
このカタログの内容は2023年1月現在のものです。

S510488

創業80年＊、米どころ「新潟」で製造しています。
素 材 や 部 品 の 加 工 から製 品 の 組 立
まで 一 貫 生 産 体 制 で 実 施 。鍛 造 技
術・切 削 技 術を強 化し、複 雑 な 内 釜
の形状を実現しながら、独自の機能・
性能で、今までにないおいしさ・使い
やすさをお届けします。

東芝こだわりの溶湯鍛造製法。東芝こだわりの溶湯鍛造製法。

鍛造成型 一品削り出し注入

500tの高圧をかけて、強固な釜を成形 一品一品削り出して仕上げる高温のアルミニウムを流し込む

加茂市

＊1942年7月創業

東芝ホームテクノ（株）本社工場 ▶
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※1.保証期間内に内側のフッ素樹脂コーティングがはがれた場合は新品とお取り替えいたします（取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外となりま
す）。※2.炊飯時間の目安は電圧100V、室温・水温23℃（炊飯量・炊飯コース・室温・水温・水加減により炊飯時間は異なります）。●医療用ペースメーカーをお使いの方
は、IH炊飯器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください。●圧力タイプ炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読み

になり、正しくお使いください。●画像はイメージです。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

▶商品の機能は仕様一覧表（P.15-P.16）をご覧ください。●詳細は取扱説明書をご確認ください。無洗米コースは約5分長くなります。

形 名 タイプ 気圧　　　　　　　　　　　　
（圧力可変）

　　メニュー その他コース

かまど名人
（銘柄おまかせ）

銘柄
炊き分け 甘み炊き ねらい

炊き
早炊き

（2合時）
少量

（1合時）
（銘柄おまかせ）

お弁当 炊込み おかゆ 
（1合時）

玄米
麦

ご 飯
雑 穀

米
エコ
炊飯 煮沸クリーニング炊き

分け
かまど
名人 早炊き おかゆ

（1合時）
白米混合

［白米：玄米の割合］

RC-
10ZWT

真空
圧力

IH
0.5～1.2 5通り

かため 28分
おすすめ 38分
やわらか 48分

66銘柄
しゃっきり 58分
おすすめ 63分
もちもち 68分

25～50分
（5分単位で選択）

21分 35分 60分 45分 65分 105分 53分 80分
［2：1］60分
［1：1］70分
［1：2］80分

45分 55分 45分 10分／30分／
60分

■各コースの炊飯時間（3合炊飯時の目安）※2

■ 真空でひたして圧力で炊く

（K）グランブラック （W）グランホワイト

水にまでこだわった、東芝の最高級モデル。

■ お気に入りのお米を炊き分け

■ 水の硬度に合わせて炊き分け

RC-10ZWT(K)
(W)

1.0L炊き（約0.5〜5.5合） 	
省エネ基準達成率 年間消費電力量

100％ 89.2kWh／年
◎出荷時コース：「エコ炊飯」

■ 対流の回転を切り替えて内釜全体を均一に加熱

2

※1
 

おすすめかため しゃっきり やわらか もちもち 

■ 「かまど名人」炊き分け〈5通り〉

66
銘柄

洗米OK！内釜

5年※1

保証

内釜

約
使いやすい

オープン価格★

＊1 2023年1月1日現在、国内家庭用100Vジャー炊飯器において、炊飯中に対流の回転方
向を切り替える技術。
＊2 2023年1月1日現在、国内家庭用100Vジャー炊飯器の最大炊飯容量0.99L以上
1.44L未満（省エネ法の区分による）において。

1

(イメージ図)

(イメージ図)
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＊1.「おすすめ」コースのみ。

※1.RC-10VXT・RC-10VST：7本、RC-18VXT・RC-18VST：9本、RC-10VRT・RC-18VRT：5本。※2.保証期間内に内側のフッ素樹脂コーティングがはがれた場合は新品とお取り替えいた
します（取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外となります）。※3.RC-10VXT・RC-10VST・RC-10VRT本かまど「おすすめ」コース3合炊飯時。RC-10HR・RC-10MSL本
かまどコース3合炊飯時。電圧100V、室温・水温23℃（炊飯量・炊飯コース・室温・水温・水加減により炊飯時間は異なります）。※4.【試験機関】（一財）新潟県環境衛生研究所【試験方法】JIS	Z	

2801に準拠【抗菌方法】抗菌剤を樹脂に練り込み【試験結果】99%以上の抗菌効果	報告書番号：第202109850-001-MBA号※5.炊飯時間の目安は電圧100V、室温・水温23℃（炊飯量・
炊飯コース・室温・水温・水加減により炊飯時間は異なります）。●医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください。●圧力タイプ炊飯
器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。●画像はイメージです。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

▶商品の機能は仕様一覧表（P.15-P.16）をご覧ください。●詳細及び1.8Lタイプは取扱説明書をご確認ください。

形名 タイプ 気圧
（圧力可変）

　　メニュー その他コース
白米 玄米

麦ご飯 雑穀米 エコ
炊飯 調理コース お手入れコース

10～60分本かまど 甘み炊き ねらい炊き そくうま 早炊き 少量（1合時） お弁当 炊込み おかゆ（1合時） 本かまど そくうま おかゆ（1合時） 白米混合［白米：玄米の割合］炊き分け
RC-10VXT 真空圧力IH 0.5～1.2 5通り かため 28分／おすすめ 38分／やわらか 48分 63分 25*1～50分

（5分単位で選択） － 18分
（1合時） 35分 60分 45分 65分 105分 53分*2 80分 ［2：1］60分／［1：1］70分／［1：2］80分 45分 55分 45分 温泉卵 ●

RC-10VST 真空圧力IH 0.6～1.05 5通り かため 30分／おすすめ 40分／やわらか 50分 68分 30～50分
（5分単位で選択） 27分 20分

（1合時） 40分 60分 45分 65分 105分 58分 85分 ［2：1］70分／［1：1］80分／［1：2］90分 45分 55分 45分 温泉卵／豆腐 ●
RC-10VRT 真空IH 0.7～1.0 3通り かため 33分／おすすめ 43分／やわらか 53分 73分 35～50分

（5分単位で選択） 28分 26分 － 65分 45分 65分 105分 － － － 45分 60分 45分 温泉卵／ケーキ ●

■各コースの炊飯時間（3合炊飯時の目安）※5

＊2.VXTは早炊きコース。

凹凸が少ないスッキリ▶ 
内ぶたで洗いやすい！

◀︎フラットパネルで、
拭きやすい！

内蔵蒸気口はワン▶
タッチで 取り外し
可 能。さらに 分 解
で きるから、洗 い
やすい！

お手入れしやすくなりました！ お手入れしやすくなりました！

抗菌
フックボタン

※4      
抗菌
フックボタン

※4      

（W）ホワイト

（W）ホワイト

手軽においしく炊き上げるマイコンタイプ。

「真空 IH」タイプの
スタンダードモデル。

省エネ基準達成率 年間消費電力量
100％ 81.1kWh／年

◎出荷時コース：「エコ炊飯」

RC-10MSL(W)

1.0L炊き（約1〜5.5合）  オープン価格★

省エネ基準達成率 年間消費電力量
100％ 134.4kWh／年

◎出荷時コース：「エコ炊飯」

RC-18MSL(W)

1.8L炊き（約2合〜1升）  オープン価格★

省エネ基準達成率 年間消費電力量
100％ 93.4kWh／年

◎出荷時コース：「エコ炊飯」

RC-10HR(W)

1.0L炊き（約0.5〜5.5合）  オープン価格★

省エネ基準達成率 年間消費電力量
112％ 83.8kWh／年

◎出荷時コース：「エコ炊飯」

RC-10VRT(K)
(W)

1.0L炊き（約0.5〜5.5合）  オープン価格★

省エネ基準達成率 年間消費電力量
112％ 128.7kWh／年

◎出荷時コース：「エコ炊飯」

RC-18VRT(K)
(W)

1.8L炊き（約1合〜1升）  オープン価格★

■ かまどのような熱対流で旨さを高める
  「鍛造かまど銅釜」

	 ※1 ※2

60°
5厚さ

mm

釜底

（イメージ図）

（イメージ図）

■ かまどのような熱対流で旨さを高める
  「かまど銅釜」

 ※1 ※2

60°
（イメージ図）

「備長炭ダイヤモンド釜」でふっくらIHタイプ。

■「本かまど」コース 炊飯時間 約50分※3

備長炭ダイヤモンド釜

■「本かまど」コース 炊飯時間 約55分※3

金色コート釜

「丸底と厚み」による激しい
熱対流で、一粒一粒ふっくら。

丸底60°の強い熱対流で、
ふっくら。

■ 「本かまど」炊き分け〈5通り〉炊飯時間 約40分※3

■ 「本かまど」炊き分け〈3通り〉炊飯時間 約43分※3

おすすめかため やわらか 

RC-10VST(K)
(W)

1.0L炊き（約0.5〜5.5合）  オープン価格★

省エネ基準達成率 年間消費電力量
107％ 84.2kWh／年

◎出荷時コース：「エコ炊飯」

RC-18VST(K)
(W)

1.8L炊き（約1合〜1升）  オープン価格★

省エネ基準達成率 年間消費電力量
107％ 131.5kWh／年

◎出荷時コース：「エコ炊飯」

洗うのは内釡と内ぶたの2点だけ！

■ 1420Wの大火力

■ 時間も食感もお好みで炊き上げる「ねらい炊き」

もちもちおすすめしゃっきり
お好みの時間

5分単位で選択できる！

＊「おすすめ」コースのみ。

50分25＊分
お好みの食感

RC-10VXT(K)
(W)

1.0L炊き（約0.5〜5.5合）  オープン価格★

省エネ基準達成率 年間消費電力量
105％ 87.2kWh／年

◎出荷時コース：「エコ炊飯」

RC-18VXT(K)
(W)

1.8L炊き（約1合〜1升）  オープン価格★

省エネ基準達成率 年間消費電力量
105％ 136.5kWh／年

◎出荷時コース：「エコ炊飯」

7厚さ
mm

釜底

60°

コシヒカリ・ひとめぼれ・ヒノヒカリ・あきたこまち・ななつぼし・ゆめぴりか・つや姫
■ お米の個性に合わせた「銘柄炊き分け」 7銘柄に対応！

コシヒカリ・ひとめぼれ・ヒノヒカリ・あきたこまち・ななつぼし
■ お米の個性に合わせた「銘柄炊き分け」 5銘柄に対応！

■ 1420Wの大火力 ■ 1420Wの大火力

（K）グランブラック （K）グランブラック（W）ホワイト （W）ホワイト （K）グランブラック （W）ホワイト

■ 丸底と厚みで旨さをさらに高める「鍛造かまど備長炭釜」

効率的に対流を起こし、
沸騰を促進する膨らみ

■ 真空（0.5気圧）でひたして圧力（1.2気圧）で炊く　 ■ 真空（0.6気圧）でひたして圧力（1.05気圧）で炊く

おすすめかため しゃっきり やわらか もちもち 

■ 「本かまど」炊き分け〈5通り〉
おすすめかため しゃっきり やわらか もちもち 

炊飯時間 約38分※3

※1

※2      

フックボタンは
衛生的な抗菌※4加工

13 14

真空圧力IHジャー炊飯器 真空IHジャー炊飯器 IHジャー炊飯器

マイコンジャー炊飯器



●機能マークの説明はP.18をご覧ください。●圧力タイプや真空タイプ、IHタイプは各機構部の動作にともなう「カチャ」「ブーン」などの音がします。故障ではあり
ませんので安心してお使いください。●医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください。
●圧力タイプ炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

■仕様一覧表

省エネマーク   
このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。

「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。％の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

※1.メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。※2.RC-10ZWT白米銘柄おまかせ・かまど名人「おすすめ」コース3合炊飯時、RC-10VXT・RC-10VST・
RC-10VRT白米本かまど「おすすめ」コース3合炊飯時、RC-10HR・RC-10MSL白米本かまどコース3合炊飯時。電圧100V、室温・水温23℃（炊飯量・炊飯コース・室
温・水温・水加減により炊飯時間は異なります）。※3.25分設定は「おすすめ」コースのみ。※4.出荷時、省エネ法・特定機器「ジャー炊飯器」の測定方法による数値で
す。実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧くださ
い。※5.「1時間当たりの保温時消費電力量」、「年間消費電力量」は「1回当たりの炊飯時消費電力量」に記載している出荷時に設定されている（　）内の炊飯コースで炊
飯したときの数値です（区分名も同法に基づく炊飯方式、最大炊飯容量によります）。【IH】磁力線によって内釜そのものを発熱させ、強い火力で炊き上げます。【着脱丸
洗い内ぶた＆蒸気口】内ぶたと蒸気口が取り外せて丸洗いできます。【内ぶたディンプル加工】内ぶたに熱効率の高いディンプル加工を採用しています。【予約メモリー】
一度セットした予約時刻を記憶します。【食感炊き分け】お好みの食感が選べます。【内釜5年保証】【内釜3年保証】保証期間内に内側のフッ素樹脂コーティングがはが
れた場合は新品とお取り替えいたします（取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外となります）。【調理コース】温泉卵など、手軽に調理ができます。

【共通機能】●自動保温 ●予約（炊き上がり時刻）●くっきり水位線 ●つゆ防止保温ダブルヒーター（ふたヒーターと胴ヒーターで、保温中に内ぶたや内釜に付くつゆを防ぎます）。

タイプ 真 空 圧 力 I H 真 空 I H I H マイコン

形　名

                                                         

（K）グランブラック／（W）グランホワイト （K）グランブラック／（W）ホワイト （K）グランブラック／（W）ホワイト （K）グランブラック／（W）ホワイト （W）ホワイト （W）ホワイト

RC-10ZWT RC-10VXT RC-18VXT RC-10VST RC-18VST RC-10VRT RC-18VRT RC-10HR RC-10MSL RC-18MSL
最大炊飯容量 1.0L（約5.5合） 1.0L（約5.5合） 1.8L（約1升） 1.0L（約5.5合） 1.8L（約1升） 1.0L（約5.5合） 1.8L（約1升） 1.0L（約5.5合） 1.0L（約5.5合） 1.8L（約1升）

お
い
し
さ
機
能

内　釜　

　 　　

   

 

  

コーティング　　　　　外面 備長炭入り遠赤外線コート 銅コート 銅コート 遠赤コート 金色コート
内面 ダイヤモンドチタンコート ダイヤモンドチタンコート ダイヤモンドチタンコート 備長炭ダイヤモンドコート －

釜底WAVE ●（14本） ●（7本） ●（9本） ●（7本） ●（9本） ●（5本） － －

気圧コントロール 真空 0.5～
（保温時0.6）

圧力 1.2気圧
（圧力可変）

真空 0.5～
（保温時0.6）

圧力 1.2気圧
（圧力可変）

真空 0.6～
（保温時0.7）

圧力 1.05気圧
（圧力可変） 真空 0.7～ － － －

ひたし 真空ひたし 真空ひたし 真空ひたし 年中ぴったりひたし ●

保温時間※1 真空保温  白米40時間（エコ炊飯・玄米・白米混合・麦ご飯・雑穀米保温12時間） 真空保温  白米40時間
（エコ炊飯・玄米・白米混合・麦ご飯・雑穀米保温12時間）

真空保温  白米40時間
（エコ炊飯・玄米・麦ご飯・雑穀米保温12時間）

白米24時間
（エコ炊飯・玄米・麦ご飯・雑穀米保温12時間） 白米12時間

内ぶた加工 （ステンレス） （ステンレス） ディンプル加工（ステンレス） ディンプル加工 ディンプル加工
水硬度炊き分け ● － － － － －

メ
ニ
ュ
ー

炊
飯
コ
ー
ス

白
米
・
無
洗
米

おすすめ炊飯コース
（食感炊き分け）

「かまど名人」炊き分け 5通り  
炊飯時間	約38分※2

「本かまど」炊き分け 5通り  
炊飯時間	約38分※2

「本かまど」炊き分け 5通り
炊飯時間	約40分※2

「本かまど」炊き分け 3通り
炊飯時間	約43分※2

「本かまど」
炊飯時間	約50分※2

「本かまど」
炊飯時間	約55分※2

甘み炊き（食感炊き分け） 「甘み炊き」炊き分け	3通り 「甘み炊き」 「甘み炊き」 「甘み炊き」 － －
ねらい炊き 25〜50分（5分単位）炊き分け3通り 25〜50分（5分単位）炊き分け3通り※3 30〜50分（5分単位）炊き分け3通り 35〜50分（5分単位）炊き分け3通り － －
銘柄炊き分け 66銘柄 7銘柄 5銘柄 － － －
早炊きコース 早炊き そくうま／早炊き そくうま／早炊き 早炊き 早炊き
出荷時コース エコ炊飯 エコ炊飯 エコ炊飯 エコ炊飯 エコ炊飯

その他のコース おかゆ／炊込み／少量／お弁当 おかゆ／炊込み／少量／お弁当 おかゆ／炊込み／お弁当 やわらか／おかゆ／炊込み／無洗米 おかゆ

健
康

玄米 かまど名人／白米混合炊き分け3通り
（玄米＋白米）／おかゆ／早炊き

本かまど／白米混合炊き分け3通り
（玄米＋白米）／おかゆ／早炊き

本かまど／白米混合炊き分け3通り
（玄米＋白米）／おかゆ／そくうま 本かまど 玄米 －

麦ご飯／雑穀米 麦ご飯／雑穀米 麦ご飯／雑穀米 麦ご飯／雑穀米 麦ご飯／雑穀米 －
調理コース － 温泉卵 温泉卵／豆腐 温泉卵／ケーキ 温泉卵 パン発酵／パン・ケーキ／温泉卵

使
い
や
す
さ

タッチパネル ● ● － － －

表示部 4.3インチカラータッチ液晶 バックライト液晶（ブラック） ●（グレー） ●（グレー） ●（グレー） バックカラー液晶（オレンジ）

炊き上がり残時間表示 ● ● ● ● ●
予約メモリー数 4 2 2 2 2 2

クリーンフレーム ●（ステンレス） ●（ステンレス） － － －
着脱丸洗い内ぶた＆蒸気口 ●（スッキリ内ぶた＆内蔵蒸気口） ●（スッキリ内ぶた＆内蔵蒸気口） ●（蒸気口セットなし） ● ●

煮沸クリーニング／お手入れコース 煮沸クリーニング（10分／30分／60分） お手入れコース（10～60分） お手入れコース（10～60分） お手入れコース（10～60分） 早炊きコース水位2合にて対応 本かまどコース水位2合にて対応
消費電力（W） 1420 1420 1420 1100 640 895

1回当たりの炊飯時消費電力量（Wh）
172.2

（エコ炊飯）※4
185.2

（かまど名人 おすすめ）

188.6
（エコ炊飯）※4

197.7
（本かまど おすすめ）

248.5
（エコ炊飯）※4

265.6
（本かまど おすすめ）

176.7
（エコ炊飯）※4

189.8
（本かまど おすすめ）

234.3
（エコ炊飯）※4

258.3
（本かまど おすすめ）

171.7
（エコ炊飯）※4

183.4
（本かまど おすすめ）

228.2
（エコ炊飯）※4

248.2
（本かまど おすすめ）

168.0
（エコ炊飯）※4

185.8
（本かまど）

147.1
（エコ炊飯）※4

177.1
（本かまど）

212.7
（エコ炊飯）※4

237.0
（本かまど）

1時間当たりの保温時消費電力量（Wh）※5 15.9（エコ炊飯） 13.6（エコ炊飯） 19.8（エコ炊飯） 14.3（エコ炊飯） 19.8（エコ炊飯） 15.3（エコ炊飯） 19.6（エコ炊飯） 21.7
（エコ炊飯）

19.4
（エコ炊飯）

24.4
（エコ炊飯）

年間消費電力量※5 89.2kWh/年 区分：B 87.2kWh/年
区分：B

136.5kWh/年
区分：D

84.2kWh/年
区分：B

131.5kWh/年
区分：D

83.8kWh/年
区分：B

128.7kWh/年
区分：D 93.4kWh/年 区分：B 81.1kWh/年

区分：F
134.4kWh/年

区分：H

外形寸法：幅×奥行×高さ（mm） 253×328×246
（ふた開時 高さ：441）

269×330×226
（ふた開時 高さ：440）

300×364×264
（ふた開時 高さ：508）

269×330×226
（ふた開時 高さ：440）

300×364×264
（ふた開時 高さ：508）

264×327×217
（ふた開時 高さ：434）

295×356×256
（ふた開時 高さ：504）

266×356×207
（ふた開時 高さ：420） 271×368×212 287×393×252

本体質量（kg） 約6.3 約5.7 約7.0 約5.4 約6.7 約4.5 約5.6 約4.2 約3.3 約4.2
省エネ基準達成率（目標年度2008年）  100％（エコ炊飯）  105％（エコ炊飯）  107％（エコ炊飯）  112％（エコ炊飯）  100％（エコ炊飯）  100％（エコ炊飯）

個装寸法：幅×奥行×高さ（mm） 303×392×292 296×387×265 327×420×305 296×387×265 327×420×305 292×383×258 323×418×299 294×404×250 310×402×257 315×422×289
個装質量（kg） 約7.0 約6.3 約7.7 約5.9 約7.4 約5.1 約6.2 約5.0 約4.0 約5.0
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※1.白米本かまどコース2合炊飯時。電圧100V、室温・水温23℃（炊飯量・炊飯コース・室温・水温・水加減により炊飯時間は異なります）。※2 .出荷時、省エ
ネ法・特定機器「ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲
の温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。※3 .「1時間当たりの保温時消費電力量」、「年間消費電力量」は「1回当たりの炊飯時
消費電力量」に記載している出荷時に設定されている（　）内の炊飯コースで炊飯したときの数値です（区分名も同法に基づく炊飯方式、最大炊飯容量により

ます）。●圧力タイプやIHタイプは各機構部の動作にともなう「カチャ」「ブーン」などの音がします。故障ではありませんので安心してお使いください。●医療用
ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください。●圧力タイプ炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱
いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。●画像はイメージです。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

省エネマーク   
このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成
率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。％の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

■仕様一覧表（小容量）

（W）ホワイト（K）ブラック

▶内釜のコーティング【機能マーク一覧表】
【溶湯鍛造製法】

ステンレスの発熱体に、溶けた高温のア
ルミを流し込み、高圧で押し固めることで
気泡のない厚肉成型で製造しています。

【釜底厚さ】
厚みが増すほどに、しっかりと熱を蓄えます。

【内面／ダイヤモンドチタンコート】
熱伝導率の良いダイヤモンドを含んだ
コーティングを内釜の内面に施しています。

【外面／備長炭入り遠赤外線コート】
遠赤効果の高い備長炭を含んだコー
ティングを内釜の外面に施しています。

【外面／銅コート】
熱伝導率の良い銅を含んだコーティ
ングを内釜の外面に施しています。

【釜底WAVE】
釜 底 の 山 の 部 分 に 熱 が 集 中し沸 騰 力
アップ。噴き上がる細かい泡によってお米
を立たせながら熱の通り道を作ります。

【外面／金色コート】
金色のコーティングを内釜の外面に
施しています。

【丸底60°】
羽釜にならい、底面に丸みをもたせること
で、かまどのような強い熱対流を起こします。

【内釜保証】
保証期間内に内側のコーティングがはがれた場合は
新品とお取り替えいたします（取扱説明書の記載事項
にそわない使い方をした場合は対象外となります）。

■「本かまど」コース

備長炭ダイヤモンド釜

■「本かまど」コース

黒釜
省エネ基準達成率 年間消費電力量

100％ 40.9kWh／年
◎出荷時コース：「エコ炊飯」

RC-5MFM(K)
(W)

0.54L炊き（約0.5〜3合）  オープン価格★

省エネ基準達成率 年間消費電力量
100％ 57.2kWh／年

◎出荷時コース：「エコ炊飯」

RC-5XT(K)
(W)

0.54L炊き（約0.5〜3合）  オープン価格★

（W）ホワイト

（W）ホワイト

（K）ブラック

（K）ブラック

省エネ基準達成率 年間消費電力量
100％ 52.4kWh／年

◎出荷時コース：「エコ炊飯」

備長炭ダイヤモンド釜

RC-6PXR(K)
(W)

0.63L炊き（約0.5〜3.5合）	オープン価格★

フラットな天面が、スタイリッシュで
使いやすい。

インテリアに溶け込むマットな質感。

■ 「本かまど」炊き分け〈3通り〉 炊飯時間 約45分※1

本かまどかため やわらか 

■ 大火力700Wの強火で一気に炊き上げる

■ 多段階火力調節で甘みを引き出す

■ 具材を入れた3合の炊込みごはんも
炊ける最大容量3.5合

タイプ 圧 力 I H I H マイコン

形　名

  

（K）ブラック／（W）ホワイト  （K）ブラック／（W）ホワイト （K）ブラック／（W）ホワイト

RC-6PXR RC-5XT RC-5MFM
最大炊飯容量 0.63L（約3.5合） 0.54L（約3合） 0.54L（約3合）

お
い
し
さ
機
能

内　釜　

コーティング　　　　　
外面 遠赤コート 遠赤コート 黒色コート
内面 備長炭ダイヤモンドコート 備長炭ダイヤモンドコート －

気圧コントロール 圧力 1.2気圧（圧力可変） － －
ひたし 年中ぴったりひたし 年中ぴったりひたし ●

保
温

保温時間 新鮮保温  白米24時間
（エコ炊飯・玄米・白米混合・麦ご飯・雑穀米保温12時間）

白米24時間
（エコ炊飯および白米以外の保温12時間）

白米12時間

つゆ防止ふたヒーター ● ● ●
内ぶた加工 ディンプル加工 ディンプル加工 ディンプル加工

メ
ニ
ュ
ー

炊
飯
コ
ー
ス

白
米
・
無
洗
米

おすすめ炊飯コース
（食感炊き分け）

「本かまど」炊き分け 3通り
炊飯時間	約45分※1

「本かまど」
炊飯時間	約55分※1

「本かまど」
炊飯時間	約55分※1

甘み炊き 「甘み炊き」 － －
早炊きコース 早炊き 早炊き 早炊き
出荷時コース エコ炊飯 エコ炊飯 エコ炊飯

その他のコース おかゆ/炊込み やわらか/おかゆ/炊込み おかゆ
健
康

玄米 本かまど／白米混合（玄米＋白米）／おかゆ 玄米 －
麦ご飯／雑穀米 麦ご飯／雑穀米 麦ご飯 麦ご飯

調理コース ケーキ／温泉卵 － パン発酵／パン・ケーキ／温泉卵

使
い
や
す
さ

タッチパネル － － 静電タッチパネル
表示部 ●（グレー） ●（グレー） LED

炊き上がり残時間表示 ● ● ●
保温経過時間表示 ● ● ●

予約メモリー数 2 2 2
着脱丸洗い内ぶた＆蒸気口 ● ● ●

お手入れコース ● － －
消費電力（W） 700 500 400

1回当たりの炊飯時消費電力量（Wh） 　 123.8（エコ炊飯）※2
134.6（本かまど）

　 139.6（エコ炊飯）※2
147.7（本かまど）

　 105.0（エコ炊飯）※2
120.6（本かまど）

1時間当たりの保温時消費電力量（Wh）※3 16.1（エコ炊飯） 14.7（エコ炊飯） 9.44（エコ炊飯）

年間消費電力量※3 52.4kWh/年 区分：A 57.2kWh/年 区分：A 40.9kWh/年 区分：E
外形寸法：幅×奥行×高さ（mm） 246×302×216（ふた開時 高さ：425） 230×295×204（ふた開時 高さ：412） 230×292×203

本体質量（kg） 約5.1 約3.8 約3.0
省エネ基準達成率（目標年度2008年）  100％（エコ炊飯）  100％（エコ炊飯）  100％（エコ炊飯）

個装寸法：幅×奥行×高さ（mm） 288×368×253 273×362×245 279×368×249
個装質量（kg） 約5.8 約4.5 約3.7

NEW

NEW

(イメージ図)
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圧力IHジャー炊飯器（小容量） 炊き分け機能を備えたコンパクト圧力 IH。

IHジャー炊飯器（小容量）

　　マイコンジャー炊飯器（小容量）


