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＜集計期間＞2021 年 3月 22 日 ～ 4 月 4 日まで

コロナ　CORONA
エアコン 2020年 Nシリーズ ホワイト 
CSH-N2220R-W [おもに6畳用 /100V]

6 畳用エアコン6畳用エアコン

冷房・暖房・除湿が
かんたん快適。
「日本製」（リモコンを除く）で
基本機能にこだわった
快適なエアコンです。

エアコンの中はカラッと乾燥  内部乾燥モード搭載
本体前面パネル  が  丸ごと洗えて  お掃除ラクラク

おすすめポイント

日立　HITACHI
エアコン 2020年 白くまくん WBKシリーズ 
ホワイト RAS-W22KBK-W [おもに6畳用 /100V]

室内機［凍結洗浄］＆［ファンロボ］、

さらに室外機［凍結洗浄］を新たに搭載。

スタイリッシュなスリムエアコン。

ビックカメラグループオリジナルモデル。

ダイキン　DAIKIN
エアコン 2020年 Fシリーズ ホワイト 
AN22XFS-W [おもに6畳用 /100V]

デザイン一新、天井気流をはじめ、
さらら除湿や水内部クリーンなど
機能が充実。
空気清浄機能付き。

アイリスオーヤマ　IRIS　OHYAMA
サーキュレーター付き除湿機 ホワイト 
KIJDC-L50 [木造6畳まで /鉄筋13畳まで]

おすすめポイント

サーキュレーターを搭載した、
衣類乾燥除湿機。
1年中大活躍します。

湿度ランプを搭載しお部屋の
湿度状況を（青・青緑・緑）の
3色でお知らせ

除 　湿　機除 　湿　機

コロナ　CORONA
CD-S6320-W 衣類乾燥除湿機 Sシリーズ 
ホワイト [木造8畳まで /鉄筋16畳まで /コンプレッサー方式]
手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができる
お得なスリムタイプ
2段階のスイング範囲で効率的。
たっぷり 3.0L タンクで水捨て回数が少なく、
フタ付きで水がこぼれにくく、排水しやすい！

アイリスオーヤマ　IRIS　OHYAMA
KIJD-H202-S 除湿機 シルバー 
[木造3畳まで /鉄筋6畳まで /デシカント（ゼオライト）方式]

ハンドル付きで持ち運びしやすく、
スリムタイプなので置き場所を取らない。
運転音が気にならない静音設計。

ACER　エイサー
液晶ディスプレイ HA0シリーズ ブラック
HA240YAbmi [23.8型 /ワイド /フルHD(1920×1080)]

液晶ディスプレイ液晶ディスプレイ

おすすめポイント

どこからも見やすい
広視野角 I P S パネル。
大人数での視聴も
快適です。

PCなどに接続するHDMI端子、
ミニD-Sub15ピン端子、2W+2Wの
スピーカーを標準搭載。

ASUS　エイスース
LEDバックライト搭載液晶モニター 
VZ239シリーズ アイシクルゴールド VZ239H 
[23型 /ワイド /フルHD(1920×1080)]

最薄部でわずか7mmの驚異的な薄さを
実現した、とてもスリムな液晶ディス
プレイです。コンパクトなボディは設置
面積が小さく、置き場所を選びません。

I-O　DATA　アイ・オー・データ
ゲーミングモニター GigaCrysta ブラック 
LCD-GC221HXB [21.5型 /ワイド /フルHD(1920×1080)]

144Hz対応＆PS4®に最適な
21.5型ゲーミングモニター
VESA規格に対応した
ディスプレイアームも取付可能

※人気商品の為、お品切れ（お取り寄せ）や生産完了となっている場合もございます。
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プレゼント・景品におすすめ！人気最新家電プレゼント・景品におすすめ！人気最新家電
通信

“発酵”＆“ベイク” でパンまで焼ける！“発酵”＆“ベイク” でパンまで焼ける！

人気のラクラ・クッカーが、
1台 16 役にパワーアップ
「ラクラ・クッカー プラス 
コンパクト電気圧力鍋」

おすすめポイント①おすすめポイント①

かんたん！！手軽にラクラク調理

おすすめポイント③おすすめポイント③

おいしい！！おいしさも栄養も逃さない

おすすめポイント②おすすめポイント②

はやい！！調理時間を最大 1/3まで短縮

※1 ラクラ・クッカー プラス コンパクト電気圧力鍋（70kPa）で加圧料理した場合を、普通の鍋で調理した場合と比較して。

※1 

おすすめポイント④おすすめポイント④

べんり！！シンプルな操作で選ぶだけ

デジタルディスプレイに
表示される16種類のモードを
選ぶだけで、簡単に美味しい
料理が作れる電気圧力鍋。

T-fal　ティファール
ラクラ・クッカープラスコンパクト
電気圧力鍋　CY352AJP

25,400円税 別

ダイソン　Dyson
Dyson Omni-glide Complete 
パープル /アイアン /ニッケル 
SV19OF [ サイクロン式 /コードレス ]

ダイソンで最も操作性の良いコードレスクリーナーダイソンで最も操作性の良いコードレスクリーナー
*Dyson V8シリーズとの比較。独立第三者機関での操作性の調査（2020 年 2月に実施）に基づく。

*

59,000円税 別

最もパワフルで軽量な全方向駆動
コードレスクリーナー *

自由自在に操作できるコンパクトな
クリーナーヘッド。
隙間や家具の下、布団の掃除も手軽に。
*IEC（国際電気標準会議）規格 62885-2 5.8, 5.9 に準拠した、クリアビンが
ゴミ満量時に強モードで使用した場合の独立第三者機関 SGS-IBR（英国）
による吸引力試験（2021 年に実施）。360°キャスターとソフトローラー
クリーナーヘッドを搭載したコードレス掃除機（2019 年 12月 -2020月 11月
の独立調査会社のデータに基づく） を対象に実施。

ダイソンで最も操作性に優れた
コードレスクリーナー *1
浮いているように軽快で自由自在な操作性。
障害物の周りや狭い場所も手軽に。
*1   Dyson V8シリーズとの比較。
独立第三者機関での操作性の調査（2020年2月に実施）に基づく。

おすすめポイント①おすすめポイント①

おすすめポイント②おすすめポイント②

「ラクラ・クッカー プラス コンパクト電気圧力鍋」の 4つのポイント
「Dyson Omni-glide Complete」おすすめポイント

2つの逆回転するブラシバーを搭載した、
ダイソン初の全方向駆動Fluffy（フラフィ）
クリーナーヘッド
押しても引いても、大きなゴミから微細な
ホコリまで同時に吸い取ります。*2
*2   IEC（国際電気標準会議）規格62885-2 5.1に準拠した、自社によるフローリングから
取り除いたゴミの量の試験（2020年に実施）。


