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多くの地域で

年間１００日以上 ※1

雨が降る日本。

毎日たまる洗濯物に

困るより、悩むより、

ガス衣類乾燥機

乾太くんにおまかせ！

ガスの力でパワフル乾燥。

たった５2分※2で

おひさまに干したような

ふかふかの仕上がり。

嬉しい除菌効果も。

雨でも、夜でも、

花粉の季節も、

毎日、カラッといきましょう。

※1　出典：総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた２０１７」より
※2　条件：実用衣類5kg（綿50％、化繊50％）/脱水度70％ RDT-54S-SV・標準コースで算出。　ガス種：LPGの場合で約52分　試験実施：リンナイ（株）
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家事を時短化
ガスのパワーでスピード乾燥

毎日のお洗濯がより快適に！

洗濯乾燥のお困りごとを

「ガス」の乾太くんが カラッと解決！

洗濯物５kg※のめやす

※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。

家族みんなの
洗濯物も

まとめて乾燥！

パワフルな乾太くんなら、８ｋｇの洗濯物を約８０分、５kgの洗濯物を約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。

ガスならではの経済性！
パワフル温風で短時間乾燥の乾太くん。1回の乾燥コストは5kgで
63円、1カ月毎日使っても約1,950円と経済的に使えます。

リンナイのラク家事＋は
暮らしをラクにする「＋」
の価値（機能）を提案して
います。

※ガス料金LPG：5.1円/MJ（石油情報センター平成27年度月次データ平均価格（50m3）データの単純平均より）
　電気料金25.6円/kWh、60Hzの場合（基本料金は加算せず）
　条件：実用衣類8kg（綿50％、化繊50％）/脱水度70％ RDT-80・標準コース、1日1回使用で算出。　リンナイ（株）調べ
　　　   実用衣類5kg（綿50％、化繊50％）/脱水度70％ RDT-54S-SV・標準コース、1日1回使用で算出。　リンナイ（株）調べ

1回たったの5kg 63円！
1回たったの8kg 102円！

※ガス衣類乾燥機（乾太くん）：リンナイ、電気ヒートポンプ式乾燥、電気ヒーター式乾燥　試験実施：リンナイ（株）
※条件：実用衣類8kg（綿50％、化繊50％）/脱水度70％ RDT-80・標準コースで算出。　ガス種：LPGの場合で約80分
　　　   実用衣類5kg（綿50％、化繊50％）/脱水度70％ RDT-54S-SV・標準コースで算出。　ガス種：LPGの場合で約52分

電気ヒートポンプ式
全自動洗濯乾燥機

電気ヒーター式
全自動洗濯乾燥機

乾燥時間の比較

5kg 8kg

で約162分5kg

で約281分5kg

乾燥と洗濯を2台のマシンで
一度に済ませられる！

1日2回転洗濯するご家庭もスムーズ

夜遅くの洗濯物も
しっかり乾かせて、

朝の時間を有効活用できる！

家事の時短化！
乾太くんがあれば

約52分
で5kg

約80分
でも8kg

その1その
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快適な仕上がり

標準コースの運転でも大風量で一気に乾かす
ことで、自然とシワが伸び、アイロン掛けの手間
が省けます。

ふっくら
具合にこ

れだけの
差！

※合計3kg相当の洗濯物で乾燥した場合（大阪ガス調べ）　※ご使用の環境や機器により、結果に誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

天日干し

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。

全自動洗濯乾燥機

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。

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、ふんわりやわらか。

大容量のドラムで、ガスならではの強い温風を
たっぷり送り込みながら乾燥させるので、繊維
が根元から立ち上がり、快適に仕上がります。

繊維が立ち上がり
根元からふんわり

大風量でシワを軽減

天日干し
かさ高 約 cm18

全自動洗濯乾燥機
かさ高 約 cm19

乾太くん
かさ高 約 cm21.5

綿35％・ポリエステル65％のシャツでシワが軽減。
シワがつきやすい綿100％でも、シワが少ない仕上がりに。

1

2

1 2

その2その
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生乾き臭をカット
ガスならではのパワフル温風で悪臭の原因菌を除去

乾太くんなら菌の減少率

モラクセラ・オスロエンシス
©Visuals Unlimited / amanaimages

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。

パワフル温風で「モラクセラ菌」の発育を抑制。

試験機関：愛知学院大学薬学部
試験対象：モラクセラ・オスロエンシス
試験方法：菌付着布の生菌数測定。
　　　　  緩衝液中で菌を洗い出し、寒天平板にて培養。

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も除去できないニオイを
取り除きます。生乾き臭の心配もありません。

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。

65℃の熱に10分間さらされると、発育
が抑制されます※。

［モラクセラ菌とは］

※出典：「International Journal
　　　　of Systematic Bacteriology（IJSB）」（1967年）

99.9%※

※
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滋賀県在住
20代女性

静岡県在住
40代女性

埼玉県在住
40代男性

東京都在住
60代女性

95%約

満足度

外干し不要の乾太くんなら、雨の日はもちろん、花粉の季節や黄砂・
PM2.5などの大気汚染が気になる日のお洗濯も安心です。

清潔乾燥
天候を問わず1年中活躍！

水洗い

室内干し

屋外陰干し

天日干し

 大腸菌数/枚

600,000
17,000

3,600
0

0
各処理後の検体（おむつ）1枚あたりの大腸菌をカウントしたもの
（一社）東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所調べ

雨の日でもふっくら清潔・快適に乾燥できます。

天日干しと同レベルの除菌効果を発揮する乾太くん。
しかも外干しの必要がないので、チリや排気ガスなどの
微粒子が付着する心配もありません。

赤ちゃんの
衣類乾燥にも最適

乾燥前にドラム除菌運転を行うことで、ドラム内の大腸菌を99％
以上除菌。靴の乾燥後も、安心してお使いいただけます。
■試験機関：愛知学院大学薬学部 ■試験用細菌：大腸菌
■試験方法：ドラム内に菌液噴霧した生菌数測定。緩衝液中で菌を洗い出し、寒天平板にて培養。
※ドラム除菌運転はドラムを空の状態で運転します。
※RDT-80シリーズ、RDT-54Sシリーズ、RDT-52SAシリーズ、RDT-31Sシリーズに搭載。

ドラム除菌運転でドラムリフレッシュ！ NEW

以上カット！
大腸菌を99%

大腸菌の除菌効果比較

■調査対象者：リンナイスタイルの会員のうち、「乾太くん」所有者　■調査手法：インターネット調査　■調査期間：2018年6月15日～30日

乾太くんを
使い始めてから、
時間帯に関係なく
洗濯できるように
なりました

使い古した
タオルも見違える
くらいふっくら！
感動的です

1日2回以上
洗濯するので、
洗濯中も乾燥機が
使えて便利

乾太くん歴20年以上！
シワもなく、柔軟剤を
使わなくても
ふんわり
仕上がります

乾太くんを使用しているお客さまのうち95％が「乾太くん」に満足しています。だから ※2011年6月 大阪ガス調べ

その4その
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ガス料金LPG：5.1円/MJ（石油情報センター平成27年度月次
データ平均価格（50m3）データの単純平均より）
電気料金25.6 円/kWh、60Hzの場合（基本料金は加算せず）
条件：実用衣類5kg（綿50％、化繊50％）/脱水度70％　
RDT-54S-SV・標準コースで算出。　リンナイ（株）調べ
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。

エココースの効果

［標準コース］［エココース］

送風33分
温風39分

計72分

+

=

エココースでは、送風運転と温風運転を自動的に切り
換えて衣類を乾燥します。送風運転である程度乾かし
てから、温風運転で仕上げることで、ランニングコスト
を抑えます。
※運転時間は長くなります。

※8kgタイプ・厚物／9kgコース　5kgタイプ・厚物／6kgコース
　3kgタイプ・厚物／4kgコース

温風52分
63円

55円

-8円

「エココース」でより経済的に運転

多彩なコースで、さまざまな洗濯物に対応

ガスの快適性に使いやすさをプラス。 

肌着やワイシャツなど、通常の衣類の
乾燥に。短時間で清潔に、ふんわりと仕
上がります。

ジーンズや厚手のバスタオルなど、乾きにく
いものも生地を傷めず念入りに乾燥します。

乾燥時間を5～90分まで5分ごと（30分以上は10分ごと）に設定できます。
急な雨などで乾きが足りない時に便利です。また、寒い時期に短時間運転でバスタオルや
パジャマをあたためることもできます。

「タイマー運転」で乾燥時間の設定も可能

厚手の衣類もしっかり乾燥

厚物コース（+1kg）
普段の衣類乾燥に

標準コース

充実の機能＆性能

シーツや毛布など、丸まってしまって乾きにくいものも大型
ドラムでふんわり乾燥。

大物もおまかせ「シーツ／毛布コース」

たっぷり乾かせる大容量タイプのRDT-80シリーズ

大型の洗濯機にも対応する乾燥8kgの大容量仕様。
洗濯を終えた後、一度に全容量の洗濯物を乾燥させることが
可能です。

大型化した洗濯機に対応する乾燥容量
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表示部のピクト（図記号）化やボタン配置へのこだわりにより、操作パネルの視認性が高まり、シンプルな操作性を実現しました。
※写真はRDT-54Sシリーズの操作パネルです。

糸くずフィルターが前扉にあるため、汚れ具合が確認しや
すく、お手入れも簡単です。

お手入れ簡単

より見やすく、より使いやすく

乾太くんが家事の負担を軽減します。

庫内にオプションの小物乾燥棚を設置
することで、くつの乾燥にも対応します。
※RDT-80シリーズ・RDT-54Sシリーズに小物乾燥棚は同梱されていません。
※RDT-52SAシリーズは本体に小物乾燥棚が付属しています。
※RDT-31Sシリーズは小物乾燥棚を使用できません。

さらに
こんな乾燥も！

RDT-52SAシリーズはさらに充実の機能を搭載

コース切り換えスイッチ

冷却運転中ランプ フィルター掃除ランプ

電源 入/切スイッチ

デジタル表示部

スタート/一時停止スイッチ

時間調節スイッチ

運転/燃焼ランプ

タイマー運転スイッチ
ドラム除菌運転スイッチ

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。
※小物乾燥棚が必要です。乾燥するコースではありません。

「消臭運転」でニオイを除去

くつ乾燥

※イメージ

フィルターが
前扉にあるから、
お掃除らくらく！



写真はイメージです。9

スタイリッシュな乾太くんなら、

空間や家具との相性に

悩むことはありません。



■ 機能表

●

●

●

●

RDT-54S-SV・54SU-SV

RDT-80・80U

RDT-31S・31SU

RDT-52SA・52SUA・
RDT-52SA-R・52SUA-R

●

●

●

●

標準コース

8kg

5kg

5kg

3kg

乾燥容量

●

●

●

●

厚物コース

●

●

●

●

エココース

ー

ー

●

ー

消臭運転

●

●

●

●

ドラム除菌
運転

ー

ー

●

ー

静電気
低減機能

ー

●

●

●

デリケート
コース

●

●

●

●

残時間
デジタル表示

ー

ー

●

ー

静音ドラム 排湿延長
10m4曲り

●

ー

●

ー

シーツ/毛布
コース

※φ100の場合

タイマー
運転

※
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大容量を一気に。少量を手軽に。
4つのタイプから選べる乾太くん。

5～90分

5～90分

 5～90分

5～90分

ラインアップの
ご紹介

洗濯物を一度に全部乾燥できる。
たっぷり乾燥の8kgタイプ。

ガスコード接続タイプ 

※ネジ接続タイプは RDT-80U（22-0970）
（22-0377）RDT-80

洗濯物が少ないご家族に、
手軽でコンパクトな3kgタイプ。

希望小売価格 ￥ （税抜価格）
（高さ609×幅550×奥行506mm）

ガスコード接続タイプ 

※ネジ接続タイプは RDT-31SU（22-0156）
（22-0147）RDT-31S

家族分のタオルもおまかせ。
使い勝手の良い5kgタイプ。

ガスコード接続タイプ 

※ネジ接続タイプは RDT-54SU-SV（22-0317）
（22-0113）RDT-54S-SV

希望小売価格 ￥ （税抜価格）
（高さ684×幅650×奥行561mm）

希望小売価格 ￥ （税抜価格）
（高さ684×幅650×奥行641mm）

フィルターのお手入れも簡単。
充実の機能を備えた5kgタイプ。

ガスコード接続タイプ 

※ネジ接続タイプは RDT-52SUA（22-1136）
（22-1071）RDT-52SA

希望小売価格 ￥ （税抜価格）
（高さ684×幅654×奥行545mm）

ドアの開き方は設置現場に応じて左右変更できます。
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。

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

※写真はRDT-54S-SV　※操作部の詳細についてはP.8をご覧ください。

左開き

ガスコード接続タイプ 

※ネジ接続タイプはRDT-52SUA-R（22-1144）
（22-1089）RDT-52SA-R

右開き

スタンダードタイプ 左右 可変ドア

乾燥容量 8.0kg

スタンダードタイプ 左右 可変ドア

乾燥容量 5.0kg

デラックスタイプ

乾燥容量 5.0kg

スタンダードタイプ 左右 可変ドア

乾燥容量 3.0kg

左右
可変ドア

NEW

NEW NEW

NEW

1

1

2

3

4

2 3

4



●設置する地域の条例や、ガス機器の設置基準及び実務指針に従ってネジ接続タイプをご手配ください。
・ステンレス製の排湿筒を固定して設置する場合
●屋外設置の場合は、ネジ接続タイプでの設置を推奨させて頂きます。※ただし、ネジ接続タイプは受注生産となりますので、あらかじめご了承ください。

■ ＲＤＴ-54S-SVシリーズ仕様

※受注生産のものがありますので、お問い合わせください。
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RDT-54S-SV 単位：mm
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型　　        式
本　　体　　色 ピュアホワイト

高さ684×幅650×奥行561mm
31kg

AC100V（50/60Hz共用）

50Hz：235W　60Hz：290W
50Hz：0.8W　60Hz：0.8W

5.0kg
小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード） 強化ガスホース（R3/8ネジ接続用）

LPG、13A・12A
連続スパークダイレクト点火

LPG:4.47kW（0.320kg/h）～2.05kW（0.147kg/h）、OFF
13A:4.65kW（4,000kcal/h）～2.05kW（1,760kcal/h）、OFF
12A:4.33kW（3,720kcal/h）～1.91kW（1,640kcal/h）、OFF

外 形 寸 法
質　　        量
電　　        源

ガス 消 費 量

消 費 電 力
待機時消費電力
乾 燥 容 量
ガ　ス　接　続
対 応 ガス 種
点 火 方 式

安 全 装 置

ＲＤＴ-54S-SV ＲＤＴ-54SU-SV

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

■ ＲＤＴ-80シリーズ仕様 RDT-80 単位：mm

型　　        式
本　　体　　色 ピュアホワイト

高さ684×幅650×奥行641mm
33kg

AC100V（50/60Hz共用）

50Hz：250W　60Hz：300W
50Hz：0.8W　60Hz：0.8W

8.0kg
小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード） 強化ガスホース（R3/8ネジ接続用）

LPG、13A・12A
連続スパークダイレクト点火

LPG:4.47kW（0.320kg/h）～2.05kW（0.147kg/h）、OFF
13A:4.65kW（4,000kcal/h）～2.05kW（1,760kcal/h）、OFF
12A:4.33kW（3,720kcal/h）～1.91kW（1,640kcal/h）、OFF

外 形 寸 法
質　　        量
電　　        源

ガス 消 費 量

消 費 電 力
待機時消費電力
乾 燥 容 量
ガ　ス　接　続
対 応 ガス 種
点 火 方 式

安 全 装 置

ＲＤＴ-80 ＲＤＴ-80U

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（ハイリミットスイッチ）、ドアスイッチ、ドラム回転検知、ファン回転検知、
吹出温サーミスタ、モーター加熱防止装置、停電時安全装置、消し忘れ防止装置

RDT-31S 単位：mm
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■ ＲＤＴ-31Sシリーズ仕様
型　　        式
本　　体　　色 ピュアホワイト

高さ609×幅550×奥行506mm
24.5kg

AC100V（50/60Hz共用）

50Hz：160W　60Hz：190W
50Hz：0.8W　60Hz：0.8W

3.0kg
小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード） 強化ガスホース（R3/8ネジ接続用）

LPG、13A・12A
連続スパークダイレクト点火

LPG:2.91kW（0.208kg/h）～1.40kW（0.100kg/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

外 形 寸 法
質　　        量
電　　        源

ガス 消 費 量

消 費 電 力
待機時消費電力
乾 燥 容 量
ガ　ス　接　続
対 応 ガス 種
点 火 方 式

安 全 装 置

ＲＤＴ-31S ＲＤＴ-31SU

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

■ ＲＤＴ-52SAシリーズ仕様 RDT-52SA・52SA-R 単位：mm
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型　　        式
本　　体　　色 ピュアホワイト

高さ684×幅654×奥行545mm
41kg

AC100V（50/60Hz共用）

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

5.0kg
小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード） 強化ガスホース（R3/8ネジ接続用）

LPG、13A・12A
連続スパークダイレクト点火

LPG:5.20kW（0.372kg/h）～2.91kW（0.208kg/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

外 形 寸 法
質　　        量
電　　        源

ガス 消 費 量

消 費 電 力
待機時消費電力
乾 燥 容 量
ガ　ス　接　続
対 応 ガス 種
点 火 方 式

安 全 装 置

ＲＤＴ-52SA・52SA-R ＲＤＴ-52SUA・52SUA-R

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

561
122.5 300 （125）

481 31.4

13
5

650

65
0

68
4

30
5

525

62
7

77
.5 205120

113
φ８２排湿口

54
9.
5

641
122.5 354 （151）

561 31.4

13
5

ガスコード接続タイプ

5°10（
38
8）



※受注生産のものがありますので、お問い合わせください。
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専用台（高）
DS-80HSF
（22-1160）

希望小売価格
￥25,900（税抜価格）

●外形寸法：高さ1,150、1,210、1,270、1,330、1,380×幅649、
686、722、767、812、849、885×奥行636mm（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
■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。

専用台（高）
DS-54HSF
（22-1292）

希望小売価格
￥22,900（税抜価格）

●外形寸法：高さ1,150、1,210、1,270、1,330、1,380×幅664、
701、737、783、828、865、901×奥行555mm（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
■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。

専用台（中）
DS-80MSF
（22-1225）

希望小売価格
￥25,000（税抜価格）

●外形寸法：高さ720、780、840、900、950×幅649×奥行
636mm（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
■衣類の収納ラック等を置くスペースとして活用できます。洗濯
機、洗濯乾燥機は設置できません。

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

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。）

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。）

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）

排湿管カバーエルボ
DPCL-100（φ100）
（22-1020）
希望小売価格
￥1,600（税抜価格）
DPCL-80（φ80）
（22-1004）
希望小売価格
￥1,700（税抜価格）

排湿管セット
DPS-100（22-6896）
希望小売価格
￥11,500（税抜価格）
DPS-75（22-3069）
希望小売価格
￥10,500（税抜価格）

[DPS-100]●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]●アルミフレキ2m（φ80）●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）

ダンパー付
排湿管セット
DPS-100S（φ100）
（22-1233）

希望小売価格
￥10,000（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
（延長は最大2m2曲りまで）

ダンパー付
排湿口ガイド
DG-AK（22-0393）
希望小売価格
￥4,000（税抜価格）

●φ100とφ80は共用です。 ●長さは1mです。

小物乾燥棚
DK-4
（22-4766）

希望小売価格
￥1,100（税抜価格）

本体保護カバー
DC-80
（22-1101）

希望小売価格
￥14,000（税抜価格）

●靴など小物の乾燥にお使いください。●RDT-52SAシリーズ
には専用の小物乾燥棚が付属しています。

●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。）

本体保護カバー
DC-54
（22-1063）

希望小売価格
￥12,500（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。）

●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

●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%

本体保護カバー
DC-31
（22-1055）

希望小売価格
￥12,000（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。）

本体保護カバー
DC-52A
（22-1097）

希望小売価格
￥12,800（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。）

排湿トップ
DT-30NF
（22-7817）

希望小売価格
￥1,400（税抜価格）

排湿トップセット
DT-252NF
（22-7809）

希望小売価格
￥5,000（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）

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。

■ ガス衣類乾燥機ガスコード
小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）

長さ 12A・13A用（都市ガス）・
LPG用（プロパンガス）兼用

￥3,700
￥3,900
￥4,300
￥4,700
￥5,500
￥6,900

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

希望小売価格
（税抜価格）

※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。

RGH-05K（10-7304）
RGH-10K（10-7312）
RGH-15K（10-7320）
RGH-20K（10-7338）
RGH-30K（10-7347）
RGH-50K（10-7355）

●専用ガスコード ●強化ガスホース（R3/8ネジ接続用）

都市ガス用（13A・12A）
RGH-910MA（10-8467）　長さ：1m
希望小売価格（税抜価格） ￥13,100

接続部材のご案内

RDT-54Sシリーズ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-80シリーズ RDT-31SシリーズRDT-52SAシリーズ
オプションのご案内

■写真はDPCL-100です。DPCL-80は形状が異なります。

排湿管カバー
DPC-100（φ100）
（22-1012）
希望小売価格
￥3,500（税抜価格）
DPC-80（φ80）
（22-0997）
希望小売価格
￥3,000（税抜価格）

排湿管
メガネリング
MR-100（φ100）
（22-1047）
希望小売価格
￥1,300（税抜価格）
MR-80（φ80）
（22-1038）
希望小売価格
￥900（税抜価格）

ダンパー付
排湿管セット
DPS-100K（φ100）
（22-0423）
希望小売価格
￥12,500（税抜価格）
DPS-80K（φ80）
（22-0415）
希望小売価格
￥11,500（税抜価格）

排湿口ガイド
DG-100A（φ100）
（22-9950）
希望小売価格
￥2,000（税抜価格）
DG-80A（φ80）
（22-8848）
希望小売価格
￥1,900（税抜価格）

■市販のステンレス製排気筒nKPパイプ（φ100・φ80）を使用
してください。■ステンレス製排湿筒を固定して設置の場合は、
ネジ接続タイプをご手配ください。

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）

■市販のステンレス製排気筒（φ100・φ80）を使用してください。
■ステンレス製排湿筒を固定して設置の場合は、ネジ接続タイプ
をご手配ください。

※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。ガス栓は簡単に増設できます。

LPG用は燃焼用ホースを現地調達してください



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-80シリーズ、RDT-54S・52SA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-31Sシリーズは、φ80：5ｍ2曲り、φ100：10ｍ4曲りまで。

換気が十分できる設備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換気してください。

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-80シリーズ、RDT-54S
　シリーズ、RDT-31Sシリーズは
　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
壁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
行ってください。

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-52SA・52SUA、右開きはRDT-52SA-R・52SUA-Rです。
　RDT-80シリーズ、RDT-54Sシリーズ、RDT-31Sシリーズは出荷時、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・・・。

ガス栓がないお部屋でも約半日でガス栓が増やせ、工事したその日から乾太くんが使えます。
設置場所のご希望に合わせて最適なご提案をしますので、お気軽にお近くの販売店、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。

ガス栓は増設可能。工事も約半日で完了します。

置きたい場所にガス栓がないのですが…。

※RDT-80シリーズ、RDT-54Sシリーズ、
　RDT-31シリーズは500

単位：mm

乾太くんなら乾燥機設置の悩みも解決！
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Q

Q

A

A

乾太くんには、運転中にうっかり前扉を開けた時でもドラムが止まる「扉開閉検知装置」又は「ドアスイッチ」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。もしもの時も安心です。

うっかりドアを開けちゃった！ そんな時も大丈夫？Q
A

ガス衣類乾
燥機

Q&A

ガスコンセントの種類

※詳しい内容は、（株）藤井合金製作所まで、お問い合わせ下さい。

1.先付け・後付け施工が可能
2.取付可能な壁寸法の領域拡大
3.施工時間の短縮
4.後付工法用部品が不要
5.気密カバー対応
6.プレートが現行の電気コンセントとマッチング
7.安全仕様

●電気コンセント付きタイプ（壁用）
1.後付け施工
2.Φ60・Φ65の丸穴に取付け可能
3.施工時間の短縮（簡単固定・配管部自在）
4.防気構造化
5.バリアフリー対応の床用プレート
6.壁用プレートが現行の電気コンセントとマッチング
7.安全仕様

●丸穴式タイプ（壁・床用）



●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-80シリーズ、RDT-54Sシリーズ、RDT-31Sシリーズ、
RDT-52SA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り付けてください。アース線の取り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、排湿筒の取り付けが必要です。排湿
筒の取り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-52SA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縮めます。
●このカタログの掲載機器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

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
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※業務用ガス衣類乾燥機は除く

かんたん便利、交換部品やお手入れ用品はネットショップで注文できます！

スマートフォンで
お買い物

パソコンで
お買い物 リンナイスタイル 検索
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このカタログの掲載内容は、2020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。

●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。

●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。

●お求めは信用とゆきとどいたサービスの店 価格は全て税抜表示

リンナイ株式会社 本社　〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
ホームページアドレス https://www.rinnai.co.jp

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うえ、くれぐれもお間違いのないようにお願いします。

携帯電話でのご利用はこちらまで

全国共通●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

修理についてのお問い合わせは、
リンナイお客様センターへ ※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。


