少し湿り気を残したまま乾燥を終了。
スチームなしでアイロン仕上げができ
ます。（RDT-52Sシリーズに搭載）

アイロン仕上げの衣類に

アイロンコース

時間にゆとりのあるときは、「エコ
コース」でより経済的に乾燥を。ガスの
消費量を抑えるので、ランニングコストを
低減できます。（RDT-52Sシリーズに搭載） 
※乾燥時間は長くなります。

NEW

気になるニオイを洗わず除去

消臭運転 NEW

ジーンズや厚手のバスタオルなど乾き
にくい衣類の乾燥に。生地を傷めず、
やさしく念入りに乾燥します。

厚手の衣類もしっかり乾燥

厚物コース

シーツや毛布など、丸まってしまって乾きにくい
ものに。かさばる洗濯物も大型ドラムでふん
わり乾燥できます。（RDT-52Sシリーズに搭載）

シーツや毛布の乾燥に

シーツ/毛布コース

タバコや焼肉など、衣類についた気になる
ニオイをガスの温風で除去。洗わずに消臭
できるので、スーツなど洗えないもの
にも便利です。（RDT-52Sシリーズに搭載）
※小物乾燥棚が必要です。 乾燥するコースではありません。

乾燥時間を5～60分まで5分ごと
（30分以上は10分ごと）に設定できる
便利な機能。くつの乾燥や、寒い時期
のバスタオルの温めなどに最適です。
（RDT-52Sシリーズに搭載）

乾燥時間の設定でさらに便利に

タイマー運転

さらにうれしい工夫で、家事をサポート。

衣類に合わせて乾燥コースを選択。スタートボタン
を押せば、乾燥が終了するまで「乾太くん」におま
かせ。終了時も自動的に運転をストップしてブザーで
お知らせします。

全自動だから操作簡単。
終了時も自動的にストップ。

乾燥終了までの時間（目安）をデジタルで表示。ひと目で残り
時間がわかるので、終了を待つ間に別の用事を済ませる
など時間が有効的に使え、効率良く家事に取り組めます。
（RDT-52Sシリーズに搭載）

残時間デジタル表示機能付きで、
家事効率がアップ。



乾燥機能充実。デザイン性も備えた、大容量タイプ。

大容量を一気に。少量を手軽に。
２つのタイプが選べる乾太くん。

ラインアップの
ご紹介

乾燥容量
5.0kg
タイプ

■乾燥容量　5.0kg

　　　　ガスコード接続タイプ 

RDT-52S（22-7639）
※ネジ接続タイプは RDT-52SU（22-7656）

左開き

　　　　ガスコード接続タイプ

RDT-52S-R（22-7868）
※ネジ接続タイプは RDT-52SU-R（22-7876）

　

右開き

希望小売価格  ￥138,000（税抜価格）
（高さ684×幅654×奥行545mm）

※操作部の詳細についてはP.8をご覧ください。

ドアの開き方は左右2タイプから選べます。

左側にドアが開きます
左開き

右側にドアが開きます
右開き

洗濯物が少ないご家族に手軽な、コンパクトタイプ。
乾燥容量
3.0kg
タイプ

■乾燥容量　3.0kg
●ガスコード接続タイプ 

RDT-30A（22-6684）
※ネジ接続タイプは RDT-30AU（22-6692）
※出荷時は左開き仕様になっていますが、
　「左右可変ドア」を採用しており、右開きに変更できます。

希望小売価格  ￥90,000（税抜価格）
（高さ608〈脚含む〉×幅550×奥行490mm）

コース切り換えスイッチ

燃焼ランプ
スタート/一時停止スイッチ

フィルター掃除ランプ

電源スイッチ

ふんわりキープスイッチ
衣類がすぐに取り出せないときにも
シワをつきにくく、ふんわり感を保ちます。

●RDT-30A・30AU操作部

■ 機能表

●

ー

RDT-52S・52SU・52S-R・52SU-R

RDT-30A・30AU

●

●

標準
コース

●

●

厚物
コース

●

ー

エコ
コース

●

ー

消臭
運転

●

ー

静電気
低減機能

●

ー

アイロン
コース

●

●

デリケート
コース

●

ー

残時間
デジタル表示

●

ー

静音
ドラム

ー

●

紙
フィルター

排湿延長
10m4曲り

●

ー

シーツ/毛布
コース

※1 自動でおこないます。　※2 φ100の場合

ー

●

ふんわり
キープ運転

※1 ー

●

左右
可変ドア

      5～60分

     ー

タイマー
運転

※2

AC100V（50/60Hz共用）

連続スパークダイレクト点火

型　　        式

質　　        量
電　　        源

本　　体　　色
高さ684×幅654×奥行545mm

41kg

LPG:5.20kW（0.37kg/h）～2.91kW（0.21kg/h）、OFF
13A:5.20kW（4,470kcal/h）～2.35kW（2,020kcal/h）、OFF
12A:4.84kW（4,160kcal/h）～2.19kW（1,880kcal/h）、OFF

50Hz：230W　60Hz：260W
50Hz：0.8W　60Hz：0.7W

最大5.0kg（ドラム容量94L φ591.5×391.4mm）

ＲＤＴ-52S・52S-R

小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）

外 形 寸 法

ガス 消 費 量

待機時消費電力

対 応 ガス 種
点 火 方 式

安 全 装 置

乾 燥 容 量
ガ　ス　接　続

■ 仕　様

消 費 電 力

ＲＤＴ-52SU・52SU-R

強化ガスホース（R3/8ネジ接続用）

ＲＤＴ-30A

小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）

ＲＤＴ-30AU

強化ガスホース（R3/8ネジ接続用）

●屋外設置、ステンレス製の排湿筒を固定して設置の場合及び、高層住宅で強化ガスホース接続を行う場合（非常用エレベーター及び特別避難階段が法令上必要とされる建築物で、高さ60mを超える
共同住宅はすべて適用）は、ネジ接続タイプをご手配ください。ただし、受注生産となりますので、あらかじめご了承ください。

LPG、13A・12A

シティグレーピュアホワイト

立消え安全装置（サーモカップル式消火安全装置）、漏電安全装置、衣類温サーミスタ、
排気温サーミスタ、過熱防止装置（バイメタルスイッチ・サーモカップル）、

ドアスイッチ、ドラム回転検知、ファン回転検知

立消え安全装置（サーモカップル式消火安全装置）、漏電安全装置、衣類温サーミスタ、
排気温サーミスタ、過熱防止装置（バイメタルスイッチ・サーミスタ）、

扉開閉検知装置、ドラム回転検知、ファン回転検知、漏水安全装置

高さ608（脚含む）×幅550×奥行490mm
25.2kg

LPG:2.94kW（0.21kg/h）～1.40kW（0.10kg/h）、OFF
13A:2.91kW（2,500kcal/h）～1.40kW（1,200kcal/h）、OFF
12A:2.71kW（2,330kcal/h）～1.30kW（1,120kcal/h）、OFF

50Hz：165W　60Hz：190W
50Hz：3.0W　60Hz：3.0W

最大3.0kg（ドラム容量65L φ490×345mm）

※受注生産のものがありますので、お問い合わせください。



■ 外形寸法図
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排気延長により、
設置範囲を拡大できます。

φ80：8ｍ2曲り、φ100：10ｍ4曲り（RDT-52Sシリーズの場合）まで対応。
離れた場所へも排湿ができます。　※RDT-30A・30AUは、φ80：4ｍ2曲り、φ100：5ｍ2曲りまで。

換気（給気、排気）が十分できる設備（換気扇、排気口など）があるところに設置してください。ガスの
完全燃焼には多量の空気を必要とします。運転時には、窓を開けるか換気扇を回すなどしてください。

ガス衣類乾燥機の設置には
排湿のためのダクト工事が必要です。

直接、雨や水がかからない
ベランダや軒下などにも設置可能

ベランダや軒下など屋外に
設置の際は、排湿トップセット※

を使用してください。本体保護
カバーの使用もおすすめします。
※RDT-30A・30AUは排湿トップ

壁に穴をあけ
排湿筒を取り付ける場合

金属排湿筒を本体の排湿
口よりのばし、屋外に面した
かべを通して湿気を排出。
工事の際は、ガス機器の
設置基準に基づいて、正しく
おこなってください。

窓を利用して排湿ホースを
取り付ける場合

乾燥機の近くに
窓がある場合は、
窓パネルを利用
して排湿ホース
により湿気を排出
します。

（設置場所・方法の詳細については、販売店にお問い合わせください。）

次のような場所に、設置するのはさけてください。
●浴室の中など湿気の多い場所。  ●ひさしのようなものがなく、直接雨や水などがかかる場所。  
●給気がとれない場所。  ●屋内で排湿筒が設置できない。

防火上必要な離隔距離は左記の通りですが、
メンテナンスのために余裕を持った設置をしてください。

防火上必要な離隔距離

45mm以上

45mm以上

上 方

側 方

0mm以上

0mm以上

前 方

後 方

洗面所や脱衣室などの「室内」から、ベランダや軒下などの「屋外」まで、状況に合わせて設置できます。また、前扉の
左開き・右開きを選ぶことができ※、限られたスペースを有効に利用してお使いいただけます。
※左開きはRDT-52S・52SU、右開きはRDT-52S-R・52SU-Rです。
　RDT-30A・30AUは出荷時、左開き仕様になっていますが、「左右可変ドア」を採用しており、右開きに変更できます。

住まいや使い方にあわせて設置場所が選べます。

洗面所の狭いわが家。設置できるか心配です・・・。

※RDT-30A・30AUは500

単位：mm

乾太くんには、運転中にうっかり前扉を開けたときでもドラムが止まる「扉開閉検知装置」をはじめ、「立消え安全装置」
「過熱防止装置」「漏電安全装置」など数々の安全装置を装備しています。

安全装置を標準装備。もしもの時も安心。

静かな運転を実現。

うっかりドアを開けちゃった！そんな時も大丈夫？

乾太くんの運転音は、最大48dB(A)の低騒音設計。乾燥終了のブザー音を切っておくことも
できるので、ベランダ設置の場合も安心です。
※RDT-52Sシリーズの場合。 ※異常検知ブザー音は消えません。

※イメージ

使い勝手の良さも、乾太くんの魅力のひとつです。
夜に使っても、近所の迷惑にならないかしら？



窓パネルセット
DW-52（22-7761）
希望小売価格
￥17,800（税抜価格）
●適用寸法：高さ600～1,000mm 
   （排湿ホースとセットでお使いください。）

専用台（低）
DS-52LSF（22-7710）
希望小売価格
￥10,500（税抜価格）
●外形寸法：高さ517×幅612×
　奥行486mm
　（商品取り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。）
●色：ピュアホワイト

専用台（高）
DS-52HSF（22-7702）
希望小売価格
￥17,800（税抜価格）
●外形寸法：高さ1,150、1,210、1,270、
　1,330、1,380×幅664、737、828、
　901×奥行553mm
　（商品取り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。）
●色：ピュアホワイト

本体保護カバー
DC-52（22-7753）
希望小売価格
￥9,800（税抜価格）
●雨、風を防ぐ保護カバー
●ポリエステル＋塩化ビニール製
　（防炎タイプです。軒下設置の場合は、
　装着したまま使用できます。）

パイプフード
DF-100（φ100）（22-2712）
希望小売価格
￥5,000（税抜価格）
DF-80（φ80）（22-2704）
希望小売価格
￥5,000（税抜価格）

排湿ホース
DH-85（22-2747）
希望小売価格
￥6,800（税抜価格）
●樹脂製蛇腹式ダクト  ●長さ0.45m～1.5m
●口径８５mm（延長はできません。なお、パイプ
　フードとの接続もできません。）

本体保護カバー
DC-30
（RDT-30A・30AU用）（22-4642）
希望小売価格
￥4,800（税抜価格）
●雨、風を防ぐ保護カバー
●ポリエステル＋ポリ塩化ビニール製
　（防炎タイプです。軒下設置の場合は、
　装着したまま使用できます。）

排湿管セット
DPS-100（22-6896）
希望小売価格
￥11,500（税抜価格）
●アルミフレキ2m（φ100）
●排湿口ガイド（φ100） ●メガネリング
●パイプフード（φ100） 
●拡散型コーン（延長は最大2m2曲りまで）

DPS-75（22-3069）
希望小売価格
￥10,500（税抜価格）
●アルミフレキ2m（φ75） ●排湿口ガイド（φ80） 
●メガネリング　●パイプフード（φ80） 
●拡散型コーン（延長は最大2m2曲りまで）

排湿筒ガイド
DG-100-1（φ100）（22-6803）
希望小売価格
￥950（税抜価格）
DG-80-1（φ80）（22-6799）
希望小売価格
￥900（税抜価格）

排湿トップ
DT-40NF（22-4006）
希望小売価格
￥1,400（税抜価格）

交換用紙フィルター
DPF-100（100枚入り）（017-0081000）
希望小売価格
￥3,400（税抜価格）
DPF-50（50枚入り）（017-0082000）
希望小売価格
￥1,900（税抜価格）

デリケート袋
DB-1（22-4740）
希望小売価格
￥400（税抜価格）
●ほつれやすい物や特にデリケートな
　物の乾燥時にお使いください。
●外形寸法：高さ380×幅290mm
●綿100%

排湿トップセット
DT-252NF（22-7809）
希望小売価格
￥5,000（税抜価格）
●屋外で使用する場合は、
　必ず取り付けてください。
●本体左側面の吸気口を雨から保護する
　ための、フィルターフードを付属しております。
●色：ピュアホワイト

小物乾燥棚
DK-52（22-7826）
希望小売価格
￥2,000（税抜価格）
●靴など小物の乾燥や
　消臭時にお使いください。
●本体に付属しております。

脚は折りたたみ可能。

■ オプション一覧
RDT-52S・52SU・52S-R・52SU-R右記のマークにて対応型式をご確認ください。 対応型式： RDT-30A・30AU

乾太くんをより安全にお使いいただくために。 接続部材・
オプションのご案内

■ ガス衣類乾燥機ガスコード・ガスホース

小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）〈RDT-52S・52S-R・30A用〉
長さ 12A・13A用（都市ガス）・LPG用（プロパンガス）兼用

RGH-05K（10-7304）
RGH-10K（10-7312）
RGH-15K（10-7320）
RGH-20K（10-7338）
RGH-30K（10-7347）

－
RGH-50K（10-7355）

￥3,700
￥3,900
￥4,300
￥4,700
￥5,500
－

￥6,900

0.5m
1m
1.5m
2m
3m
4m
5m

希望小売価格（税抜価格）

強化ガスホース（R3/8ネジ接続用）〈RDT-52SU・52SU-R・30AU用〉
長さ 天然ガス用（13A・12A）

RGH-910M（10-0022） ￥6,2001m
希望小売価格（税抜価格）

（注1）ガス消費量5.90kW以下の機器に適用。
※ガスコードは0.5mから最長5mまであります。それぞれの機種に適合した正しい長さのガスコードをご使用ください。

（注1）

●専用ガスコード 

●強化ガスホース

接続部分（ガス栓側）が自在に動くため、
幅広くご利用いただけます。

ガスコードを完全に接続すると
青色のラインが表示されます。

ガス栓は簡単に増設できます。
※条件によっては、設置不可の場合もあり
ますので、詳しくはお買い上げの販売店、または
最寄りのガス会社（供給業者）にお問い
合わせください。※ネジ接続タイプのガス接続口をR1/2にする場合は、接続アダプタ（194-107-000）をお使いください。



●リンナイガス衣類乾燥機には、保証書がついています。
ご購入の際には、所定事項が記入されていることをご
確認のうえ、保証書を必ずお受け取りになり、大切
に保存してください。

●製造番号は、品質管理上重要なものです。ご購入の
際には商品本体に製造番号が表示されているか
お確かめください。

●時 ガ々スくさい。
●焦げくさい臭いがする。電源
コード、プラグが異常に熱い。
●運転音が異常に高くなる。
●漏電ブレーカまたはヒューズ
がたびたび切れる。
●その他の異常や故障がある。異常を感じたら販売店へ

点検をご依頼ください。

■設置について
●このカタログに掲載のRDT-52Sシリーズ、RDT-30Aシリーズは、一般家庭用であり、業
務用には使用しないでください。

●このカタログに掲載のガス機器は、海抜1,000mまで使用できます。海抜1,000m以
上で使用すると点火不良などの不具合が発生することがあります。

●このカタログに掲載のガス衣類乾燥機は、ガス（都市ガスまたは、プロパンガス）、電気
ＡＣ100Ｖが必要です。地域によってガス種が異なりますので、ご購入前に必ずガス
種を確認のうえ、機器に表示してあるガス種以外は絶対に使用しないでください。

●機器の上や周囲に燃えやすいものを置いたり、燃えやすいものの近くで使用され
ますと火災の原因となります。
●アース線を確実に取付けてください。アース線の取付けに関しては販売店にご相談ください。
●浴室内などの湿気の多い所や水や雨のかかる場所には設置しないでください。
●ガス衣類乾燥機を室内に設置する場合、排湿筒の取付けが必要です。排湿筒の
取付けに関しては販売店にご相談ください。
●商品取り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。
●排湿口から排気ガスや水蒸気が出ていますので、危険物、植物、ペットなどを近づけないでください。
●設置にあたっては乾燥機の重量に充分に耐え得る場所で、騒音振動が増大しない
場所を選んで、水平でがたつきのない所に設置してください。
●ガス衣類乾燥機の設置につきましては、各種地方条例などを確認してください。くわ
しくは、販売店、最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。
●防火上必要な離隔距離は上方45mm以上、側方45mm以上、前方0mm以上、後方
0mm以上です。

●排湿筒を直接換気扇などに接続しないでください。また、複数台の排湿筒を連結し
たり、換気扇のダクトと連結しないでください。

■ご使用上の注意
●乾燥中はドラム、衣類、前扉の内側が高温になっています。運転が終わってから衣
類を取り出してください。

●乾燥してはいけないもの：ウール、絹製品、毛皮、皮革製品、タンブラー（回転式）禁止
表示、吊り干し・平干しの表示のあるもの（※綿、麻の繊維でも少し縮むことがあります。）

●綿ボコリがたまりすぎると「フィルター掃除ランプ」が点灯します。乾燥時間が長くなる
原因となりますので、点灯時には必ずフィルターを掃除してください。
●衣類の入れすぎは、乾燥ムラの原因となります。
●洗濯時に塩素系の漂白剤をご使用になったときは、充分すすいでから乾燥してくだ
さい。塩素が残っていますと機器の故障の原因となります。
●脱水は充分にしてください。乾きが早く、ガス代も節約できます。
●乾燥運転が終了した後や安全装置作動時など、ドラム内部や衣類の温度が高い
場合、自動的にドラムとファンを回す冷却運転を行います。

■その他の注意
●機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずに販売店、最寄りのリンナイ支社・
支店、営業所、出張所にご相談ください。

●ドラムベルト、ファンベルトは使用頻度によっては消耗し、交換が必要になる場合があります。
交換は有料となりますのでご了承ください。（RDT-52Sシリーズには、ファンベルトはありません。）

●ガス種が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要です。転居先
の最寄りのリンナイ支社・支店、営業所、出張所にご相談ください。
●コインタイマーを使用しないでください。著しく機器の寿命を早めます。

リンナイガス衣類乾燥機のお求めに際して（くわしくは販売店によくご相談ください）

●長年ご使用のガス衣類乾燥機の点検をぜひ！

こんな症状は
ありませんか

以上のような症状の時は、コン
セントから電源プラグをはずし、
ガスの元栓を閉じ故障や事故
防止のため、必ず販売店に
点検をご相談ください。

●ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
安全に関する
ご注意

●ガス衣類乾燥機の工事（ガス、電気など）には、専門の資格が必要です。お買上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。配
管等の据付け工事に不備があると感電や火災の原因となることがあります。●食用油、機械油、動物系油、ドライクリーニング液・パー
マ液、美容オイル（ボディオイル、エステ系オイルなど）、ベンジン・シンナー・ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類や、ポリプ
ロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

リンナイ・リフォームローン
計画的なお支払プランで、ローンがご利用になれます。
リンナイ・リフォームローンの特長は1,000万円を上限に「無担保・保証人なし」で
「手続きも簡単スピーディ」にローンを組めることです。また、商品と工事費等、
リフォーム工事に要した費用のすべてがローンの対象で、お支払いも6回から
120回まで、ボーナス併用・1回払いと無理なくお支払いプランを選択できます。

■契約金額／1,000万円まで ■お支払回数／6回から120回

2017-02-002.KNT

このカタログの掲載内容は、2017年2月現在のものです。
●本カタログに掲載しております全商品の価格は、希望小売価格です。配送費、据付部材、据付工事費、使用
　済み商品の引取り費等は含まれておりません。
●2009年4月以降より衣類乾燥機（業務用衣類乾燥機は除く）を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく
　収集・運搬料金、再商品化等料金が必要となっています。
●ガス消費量及び能力は、ガス種により異なる場合があります。
●印刷物のため、実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
●商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。

■上品で清潔感のあるピュアホワイト
■耐久性が約3倍にアップ、冷却運転時間も延長

※ネジ接続タイプはRDTC-53SU（22-8881）

■乾燥容量　5.0kg
業務用ガス衣類乾燥機

ガスコード接続タイプ 

RDTC-53S（22-8814）
たっぷりを、すばやく、ここちよく。
ひとつ上の乾燥品質を、様々な現場に。

希望小売価格 ￥143,000 （税抜価格）
（高さ684×幅650×奥行545mm）

※家庭用従来品との比較 くわしくは「業務用ガス衣類乾燥機」カタログをご覧ください。

0570-550-258

■修理についてのお問い合わせは

0120-054-321
●修理の受付時間：365日24時間　
●修理の相談時間：平日9:00～18：30 土日・祝日9：00～17：00

リンナイ
お客様センターへ

携帯電話での
ご利用はこちらまで

全国共通

※PHS及びIP電話からはご利用いただけませんので、一般電話/携帯電話からお願いします。

■商品についてのお問い合わせは最寄りの事業所へ
関 東 支 社

東 京 支 店

北関東支店

東関東支店

南関東支店

03（3471）9047
03（3471）9047

048（770）6001

043（273）3360

045（320）3051

東 北 支 社

北 海 道 支 店

新 潟 支 店

中 部 支 社

関 西 支 社

022（288）3251
011（530）5555

025（247）6610

052（363）8001
06（6786）3612

082（277）5167

087（821）8055

092（281）3234

03（5783）3455

中 国 支 店

四 国 支 店

九 州 支 社

アール・ジー株式会社
間違い電話が多くなっております。お電話をいただく際には、番号を必ずお確かめの上、くれぐれもお間違いのないようにお願いします。

登録番号：
JE0006

登録番号：
JQ0003

総務部・人事部・営業本部・海外事業本部・情報システム部・生産本部・大口工場・瀬戸工場・旭工場・
暁工場・生産技術部・物流統括室・リンナイパーツセンター・開発本部・品質保証本部・北海道支店・
東北支社・新潟支店・関東支社・東京支店・東関東支店・南関東支店・北関東支店・中部支社・
関西支社・中国支店・四国支店・九州支社は、ISO9001：2008を認証取得しています。

リンナイ本社・大口工場・瀬戸工場・旭工場・生産技術部・開発本部・品質保証本部・環境部・
物流統括室・リンナイパーツセンター・関西支社・関東支社・中国支店・九州支社・北海道支店・
新潟支店・東北支社・四国支店・東関東支店・北関東支店は、ＩＳＯ14001：2004を認証取得しています。

ISO１４００１とは、ISO（国際標準化機構）が定める環境管理の国際規格です。

ISO9001とは、ISO（国際標準化機構）が定める品質マネジメントシステムの国際規格です。


