
 

1月度冷蔵庫画像一覧　さかい電機価格（税込）
♪冷蔵庫 1♪ 2023年1月1日　1/7

※画像をクリックするとメーカー商品ページにジャンプします。

●スマートフォンと連携して、
 食生活を上手にサポート

三菱
700L・6ドア冷蔵庫
MR-WXD70G(XT)

三菱
700L・6ドア冷蔵庫
MR-WXD70G(XT)

253,000円

(

税
込)

230,000円(税別)

幅800×奥行738×高さ1821ｍｍ幅800×奥行738×高さ1821ｍｍ

●わが家の生活パターンで運転してくれる
　全室独立おまかせA.I.

幅650×奥行699×高さ1821ｍｍ幅650×奥行699×高さ1821ｍｍ

三菱
602L・6ドア冷蔵庫
MR-MZ60H（XT)(C)(W)

三菱
602L・6ドア冷蔵庫
MR-MZ60H（XT)(C)(W)

幅685×奥行738×高さ1833mｍ幅685×奥行738×高さ1833mｍ

319,000円
(

税
込)

●驚きの収納力と使いやすさを両立
　スマホ連携プレミアムフレンチモデル
　(真ん中野菜室タイプ)

290,000円(税別)

幅685×奥行738×高さ1833mｍ幅685×奥行738×高さ1833mｍ

幅650×奥行699×高さ1833mｍ幅650×奥行699×高さ1833mｍ

●驚きの収納力と使いやすさを両立
　スマホ連携プレミアムフレンチモデル
　(真ん中冷凍室タイプ)

●驚きの収納力と使いやすさを両立
　スマホ連携プレミアムフレンチモデル
　(真ん中冷凍室タイプ)

幅685×奥行740×高さ1833ｍｍ幅685×奥行740×高さ1833ｍｍ

●まるごとチルド＆新鮮スリープ野菜室
　搭載の鋼板ドアタイプ

日立
617L・6ドア冷蔵庫
R-HW62S(N)(W)

日立
617L・6ドア冷蔵庫
R-HW62S(N)(W)

291,500円

(

税
込)

265,000円(税別)

三菱
540L・6ドア冷蔵庫
MR-MZ54H（XT)(C)(W)

三菱
540L・6ドア冷蔵庫
MR-MZ54H（XT)(C)(W)

幅650×奥行699×高さ1833mｍ幅650×奥行699×高さ1833mｍ

286,000円

(

税
込)

260,000円(税別)

幅650×奥行701×高さ1833ｍｍ幅650×奥行701×高さ1833ｍｍ

●まるごとチルド＆新鮮スリープ野菜室
　搭載の鋼板ドアタイプ

日立
540L・6ドア冷蔵庫
R-HW54S(W)(N)

日立
540L・6ドア冷蔵庫
R-HW54S(W)(N)

247,500円
(

税
込)

225,000円(税別)

三菱
608L・6ドア冷蔵庫
MR-WZ61H(XT)(C)(W)

三菱
608L・6ドア冷蔵庫
MR-WZ61H(XT)(C)(W)

327,800円

(

税
込)

298,000円(税別)

三菱
547L・6ドア冷蔵庫
MR-WZ55H(C)(W)(XT)

三菱
547L・6ドア冷蔵庫
MR-WZ55H(C)(W)(XT)

264,000円

(

税
込)

240,000円(税別)

三菱
517L・6ドア冷蔵庫
MR-WX52H(C)(W)

三菱
517L・6ドア冷蔵庫
MR-WX52H(C)(W)

242,000円

(

税
込)

220,000円(税別)

●驚きの収納力と使いやすさを両立
　スマホ連携プレミアムフレンチモデル
　(真ん中野菜室タイプ)

円

(

税
込)

パナソニック
601L・6ドア冷蔵庫
NR-J60SC(WDW)

パナソニック
601L・6ドア冷蔵庫
NR-J60SC(WDW)

●ナノイーが全室に行き渡り
　すばやく清潔

幅740×奥行733×高さ1828ｍｍ幅740×奥行733×高さ1828ｍｍ

272,800
248,000円(税別)

幅830×奥行635×高さ1,850ｍｍ幅830×奥行635×高さ1,850ｍｍ

アクア
512L・4ドア冷蔵庫
AQR-TZA51M(DS)

アクア
512L・4ドア冷蔵庫
AQR-TZA51M(DS)

●鮮度保持用LEDライトと半密閉構造で
　発芽抑制と鮮度保持を同時に実現
　「ツインLED野菜ルーム」

258,500円

(

税
込)

235,000円(税別)

幅830×奥行635×高さ1,850ｍｍ幅830×奥行635×高さ1,850ｍｍ

アクア
512L・4ドア冷蔵庫
AQR-TZ51M(S)(T)

アクア
512L・4ドア冷蔵庫
AQR-TZ51M(S)(T)

●旬鮮野菜ルームは温度変化を抑えて
　鮮度を長持ち！
●ラップ不要なフレッシュ野菜ケース付

203,500円

(

税
込)

185,000円(税別)

シャープ
504L・6ドア冷蔵庫
SJ-MF50J(H)(W)

シャープ
504L・6ドア冷蔵庫
SJ-MF50J(H)(W)

●薄型大容量・美しいメタル
ドアのスタイリッシュモデル

231,000円

(

税
込)

210,000円(税別)

シャープ
504L・6ドア冷蔵庫
SJ-GK50J(R)(T)

シャープ
504L・6ドア冷蔵庫
SJ-GK50J(R)(T)

●薄型大容量・高品位ガラス
ドア採用のフラグシップモデル

幅650×奥行684×高さ1838ｍｍ幅650×奥行684×高さ1838ｍｍ 幅650×奥行684×高さ1838ｍｍ幅650×奥行684×高さ1838ｍｍ

258,500円
(

税
込)

235,000円(税別)

三菱
503L・6ドア冷蔵庫
MR-MX50H(C)（W)

三菱
503L・6ドア冷蔵庫
MR-MX50H(C)（W)

幅650×奥行699×高さ1826mｍ幅650×奥行699×高さ1826mｍ

253,000円

(

税
込)

●解凍なしで、すぐに使える「切れちゃう
　瞬冷凍A.I.」時短調理をサポート

230,000円(税別)
円

(

税
込)

パナソニック
502L・5ドア冷蔵庫
NR-E509EX(N)(W),L-(N)(W)

パナソニック
502L・5ドア冷蔵庫
NR-E509EX(N)(W),L-(N)(W)

●「ナノイーX」「抗菌ハンドル」搭載、
　日々使うからこそ、清潔に
幅650×奥行699×高さ1828ｍｍ幅650×奥行699×高さ1828ｍｍ

261,800
238,000円(税別)

※左開きもあります※左開きもあります

https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-wxd70g/index.html
https://panasonic.jp/reizo/products/NR-E509EX.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-mx50h/
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-mz60h/
https://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/lineup/rhw62s/
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-wz61h/index.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-wz55h/index.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-mz54h/
https://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/lineup/rhw54s/
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-wx52h/index.html
https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/TZ51M/
https://jp.sharp/reizo/products/sjgk50j/
https://jp.sharp/reizo/products/sjmf50j/
https://sumai.panasonic.jp/kitchen/ref/coordinate/
https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/TZA51M/


1月度冷蔵庫画像一覧　さかい電機価格（税込）
♪冷蔵庫 2♪ 2/7

※画像をクリックするとメーカー商品ページにジャンプします。

幅650×奥行651×高さ1833ｍｍ幅650×奥行651×高さ1833ｍｍ

●まるごとチルド＆新鮮スリープ野菜室
　搭載の鋼板ドアタイプ

日立
485L・6ドア冷蔵庫
R-HW49S(N)(W)

日立
485L・6ドア冷蔵庫
R-HW49S(N)(W)

242,000円

(

税
込)

220,000円(税別)
円

(

税
込)

パナソニック
501L・6ドア冷蔵庫
NR-J50SC(WDW)

パナソニック
501L・6ドア冷蔵庫
NR-J50SC(WDW)

●庫内の空気をAgバイオ除菌
　フィルターに通して除菌

幅685×奥行692×高さ1828ｍｍ幅685×奥行692×高さ1828ｍｍ

209,000
190,000円(税別)

三菱
470L・6ドア冷蔵庫
MR-WX47H(C)(W)

三菱
470L・6ドア冷蔵庫
MR-WX47H(C)(W)

242,000円
(

税
込)

220,000円(税別)

●わが家の生活パターンで運転してくれる
　全室独立おまかせA.I.

幅650×奥行650×高さ1821ｍｍ幅650×奥行650×高さ1821ｍｍ

三菱
470L・6ドア冷蔵庫
MR-WX47LH(W)(C)

三菱
470L・6ドア冷蔵庫
MR-WX47LH(W)(C)

231,000円

(

税
込)

210,000円(税別)

●わが家の生活パターンで運転してくれる
　全室独立おまかせA.I.
　ロータイプモデル
幅650×奥行699×高さ1696ｍｍ幅650×奥行699×高さ1696ｍｍ

●庫内の空気をAgバイオ除菌
　フィルターに通して除菌

パナソニック
470L・6ドア冷蔵庫
NR-J47SC(WDW)

パナソニック
470L・6ドア冷蔵庫
NR-J47SC(WDW)

幅685×奥行692×高さ1750ｍｍ幅685×奥行692×高さ1750ｍｍ

198,000円

(

税
込)

180,000円(税別)

アクア
458L・4ドア冷蔵庫
AQR-VZ46M(W)(T)

アクア
458L・4ドア冷蔵庫
AQR-VZ46M(W)(T)

●冷蔵室から野菜室をシースルーで
　見渡せる「上から見渡す野菜室」
幅600×奥行710×高さ1840ｍｍ幅600×奥行710×高さ1840ｍｍ

181,500円

(

税
込)

165,000円(税別)

シャープ
457L・6ドア冷蔵庫
SJ-MF46J(W)(H)

シャープ
457L・6ドア冷蔵庫
SJ-MF46J(W)(H)

●インテリアになじむ、スタイリッシュな
　薄型デザイン、フレンチドアモデル
幅650×奥行630×高さ1838ｍｍ幅650×奥行630×高さ1838ｍｍ

220,000円
(

税
込)

200,000円(税別)

シャープ
457L・6ドア冷蔵庫
SJ-GK46J(T)(R)

シャープ
457L・6ドア冷蔵庫
SJ-GK46J(T)(R)

●高品位ガラスドア採用のキッチンに
　すっきり置ける奥行薄型モデル
幅650×奥行630×高さ1838ｍｍ幅650×奥行630×高さ1838ｍｍ

242,000円

(

税
込)

220,000円(税別)

シャープ
457L・5ドア冷蔵庫
SJ-MW46J(H)(W)

シャープ
457L・5ドア冷蔵庫
SJ-MW46J(H)(W)

●インテリアになじむ、スタイリッシュな
　薄型デザイン、どっちもドアモデル
幅650×奥行630×高さ1838ｍｍ幅650×奥行630×高さ1838ｍｍ

214,500円

(

税
込)

195,000円(税別)

三菱
455L・6ドア冷蔵庫
MR-MX46H（W)(C)

三菱
455L・6ドア冷蔵庫
MR-MX46H（W)(C)

幅650×奥行650×高さ1826mｍ幅650×奥行650×高さ1826mｍ

253,000円

(

税
込)

●解凍なしで、すぐに使える「切れちゃう
　瞬冷凍A.I.」時短調理をサポート

230,000円(税別)

幅650×奥行699×高さ1,696ｍｍ幅650×奥行699×高さ1,696ｍｍ

三菱
470L・6ドア冷蔵庫
MR-JX47LTE(W)

三菱
470L・6ドア冷蔵庫
MR-JX47LTE(W)

●機能満載のロータイプ

195,800円

(

税
込)

178,000円(税別)

幅835×奥行667×高さ1,775ｍｍ幅835×奥行667×高さ1,775ｍｍ

アクア
475L・2ドア冷蔵庫
AQR-SBS48K2(S)

アクア
475L・2ドア冷蔵庫
AQR-SBS48K2(S)

●庫内が一目で見渡せるショーケース・
　スタイル「パノラマ オープン」

184,800円

(

税
込)

168,000円(税別)

※左開きもあります。※左開きもあります。

アクア
458L・4ドア冷蔵庫
AQR-46N(W),L-(W)

アクア
458L・4ドア冷蔵庫
AQR-46N(W),L-(W)

●60cmスリム幅で省エネ
　コンパクト大容量冷蔵庫
幅600×奥行710×高さ1840ｍｍ幅600×奥行710×高さ1840ｍｍ

209,000円

(

税
込)

190,000円(税別)

1月20日発売予定1月20日発売予定

NO IMAGE

アクア
458L・4ドア冷蔵庫
AQR-VZ46N(W)(T),L-(W)

アクア
458L・4ドア冷蔵庫
AQR-VZ46N(W)(T),L-(W)

●鮮度保持LEDで鮮度アップ
　「見えるツインLED野菜室」
幅600×奥行710×高さ1840ｍｍ幅600×奥行710×高さ1840ｍｍ

283,800円
(

税
込)

258,000円(税別)

※左開きもあります。W色のみ※左開きもあります。W色のみ

●わが家の生活パターンで運転してくれる
　全室独立おまかせA.I.
幅600×奥行699×高さ1821mm幅600×奥行699×高さ1821mm

※左開きもあります※左開きもあります

三菱
455L・5ドア冷蔵庫
MR-B46H(W)(C),L-(W)(C)

三菱
455L・5ドア冷蔵庫
MR-B46H(W)(C),L-(W)(C)

217,800円

(

税
込)

198,000円(税別)

https://sumai.panasonic.jp/kitchen/ref/coordinate/
https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/SBS48K2/
https://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/lineup/rhw49s/
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-wx47h/index.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-wx47lh/index.html
https://sumai.panasonic.jp/kitchen/ref/coordinate/
https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/46N/
https://www.atom-denki.co.jp/image/katarogu/km/mr-jx47lte.pdf
https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/VZ46M/
https://jp.sharp/reizo/products/sjgk46j/
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-mx46h/
https://jp.sharp/reizo/products/sjmf46j/
https://jp.sharp/reizo/products/sjmw46j/
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-b46h/index.html


1月度冷蔵庫画像一覧　さかい電機価格（税込）
♪冷蔵庫 3♪
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※左開きもあります※左開きもあります
●スリムな幅60cm。
 　大容量とコンパクトモデル

三菱
451L・5ドア冷蔵庫
MR-MB45H(C)(W),L-(C)(W)

三菱
451L・5ドア冷蔵庫
MR-MB45H(C)(W),L-(C)(W)

幅600×奥行699×高さ1826mm幅600×奥行699×高さ1826mm

209,000円

(

税
込)

190,000円(税別)

●60cm幅スリムで上まで届きやすい
　ローボディのガラスドア冷蔵庫

アクア
430L・4ドア冷蔵庫
AQR-VZ43M(T)(W),L-(W)

アクア
430L・4ドア冷蔵庫
AQR-VZ43M(T)(W),L-(W)

幅600×奥行710×高さ1750ｍｍ幅600×奥行710×高さ1750ｍｍ

157,300円

(

税
込)

143,000円(税別)

※左開きもあります。W色のみ※左開きもあります。W色のみ ※左開きもあります。S色のみ※左開きもあります。S色のみ

アクア
430L・4ドア冷蔵庫
AQR-V43M(S)(T),L-(S)

アクア
430L・4ドア冷蔵庫
AQR-V43M(S)(T),L-(S)

●60cm幅スリムで使いやすい
　ローボディ430L 
幅600×奥行710×高さ1750ｍｍ幅600×奥行710×高さ1750ｍｍ

148,500円

(

税
込)

135,000円(税別)

幅700×奥行635×高さ1,825ｍｍ幅700×奥行635×高さ1,825ｍｍ

アクア
420L・4ドア冷蔵庫
AQR-TZA42M(DS)

アクア
420L・4ドア冷蔵庫
AQR-TZA42M(DS)

●鮮度保持用LEDライトと半密閉構造で
　発芽抑制と鮮度保持を同時に実現
　「ツインLED野菜ルーム」

253,000円
(

税
込)

230,000円(税別)

●旬鮮野菜ルームは温度変化を抑えて
　鮮度を長持ち！
●ラップ不要なフレッシュ野菜ケース付
幅700×奥行635×高さ1,825ｍｍ幅700×奥行635×高さ1,825ｍｍ

アクア
420L・4ドア冷蔵庫
AQR-TZ42M(T)(S)

アクア
420L・4ドア冷蔵庫
AQR-TZ42M(T)(S)

198,000円

(

税
込)

180,000円(税別)

※左開きもあります。W色のみ※左開きもあります。W色のみ

アクア
368L・4ドア冷蔵庫
AQR-VZ37N(W)(T),L-(W)

アクア
368L・4ドア冷蔵庫
AQR-VZ37N(W)(T),L-(W)

幅600×奥行680×高さ1750ｍｍ幅600×奥行680×高さ1750ｍｍ

195,800円

(

税
込)

178,000円(税別)

●たっぷりおいしく冷凍できる! 
おいシールド冷凍搭載ガラスドア冷蔵庫

シャープ
412L・5ドア冷蔵庫
SJ-G417J(W)

シャープ
412L・5ドア冷蔵庫
SJ-G417J(W)

264,000円

(

税
込)

240,000円(税別)

幅600×奥行698×高さ1820ｍｍ幅600×奥行698×高さ1820ｍｍ

幅600×奥行698×高さ1820ｍｍ幅600×奥行698×高さ1820ｍｍ

●「プラズマクラスター」で
　清潔保存のガラスドアタイプ

●「プラズマクラスター」で
　清潔保存

シャープ
412L・5ドア冷蔵庫
SJ-X417J(W)

シャープ
412L・5ドア冷蔵庫
SJ-X417J(W)

258,500円

(

税
込)

235,000円(税別)

三菱
403L・4ドア冷蔵庫
MR-N40H(T)(W)

三菱
403L・4ドア冷蔵庫
MR-N40H(T)(W)

幅600×奥行699×高さ1820ｍｍ幅600×奥行699×高さ1820ｍｍ

192,500円

(

税
込)

175,000円(税別)

●たっぷり入って整理しやすい
　「ダブル冷凍室」　

円

(

税
込)

パナソニック
406L・5ドア冷蔵庫
NR-E419EX(W)(N),L-(W)(N)

パナソニック
406L・5ドア冷蔵庫
NR-E419EX(W)(N),L-(W)(N)

●「ナノイーX」「抗菌ハンドル」搭載、
　日々使うからこそ、清潔に
幅600×奥行679×高さ1818ｍｍ幅600×奥行679×高さ1818ｍｍ

239,800
218,000円(税別)

※左開きもあります※左開きもあります

円

(

税
込)

パナソニック
450L・5ドア冷蔵庫
NR-E459PX(W)(N),L-(W)(N)

パナソニック
450L・5ドア冷蔵庫
NR-E459PX(W)(N),L-(W)(N)

●IoT機能搭載
スマホ と連携 して、かしこく省エネ
幅600×奥行699×高さ1828ｍｍ幅600×奥行699×高さ1828ｍｍ

261,800
238,000円(税別)

※左開きもあります※左開きもあります

幅600×奥行698×高さ1820ｍｍ幅600×奥行698×高さ1820ｍｍ

●きれいな冷気が庫内を
包み込み、浮遊菌を除菌します

シャープ
412L・5ドア冷蔵庫
SJ-X416J(T)

シャープ
412L・5ドア冷蔵庫
SJ-X416J(T)

176,000円
(

税
込)

160,000円(税別)

シャープ
429L・6ドア冷蔵庫
SJ-MF43K(H)(W)

シャープ
429L・6ドア冷蔵庫
SJ-MF43K(H)(W)

●スタイリッシュなメタルドア
　ロースタイルタイプ

幅650×奥行630×高さ1750ｍｍ幅650×奥行630×高さ1750ｍｍ

330,000円

(

税
込)

300,000円(税別)

1月19日発売予定1月19日発売予定

1月20日発売予定1月20日発売予定

NO IMAGE

アクア
430L・4ドア冷蔵庫
AQR-VZ43N(T)(W),L-(W)

アクア
430L・4ドア冷蔵庫
AQR-VZ43N(T)(W),L-(W)

●冷蔵室から野菜室が見える
　「見える旬鮮野菜室」
幅600×奥行710×高さ1750ｍｍ幅600×奥行710×高さ1750ｍｍ

261,800円

(

税
込)

238,000円(税別)

※左開きもあります。W色のみ※左開きもあります。W色のみ

1月25日発売予定1月25日発売予定

NO IMAGE

アクア
430L・4ドア冷蔵庫
AQR-V43N(S)(T),L-(S)

アクア
430L・4ドア冷蔵庫
AQR-V43N(S)(T),L-(S)

●大容量でも最上段まで届きやすい
　ローボディ、鋼板タイプ
幅600×奥行710×高さ1750ｍｍ幅600×奥行710×高さ1750ｍｍ

250,800円
(

税
込)

228,000円(税別)

※左開きもあります。S色のみ※左開きもあります。S色のみ

https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-mb45h/
https://panasonic.jp/reizo/products/NR-E459PX.html
https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/VZ43M/
https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/V43M/
https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/TZA42M/
https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/TZ42M/
https://jp.sharp/reizo/products/sjg417j/
https://jp.sharp/reizo/products/sjx417j/
https://jp.sharp/reizo/products/sjx416j/
https://panasonic.jp/reizo/products/NR-E419EX.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-n40h/index.html
https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/VZ37N/
https://jp.sharp/reizo/products/sjmf43k/
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♪冷蔵庫 4♪
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※左開きもあります※左開きもあります

パナソニック
365L・3ドア冷蔵庫
NR-C373C(N)(W),L-(N)(W)

パナソニック
365L・3ドア冷蔵庫
NR-C373C(N)(W),L-(N)(W)

●インテリアに調和する、すっきり
　シンプルなデザイン
幅590×奥行633×高さ1807ｍｍ幅590×奥行633×高さ1807ｍｍ

148,500円

(

税
込)

135,000円(税別)

幅600×奥行665×高さ1690ｍｍ幅600×奥行665×高さ1690ｍｍ

126,500円

(

税
込)

シャープ
350L・3ドア冷蔵庫
SJ-GH35G(W)

シャープ
350L・3ドア冷蔵庫
SJ-GH35G(W)

●冷凍室も野菜室も軽々出し入れ
　できるプラズマクラスター冷蔵庫

幅600×奥行665×高さ1690ｍｍ幅600×奥行665×高さ1690ｍｍ

●最上段までらくに手が届く、
　ちょっと低め冷蔵庫

幅600×奥行665×高さ1690ｍｍ幅600×奥行665×高さ1690ｍｍ

●「プラズマクラスター」で清潔保存＆
「節電25」モードで、24時間かしこく節電

115,000円(税別)

※左開きもあります※左開きもあります

パナソニック
335L・3ドア冷蔵庫
NR-C343GC(T)(N),L-(T)(N)

パナソニック
335L・3ドア冷蔵庫
NR-C343GC(T)(N),L-(T)(N)

幅590×奥行633×高さ1687ｍｍ幅590×奥行633×高さ1687ｍｍ

148,500円

(

税
込)

135,000円(税別)

※左開きもあります※左開きもあります

パナソニック
335L・3ドア冷蔵庫
NR-C343C(W)(N),L-(W)(N)

パナソニック
335L・3ドア冷蔵庫
NR-C343C(W)(N),L-(W)(N)

●野菜室が真ん中で使いやすい
　少し低めで奥行うす型冷蔵庫

●野菜室が真ん中で使いやすい少し
　低めで奥行うす型ガラスドア冷蔵庫

幅590×奥行633×高さ1687ｍｍ幅590×奥行633×高さ1687ｍｍ

※左開きもあります※左開きもあります
●ガラスの美しさで飾らない上質を
　極めたこだわりのデザイン
幅600×奥行660×高さ1698ｍｍ幅600×奥行660×高さ1698ｍｍ

132,000円

(

税
込)

120,000円(税別)

126,500円

(

税
込)

アクア
355L・4ドア冷蔵庫
AQR-36M2(W)(S),L-(S)

アクア
355L・4ドア冷蔵庫
AQR-36M2(W)(S),L-(S)

115,000円(税別)

幅600×奥行662×高さ1729ｍｍ幅600×奥行662×高さ1729ｍｍ

●幅60㎝ですっきり置けて
使いやすい高さの4ドア冷蔵庫

※左開きもあります。S色のみ※左開きもあります。S色のみ

幅600×奥行656×高さ1698ｍｍ幅600×奥行656×高さ1698ｍｍ

※左開きもあります※左開きもあります

三菱
330L・3ドア冷蔵庫
MR-CX33H(T)(W),L-(T)(W)

三菱
330L・3ドア冷蔵庫
MR-CX33H(T)(W),L-(T)(W)

170,500円

(

税
込)

155,000円(税別)

●氷点下ストッカーA.I.搭載、
コンパクトで出し入れしやすいロータイプ

三菱
330L・3ドア冷蔵庫
MR-C33H(W)

三菱
330L・3ドア冷蔵庫
MR-C33H(W)

132,000円

(

税
込)

120,000円(税別)

●2段チルドで上段に加工食品下段に
肉や魚など分けて保存ができて衛生的
幅600×奥行656×高さ1698ｍｍ幅600×奥行656×高さ1698ｍｍ

三菱
330L・3ドア冷蔵庫
MR-CG33H(W)(H),L-(W)(H)

三菱
330L・3ドア冷蔵庫
MR-CG33H(W)(H),L-(W)(H)

181,500円
(

税
込)

165,000円(税別)

シャープ
350L・3ドア冷蔵庫
SJ-GW35J(R)(W)

シャープ
350L・3ドア冷蔵庫
SJ-GW35J(R)(W)

203,500円

(

税
込)

185,000円(税別)

シャープ
350L・3ドア冷蔵庫
SJ-W357J(N)

シャープ
350L・3ドア冷蔵庫
SJ-W357J(N)

154,000円
(

税
込)

140,000円(税別)

※左開きもあります※左開きもあります

パナソニック
365L・3ドア冷蔵庫
NR-C373GC(N)(T),L-(N)(T)

パナソニック
365L・3ドア冷蔵庫
NR-C373GC(N)(T),L-(N)(T)

●インテリアに調和する、すっきり　
シンプルなデザインのガラスドア冷蔵庫
幅590×奥行633×高さ1807ｍｍ幅590×奥行633×高さ1807ｍｍ

159,500円
(

税
込)

145,000円(税別)

※左開きもあります※左開きもあります

三菱
365L・3ドア冷蔵庫
MR-CX37H(W)(T),L-(W)(T)

三菱
365L・3ドア冷蔵庫
MR-CX37H(W)(T),L-(W)(T)

187,000円

(

税
込)

170,000円(税別)

●氷点下ストッカーA.I.搭載で
　肉や魚をおいしく便利に保存
幅600×奥行656×高さ1820ｍｍ幅600×奥行656×高さ1820ｍｍ

※左開きもあります。※左開きもあります。

幅600×奥行660×高さ1820ｍｍ幅600×奥行660×高さ1820ｍｍ

●ガラスの美しさで飾らない
上質を極めたこだわりのデザイン

三菱
365L・3ドア冷蔵庫
MR-CG37H(H)(W),L-(H)(W)

三菱
365L・3ドア冷蔵庫
MR-CG37H(H)(W),L-(H)(W)

198,000円

(

税
込)

180,000円(税別)

※左開きもあります。K色のみ※左開きもあります。K色のみ

アクア
368L・4ドア冷蔵庫
AQR-V37N（K)(W),L-(K)

アクア
368L・4ドア冷蔵庫
AQR-V37N（K)(W),L-(K)

幅600×奥行680×高さ1750ｍｍ幅600×奥行680×高さ1750ｍｍ

181,500円

(

税
込)

165,000円(税別)

●野菜室が冷蔵室から見えて野菜の在庫
　管理がラクラク「上から見渡す野菜室」

幅560×奥行665×高さ1698ｍｍ幅560×奥行665×高さ1698ｍｍ

●「メガフリーザー」& 4段
「引き出し式ボックス」で整理収納

シャープ
310L・2ドア冷蔵庫
SJ-PD31J(T)(W)

シャープ
310L・2ドア冷蔵庫
SJ-PD31J(T)(W)

151,800円

(

税
込)

138,000円(税別)

https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/V37N/
https://jp.sharp/reizo/products/sjpd31j/
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-cg37h/index.html
https://panasonic.jp/reizo/products/NR-C373C.html
https://panasonic.jp/reizo/products/NR-C373GC.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-cx37h/
https://jp.sharp/reizo/products/sjgw35j/
https://panasonic.jp/reizo/products/NR-C343GC.html
https://www.atom-denki.co.jp/image/katarogu/km/sj-gh35g.pdf
https://jp.sharp/reizo/products/sjw357j/
https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/36M2/
https://panasonic.jp/reizo/products/NR-C343C.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-cg33h/index.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-c33h/
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-cx33h/
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♪冷蔵庫 5♪
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パナソニック
248L・2ドア冷蔵庫
NR-B251T(SS)

パナソニック
248L・2ドア冷蔵庫
NR-B251T(SS)

●スリムで少し低め163.6cm
　使いやすいシンプル２ドアモデル
幅555×奥行632×高さ1636ｍｍ幅555×奥行632×高さ1636ｍｍ

66,000円

(

税
込)

60,000円(税別)

●大容量冷凍室メガフリーザーで
　まとめ買いも思う存分楽しめます

58,300円

(

税
込)

シャープ
179L・2ドア冷蔵庫
SJ-D18H(W)

シャープ
179L・2ドア冷蔵庫
SJ-D18H(W)

53,000円(税別)

幅495×奥行598×高さ1353ｍｍ幅495×奥行598×高さ1353ｍｍ
幅545×奥行625×高さ1,560ｍｍ幅545×奥行625×高さ1,560ｍｍ

シャープ
225L・2ドア冷蔵庫
SJ-D23J(S)

シャープ
225L・2ドア冷蔵庫
SJ-D23J(S)

79,200円

(

税
込)

72,000円(税別)

●肉や魚の鮮度を保ち、他の食品への
　ニオイ移りも抑えるフレッシュルーム ●電子レンジをのせて使える、

　耐熱100℃のトップテーブル採用

85,800円

(

税
込)

シャープ
179L・2ドア冷蔵庫
SJ-D18J(W)

シャープ
179L・2ドア冷蔵庫
SJ-D18J(W)

78,000円(税別)

幅495×奥行598×高さ1353ｍｍ幅495×奥行598×高さ1353ｍｍ

●自炊が楽しくなる
「氷点下ストッカー」搭載など機能満載
幅540×奥行656×高さ1630ｍｍ幅540×奥行656×高さ1630ｍｍ

三菱
272L・3ドア冷蔵庫
MR-CX27H(W)(H)

三菱
272L・3ドア冷蔵庫
MR-CX27H(W)(H)

137,500円
(

税
込)

125,000円(税別)

アクア
272L・3ドア冷蔵庫
AQR-SV27N(K)(W)

アクア
272L・3ドア冷蔵庫
AQR-SV27N(K)(W)

幅600×奥行657×高さ1419ｍｍ幅600×奥行657×高さ1419ｍｍ

140,800円

(

税
込)

128,000円(税別)

●素早く冷やして、うるおいを保つ
　「旬鮮チルド」搭載　

99,000円

(

税
込)

アクア
272L・3ドア冷蔵庫
AQR-27M2(S)(W)

アクア
272L・3ドア冷蔵庫
AQR-27M2(S)(W)

●オーブンレンジが置ける耐熱100℃
　テーブル、ユニバーサルデザイン
幅600×奥行657×高さ1419ｍｍ幅600×奥行657×高さ1419ｍｍ

90,000円(税別)

●自炊派にぴったり「氷点下
ストッカー」搭載のたっぷり入る300L
幅540×奥行656×高さ1750ｍｍ幅540×奥行656×高さ1750ｍｍ

三菱
300L・3ドア冷蔵庫
MR-CX30H(H)(W)

三菱
300L・3ドア冷蔵庫
MR-CX30H(H)(W)

148,500円

(

税
込)

135,000円(税別)

幅525×奥行593×高さ1380ｍｍ幅525×奥行593×高さ1380ｍｍ

アクア
201L・2ドア冷蔵庫
AQR-20N(W)(S)

アクア
201L・2ドア冷蔵庫
AQR-20N(W)(S)

77,000円
(

税
込)

70,000円(税別)

●ワイドタイプのオーブンレンジが置ける
　「幅52.5cm＆耐熱100℃テーブル」

幅560×奥行665×高さ1568ｍｍ幅560×奥行665×高さ1568ｍｍ

●大容量冷凍室125L&
整理収納しやすい4段ケース採用

シャープ
280L・2ドア冷蔵庫
SJ-PD28J(W)(T)

シャープ
280L・2ドア冷蔵庫
SJ-PD28J(W)(T)

140,800円

(

税
込)

128,000円(税別)

●インテリアに映える、
お手入れしやすいガラスドア冷蔵庫
幅495×奥行598×高さ1203ｍｍ幅495×奥行598×高さ1203ｍｍ

88,000円

(

税
込)

シャープ
152L・2ドア冷蔵庫
SJ-GD15J(B)(W)

シャープ
152L・2ドア冷蔵庫
SJ-GD15J(B)(W)

80,000円(税別)

●耐熱（約100℃）
　フルフラットトップテーブル

三菱
168L・2ドア冷蔵庫
MR-P17G(H)

三菱
168L・2ドア冷蔵庫
MR-P17G(H)

59,400円

(

税
込)

幅480×奥行595×高さ1338ｍｍ幅480×奥行595×高さ1338ｍｍ

54,000円(税別)

パナソニック
168Ｌ・2ドア冷蔵庫
NR-B17HW(T)(W)

パナソニック
168Ｌ・2ドア冷蔵庫
NR-B17HW(T)(W)

●インテリアになじむマットな
　デザインのパーソナル冷蔵庫

幅480×奥行586×高さ1293ｍｍ幅480×奥行586×高さ1293ｍｍ

63,800円
(

税
込)

58,000円(税別)

アクア
168L・2ドア冷蔵庫
AQR-17N(R)(W)

アクア
168L・2ドア冷蔵庫
AQR-17N(R)(W)

●ワイドタイプのオーブンレンジが置ける
　「幅52.5cm＆耐熱100℃テーブル」
幅525×奥行593×高さ1215ｍｍ幅525×奥行593×高さ1215ｍｍ

67,980円

(

税
込)

61,800円(税別)

●電子レンジをのせて使える、
　耐熱100℃のトップテーブル採用

74,800円

(

税
込)

シャープ
152L・2ドア冷蔵庫
SJ-D15J(H)(W)

シャープ
152L・2ドア冷蔵庫
SJ-D15J(H)(W)

68,000円(税別)

幅495×奥行598×高さ1203ｍｍ幅495×奥行598×高さ1203ｍｍ

https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-cx30h/index.html
https://jp.sharp/reizo/products/sjd18h/
https://jp.sharp/reizo/products/sjpd28j/
https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/SV27N/
https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/27M2/
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-cx27h/index.html
https://panasonic.jp/reizo/products/NR-B251T.html
https://jp.sharp/reizo/products/sjd23j/
https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/20N/
https://jp.sharp/reizo/products/sjd18j/
https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/17N/
https://jp.sharp/reizo/products/sjgd15j/
https://panasonic.jp/reizo/products/NR-B17HW.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=313724
https://jp.sharp/reizo/products/sjd15j/
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パナソニック
75Ｌ・1ドア冷蔵庫
NR-A80D(W)

パナソニック
75Ｌ・1ドア冷蔵庫
NR-A80D(W)

●業界トップクラスの静音性の
　コンパクト1ドア冷蔵庫

幅460×奥行496×高さ695ｍｍ幅460×奥行496×高さ695ｍｍ

41,800円

(

税
込)

38,000円(税別)

直冷式

●耐熱100℃の
　トップテーブル採用

幅480×奥行520×高さ1160ｍｍ幅480×奥行520×高さ1160ｍｍ

シャープ
128L・2ドア冷蔵庫
SJ-H13E(S)

シャープ
128L・2ドア冷蔵庫
SJ-H13E(S)

30,800円

(

税
込)

直冷式

28,000円(税別)

パナソニック
138Ｌ・2ドア冷蔵庫
NR-B14HW(W)(T)

パナソニック
138Ｌ・2ドア冷蔵庫
NR-B14HW(W)(T)

●インテリアになじむマットな
　デザインのパーソナル冷蔵庫

幅480×奥行586×高さ1119ｍｍ幅480×奥行586×高さ1119ｍｍ

52,800円

(

税
込)

48,000円(税別)

●汚れが簡単に拭き取れて清潔に使える
　3段全段ガラスシェルフ

三菱
146L・2ドア冷蔵庫
MR-P15G(W)

三菱
146L・2ドア冷蔵庫
MR-P15G(W)

47,300円

(

税
込)

幅480×奥行595×高さ1213ｍｍ幅480×奥行595×高さ1213ｍｍ

43,000円(税別)

直冷式

アクア
75L・1ドア冷蔵庫
AQR-8K2(S)

アクア
75L・1ドア冷蔵庫
AQR-8K2(S)

●製品上部スペースを
有効活用しやすい『トップテーブル』
幅426×奥行459×高さ827ｍｍ幅426×奥行459×高さ827ｍｍ

30,580円

(

税
込)

27,800円(税別)

アクア
135L・2ドア冷蔵庫
AQR-14N(S)

アクア
135L・2ドア冷蔵庫
AQR-14N(S)

●引き出し式冷凍室＆
　耐熱100度テーブル
幅495×奥行573×高さ1193ｍｍ幅495×奥行573×高さ1193ｍｍ

52,800円
(

税
込)

48,000円(税別)

●大容量冷凍室メガフリーザーで
　まとめ買いも思う存分楽しめます

46,200円

(

税
込)

シャープ
152L・2ドア冷蔵庫
SJ-D15H(W)

シャープ
152L・2ドア冷蔵庫
SJ-D15H(W)

42,000円(税別)

幅495×奥行598×高さ1203ｍｍ幅495×奥行598×高さ1203ｍｍ

●プラズマクラスターイオンで
　庫内を包み込み、冷気の除菌

幅495×奥行598×高さ1150ｍｍ幅495×奥行598×高さ1150ｍｍ

57,200円

(

税
込)

52,000円(税別)

シャープ
126L・1ドア
フリーザー
FJ-HF13H(W)

シャープ
126L・1ドア
フリーザー
FJ-HF13H(W)

●コンパクトで大容量、
　しかも省エネ

幅480×奥行586×高さ1291ｍｍ幅480×奥行586×高さ1291ｍｍ

61,600円
(

税
込)

56,000円(税別)

三菱
144L・1ドア
フリーザー
MF-U14H（B)(W)

三菱
144L・1ドア
フリーザー
MF-U14H（B)(W)

●コンパクトで大容量、
　しかも省エネ

幅480×奥行586×高さ1126ｍｍ幅480×奥行586×高さ1126ｍｍ

51,700円

(

税
込)

47,000円(税別)

三菱
121L・1ドア
フリーザー
MF-U12H(W)

三菱
121L・1ドア
フリーザー
MF-U12H(W)

https://jp.sharp/reizo/products/sjd15h/
https://panasonic.jp/reizo/products/NR-B14HW.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProduct.do?pid=313720&ccd=10201010
https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/14N/
https://jp.sharp/reizo/products/sjh13e/
https://panasonic.jp/reizo/p-db/NR-A80D.html
https://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/8K2/
https://jp.sharp/reizo/products/fjhf13h/
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mf-u14h/
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mf-u12h/
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シャープ
502L・5ドア冷蔵庫
SJ-AW50G(R)(W)

シャープ
502L・5ドア冷蔵庫
SJ-AW50G(R)(W)

●AIoT対応
どっちもドアモデル

幅685×奥行699×高さ1838ｍｍ幅685×奥行699×高さ1838ｍｍ

220,000円

(

税
込)

200,000円(税別)

2020年モデル

●洗練されたデザインで傷が
つきにくい高品位ガラスドアを採用
幅495×奥行598×高さ1203ｍｍ幅495×奥行598×高さ1203ｍｍ

60,500円
(

税
込)

シャープ
152L・2ドア冷蔵庫
SJ-GD15H(B)(W)

シャープ
152L・2ドア冷蔵庫
SJ-GD15H(B)(W)

55,000円(税別)

パナソニック
225L・1ドア
フリーザー
NR-FC23FC(W)

パナソニック
225L・1ドア
フリーザー
NR-FC23FC(W)

●まとめ買いが多いご家庭にぴったり！ 
大物も丸ごと入る、冷凍ストッカー
幅852×奥行655×高さ858ｍｍ幅852×奥行655×高さ858ｍｍ

162,800円
(

税
込)

148,000円(税別)

パナソニック
121L・1ドア
フリーザー
NR-FZ120D(SS)

パナソニック
121L・1ドア
フリーザー
NR-FZ120D(SS)

●幅48cmの置きやすいスリムタイプの
ホームフリーザー
幅480×奥行586×高さ1126ｍｍ幅480×奥行586×高さ1126ｍｍ

55,000円

(

税
込)

50,000円(税別)

幅503×奥行598×高さ1310ｍｍ幅503×奥行598×高さ1310ｍｍ

アクア
153Ｌ・1ドア
フリーザー
AQF-GS15M(W)

アクア
153Ｌ・1ドア
フリーザー
AQF-GS15M(W)

62,700円

(

税
込)

57,000円(税別)

●インテリアに映えるガラスドア
＆ガラステーブル

幅557×奥行651×高さ882ｍｍ幅557×奥行651×高さ882ｍｍ

アクア
100Ｌ・2ドア
フリーザー
AQF-GD10M(W)

アクア
100Ｌ・2ドア
フリーザー
AQF-GD10M(W)

63,800円

(

税
込)

58,000円(税別)

●インテリアに映えるガラスドア
＆ガラステーブル

幅360×奥行635×高さ1455ｍｍ幅360×奥行635×高さ1455ｍｍ

アクア
105Ｌ・1ドア
フリーザー
AQF-SF11M(K)(W)

アクア
105Ｌ・1ドア
フリーザー
AQF-SF11M(K)(W)

45,100円
(

税
込)

41,000円(税別)

●すき間に無駄なく置ける
超スリム 36 cm

●インテリアに映えるガラスドア
＆ガラステーブル
幅503×奥行598×高さ1185ｍｍ幅503×奥行598×高さ1185ｍｍ

アクア
134L・1ドア
フリーザー
AQF-GS13M(W)

アクア
134L・1ドア
フリーザー
AQF-GS13M(W)

52,800円

(

税
込)

48,000円(税別)

パナソニック
362L・1ドア
フリーザー
NR-FC36FC(W)

パナソニック
362L・1ドア
フリーザー
NR-FC36FC(W)

●まとめ買いが多いご家庭にぴったり！ 
大物も丸ごと入る、冷凍ストッカー
幅1262×奥行655×高さ858ｍｍ幅1262×奥行655×高さ858ｍｍ

184,800円

(

税
込)

168,000円(税別)

パナソニック
463L・1ドア
フリーザー
NR-FC46FC(W)

パナソニック
463L・1ドア
フリーザー
NR-FC46FC(W)

●まとめ買いが多いご家庭にぴったり！ 
大物も丸ごと入る、冷凍ストッカー
幅1562×奥行655×高さ858ｍｍ幅1562×奥行655×高さ858ｍｍ

228,800円

(

税
込)

208,000円(税別)

https://aqua-has.com/freezer/product/aqf01/GS15M/
https://aqua-has.com/freezer/product/aqf01/GD10M/
https://aqua-has.com/freezer/product/aqf01/GS13M/
https://aqua-has.com/freezer/product/aqf01/SF11M/
https://panasonic.jp/reizo/p-db/NR-FC46FC.html
https://panasonic.jp/reizo/products/NR-FZ120D.html
https://panasonic.jp/reizo/p-db/NR-FC36FC.html
https://panasonic.jp/reizo/p-db/NR-FC23FC.html
https://jp.sharp/reizo/products/sjgd15h/



