三桜機材サービス株式会社

弊社WEBページでもご注文いただけます

https://www.misakura.info/product/product_sales/

下記ご紹介品は一例です。この他ご希望･ご興味の
製品がありましたらお気軽にお知らせください。

Yahooショッピングでもお取り扱い中！

おしゃれ着が多い方の普段使いに便利な「おしゃれ着」コース
除菌もできる「自動槽洗浄」を搭載
全自動洗濯機 NA-FA90H9
「ビッグサークル投入口」で衣類の取り出しがラク
「泡洗浄＆パワフル立体水流」で強力洗浄
弱洗い対応のコースが拡充、「おしゃれ着」コース新搭載
外形寸法(幅×高さ×奥行)給・排水ホースを含む
本体質量(約)
色柄
-C ストーンベージュ
ヤマダ電機
\147,400(税込)
K'sデンキ
\133,980(税込)

599×1024×618mm
42kg
-W ホワイト

三桜特価

\107,360(税込)

全自動洗濯機 NA-FA80H9
「ビッグサークル投入口」で衣類の取り出しがラク
「泡洗浄＆パワフル立体水流」で強力洗浄
弱洗い対応のコースが拡充、「おしゃれ着」コース新搭載
外形寸法(幅×高さ×奥行)給・排水ホースを含む
本体質量(約)

599×1024×618mm
42kg

色柄

-N シャンパン

-W ホワイト

ヤマダ電機
\137,500(税込)
K'sデンキ
\124,080(税込)

三桜特価

\97,020(税込)

全自動洗濯機 NA-FA70H9
たっぷりの泡でスッキリ洗う「泡洗浄」
毎日の使い勝手のこだわった独自のデザイン
「すっきりフロント＆バック操作パネル」
弱洗い対応のコースが拡充、「おしゃれ着」コース新搭載
外形寸法(幅×高さ×奥行)給・排水ホースを含む
本体質量(約)
色柄
ヤマダ電機
\126,500(税込)
K'sデンキ
\115,280(税込)
エディオン
\118,000(税込)

564×1021×573mm
33kg
-W ホワイト

三桜特価

\86,790(税込)

【各製品付属品】
給水ホース, 給水栓つぎて, 外部排水ホース, 調節ゴムシート, 風呂水吸水ホース, ホースハンガー, 風呂水フィルター

営業開発部へご相談ください。

〒

三桜機材サービス株式会社
☎0985-47-0324 FAX0985-47-4268
宮崎市大字小松字下川原1158番地の11
営業開発部

三桜機材サービス株式会社
HPXシリーズ AI搭載による省電力運転
2021年省エネ基準達成(グリーン購入法適合商品)

AIエコナビ
GPSによる位置情報や、各部屋の使い方・
運転状況を見極めるセンサーによって省エネ運転
-「はやうま冷凍」業務用レベルの急速冷凍で、解凍・加熱後のおいしさがアップ

-「はやうま冷却」- 「冷ます」3分コース
忙しい朝のお弁当づくりに便利な急冷機能。
たった3分であら熱が取れ、お弁当準備の時間を短縮
微凍結パーシャル
肉や魚が凍り始めるギリギリの約－3℃で、食品の表面から
すばやく微凍結の層を作り、酸化を抑え肉も魚もおいしく保存
豚肉・牛肉は約14日間、鶏肉・ミンチ・作り置きは約10日間、
魚は約7日間、新鮮に保存できます。

NR-F607HPX
幅：685 mm
奥行：745 mm
高さ：1,828 mm
質量：114 kg
ヤマダ電機
\358,340(税込)
K'sデンキ
\415,800(税込)
エディオン
\360,000(税込)

三桜特価

\335,500(税込)
NR-F557HPX
幅：685 mm
奥行：699 mm
高さ：1,828 mm
質量：110 kg
ヤマダ電機
\338,800(税込)
K'sデンキ
\316,800(税込)
エディオン
\336,000(税込)

三桜特価

\305,800(税込)

NR-F507HPX
幅：650 mm
奥行：699 mm
高さ：1,828 mm
質量：104 kg
ヤマダ電機
\316,800(税込)
エディオン
\328,000(税込)

三桜特価

\284,900(税込)

三桜機材サービス株式会社
炊飯器製品

NEW おどり炊き SR-MPA1シリーズ
一粒一粒にハリのあるごはんに炊き上げる「おどり炊き(可変圧力)」
キッチン空間に溶け込み調和する「鋳物調デザイン」
冷凍後、再加熱したごはんもおいしく。「冷凍用ごはん」コース新搭載

炊飯器SR-MPA101
●炊飯容量 1.0L 0.5合～5.5合
●炊飯時電力 1,200W
●外形寸法(幅×奥行×高さ)27.1×35.2×23.6cm
●質量約6.5kg
ヤマダ電機
三桜特価
\53,680(税込)
エディオン
\54,780(税込)

\48,290(税込)

炊飯器SR-MPA181
●炊飯容量 1.8L 1合～1升
●炊飯時電力 1,400W
●外形寸法(幅×奥行×高さ)29.7×37.8×26.9cm
●質量約7.7kg
ヤマダ電機
三桜特価
\56,980(税込)
エディオン
\58,080(税込)

\51,370(税込)

NEW おどり炊き SR-MPW1シリーズ
一粒一粒にハリのあるごはんに炊き上げる「おどり炊き(可変圧力)」
2つのIHコイル通電を高速で切り替え強力な泡対流でごはんを大きくふっくら
冷凍後、再加熱したごはんもおいしく。「冷凍用ごはん」コース新搭載

炊飯器SR-MPW101
●炊飯容量 1.0L 0.5合～5.5合
●炊飯時電力 1,210W
●外形寸法(幅×奥行×高さ)27.1×35.2×23.6cm
●質量約6.7kg
ヤマダ電機 \76,780(税込)
三桜特価
エディオン \78,980(税込)

\65,890(税込)

炊飯器SR-MPW181
●炊飯容量 1.8L 1合～1升
●炊飯時電力 1,210W
●外形寸法(幅×奥行×高さ)27.1×35.2×23.6cm
三桜特価
●質量約6.7kg
ヤマダ電機 \81,180(税込)
エディオン \83,380(税込)

〒

\69,960(税込)

三桜機材サービス株式会社
☎0985-47-0324 FAX0985-47-4268
宮崎市大字小松字下川原1158番地の11
営業開発部

三桜機材サービス株式会社

スティックタイプ掃除機 MC-SU220J
手軽にしっかりお掃除、パワープレスサイクロン方式のスティックタイプ
｢ダブル分離(遠心分離+空圧分離)｣方式で、強力パワーが持続。
さらに｢抗菌ダストボックス｣で清潔･簡単ゴミすて。
イオンプレート搭載パワーノズルで｢フローリングのふき掃除＊｣
＊ふき掃除は、水拭きする機能ではありません。また、こぼした液体などが乾燥して付着した汚れは取れません。

狭いすき間や高い所もサッとお掃除｢2段伸縮スポッとハンドル｣
集じん容積
消費電力
吸込仕事率
運転音

0.5L
950W
260W
約67dB

本体質量
本体寸法
(幅×奥行×高さ)
コード長さ

エディオン
\22,280(税込)

4.4kg
使用時:250×288×1,006mm
収納時:250×288×900mm
5m

三桜特価

\21,230(税込)

コードレススチームアイロン NI-CL310
立ち上がり時間約50秒の、サッと使えるハイパワーコードレススチームアイロン。
1400 Wハイパワーで立ち上がり時間約50秒
スチーム噴射面積が従来品比2倍
しっかりケアもお手軽ケアもいろいろ使えるスチーム機能
消費電力
質量
アイロン本体
外形寸法 アイロン本体
収納時
機能
持続時間
スチーム量
注水量

1400W
約0.9kg
約 幅100×高さ130×長さ220mm
約 幅170×高さ210×長さ280mm
平均 約120秒
平均 約5g/分
約80ml

三桜特価

\5,840(税込)

ハイブリッド※方式 衣類乾燥除湿機 F-YHUX120
※コンプレッサー･デシカント併用タイプ

大量の洗濯物も1年中カラッと、1年中スピード衣類乾燥。
除湿可能面積目安
木造
プレハブ
鉄筋
定格除湿能力
外形寸法
(高さ×幅×奥行)
質量
タンク容量(自動停止)

13畳(21㎡)
19畳(32㎡)
25畳(42㎡)
10.0L/日
583×370×225mm
13.9kg
約3.2L

ヤマダ電機
\72,242(税込)
エディオン
\65,800(税込)

三桜特価

\64,240(税込)

デシカント※方式 衣類乾燥除湿機 F-YZU60
※内臓の乾燥材に空気を通し、水分を吸着させる方式
軽量コンパクトだから、手軽に衣類乾燥
除湿可能面積目安
木造
プレハブ
鉄筋
定格除湿能力
外形寸法
(高さ×幅×奥行)
質量
タンク容量(自動停止)

7畳(12㎡)
11畳(18㎡)
14畳(23㎡)
ヤマダ電機
5.6L/日
\26,620(税込)
459×178(+脚部12)×357mm

三桜特価
5.9kg
約2.0L

\25,410(税込)

