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簡単操作

サウンドを身に着ける新スタイル！サウンドパートナー

掃除が楽しくなる家電！掃除機

上質な空気で快適に暮らす大人のエアコンプラズマクラスターエアコン

簡単操作で手間なく美味しいお料理の完成！水なし自動調理鍋

住まいも衣類も心地よく。大人の生活家電。洗濯機

毎日の生活をさらに快適にする特長をのせました。冷蔵庫

持つと光る
リモコン

上下両開きロングパネル気流

下開き
暖房時

上開き
冷房時

進化した除湿「氷結ドライ」

プラズマクラスターNEXT。業界初※1「氷結ドライ」搭載のフラグシップモデル。プラズマクラスターNEXT。業界初※1「氷結ドライ」搭載のフラグシップモデル。
※2

AIR

※1 国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を氷点下まで冷やして除湿する技術。（当社調べ）※2 当技術マークのイオン個数の目安は、商品を壁に設
置し、「風量最大」運転時にプラズマクラスター適用床面積の部屋中央（床上1.2m）で1cm³あたり50,000個以上です。※3 音声操作には別売り
のスマートスピーカー、ブロードバンド回線（常時接続）が必要です。※４日本冷凍空調工業会統一条件（室温24℃、室内湿度60%、外気温24℃
、湿度80%）において。AY-B40SXの再熱除湿方式にて設定湿度50%で運転、消費電力600W、1200ml/h。AY-N40X2 の除湿方式にて設定
湿度50%で運転、消費電力197W、807ml/h。1000ml除湿する時にかかる消費電力量を算出し、比較。

外形寸法：
幅221×奥行312×高さ212mm

外形寸法：
幅220×奥行305×高さ240mm

オープン価格

-R（レッド系）
KN-SH10W
水なし自動調理鍋

定格容量

1.0L

オープン価格

-W（ホワイト系）
KS-SF05H
IHジャー炊飯器

炊飯容量

3.0合

ふっくら しゃっきり

食材と調味料を入れるだけ、ホットくクッキング！コンパクトな1～2人用。食材と調味料を入れるだけ、ホットくクッキング！コンパクトな1～2人用。

お好みに合わせて炊き分け。炊飯器

“匠の火加減”でおいしさ
際立つ、3合炊きタイプ。
“匠の火加減”でおいしさ
際立つ、3合炊きタイプ。

最大15時間の予約調理が可能※10

※5 無水調理（水なし調理）とは、基本的に水を使わず、野菜などの食材に含まれる水分を
活用して調理します。また、無水調理には、少量の水や調味料を使うメニューがあります。
全てのメニューが無水調理ではありません。※6 全てのメニューが対象ではありません。
（自動メニュー63のうち、かきませるメニュー34）※7 COCORO KITCHEN及び、AIoTは
シャープ株式会社の登録商標です。※8 詳細は当社スマートスピーカー連携サポートページを
ご確認ください。https://jp.sharp/support/cloud/ai_speaker.html
※9 常時接続のブロードバンド回線が必要です。※10 全てのメニューが対象ではありません。
（予約可能メニュー数は17）

※11【試験依頼先】（一財）ボーケン品質評価機構
（25020004484-1）【試験方法】JIS Z 2801抗菌性試験
【抗菌方法】銀イオンによる。※12 冷蔵室・冷凍室のドア。

�������
COCORO KITCHENは、AI（人工知能）とIoT（モノのインターネット化）を
組み合わせ、あらゆるものをクラウドの人工知能とつなぎ、人に寄り添う存在に
変えていくビジョン「AIoT」に基づくキッチンサービスです。
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大きな洗濯物も
スムーズに出し入れ

片手でサッと、
気になる汚れを軽々お掃除。
軽量コードレススティック。

片手でサッと、
気になる汚れを軽々お掃除。
軽量コードレススティック。

内フタがないWIDEマウス＆LOW
ボディで洗濯物が出し入れしやすい。
内フタがないWIDEマウス＆LOW
ボディで洗濯物が出し入れしやすい。

LOWボディ＆ほぐし運転で洗濯物が
からまりにくく、取り出しやすい。
LOWボディ＆ほぐし運転で洗濯物が
からまりにくく、取り出しやすい。

ほぐし
運転
なし

ほぐし
運転
あり

●充電時間：約80分（バッテリー1個）
●最長連続運転時間：約23分（自動モード）

驚くほどカンタン、3ステップ

材料を入れる ボタンを押す できあがり！材料を入れる ボタンを押す できあがり！

洗濯物の
からみをほぐして
取り出しやすい

4段引き出し式ボックス

おいそぎ冷凍

プラズマクラスター

投入口が低いLOWボディ

デカ文字＆簡単操作ボタン

ダイヤカット穴なし槽
メガフリーザー
たっぷりまとめ買いした冷凍

食品やお肉なども4段引き出し式
ボックスに整理整頓できます。

シャキット野菜室
よく使う野菜室を真ん中に。
中が見やすく出し入れしやすい

高さです。

エアコン内部をキレイに「風クリーンシステム」

ハイパワー暖房 音声発話/音声操作

イオン濃度を高めることにより
高い空気浄化力を発揮する

プラズマクラスターNEXT

AN-SS2サウンドパートナー

オープン価格本体寸法（本体）：幅184×奥行185×厚さ18mm
-B（ブラック）W（ホワイト） P（ローズゴールド） R（レッド）

オープン価格プラズマクラスターエアコン

AC-80NFX2冷暖房とも
主に 26畳 AC-63NFX2冷暖房とも

主に 20畳

AC-40NFX2冷暖房とも
主に 14畳 AC-25NFX冷暖房とも

主に 8畳
AC-71NFX2冷暖房とも

主に 23畳 AC-56NFX2冷暖房とも
主に 18畳

AC-28NFX冷暖房とも
主に 10畳 AC-22NFX冷暖房とも

主に 6畳

室内機外形寸法：幅798×奥行373×高さ295mm

※3

●充電池充電時間：約2時間30分
●音楽再生時間：約16時間

スマートフォン ハンズフリー通話対応

クリアボイス機能で音声がくっきり

2台で同時に同じテレビ音声が聴ける

長時間付けても気にならない
約88gの軽量設計

P（ローズゴールド）

R（レッド）

W（ホワイト）

B（ブラック）

SJ-PH31Fボトムフリーザー冷蔵庫
オープン価格

外形寸法：幅560×奥行665×高さ1,698mm -W（ホワイト系）

パワフル除湿 省 電 力

寒くなりにくい
再熱除湿方式ではありません。室温の低下があります。

氷結ドライ
低温多湿時

従来除湿
高温多湿時

※4

4段引き出し式ボックスで
整理収納できる、
メガフリーザー採用。

4段引き出し式ボックスで
整理収納できる、
メガフリーザー採用。

326108
年間消費電力量達成率

％ kWh/年

定格内容積310L
冷蔵室:185L / 冷凍室:125L

手が届きやすい高さ
約１５０センチ
（最上段棚まで）

ドア※12の閉め忘れをお知らせする
耳にやさしい低音域ブザー

抗菌加工ハンドル※11（冷蔵庫のドア）

プラズマクラスター

スマートスピーカー対応※8 無線LAN機能内蔵※9

火加減やかきまぜ※6まで自動で調理

「COCORO KITCHEN」からメニューが増やせる※7

素材本来のおいしさも栄養も水なし※5でまるごと調理

使いやすいふた操作部、見やすいLED表示部

厚さ2mm「黒厚釜＆球面炊き」でおいしく炊き上げ

かるがるローラー
冷凍室も野菜室も軽々引き出し。

シャキット野菜室
高湿度シールド構造で、

野菜を乾燥から守り、長持ちさせます。

SJ-GH35Gどっちもドア冷蔵庫
オープン価格

外形寸法：幅600×奥行665×高さ1,690mm -W（ホワイト系）

冷蔵庫の最上段まで
取り出しやすい高さで
使いやすい。

冷蔵庫の最上段まで
取り出しやすい高さで
使いやすい。

ノイズの少ないクリアな音声が
ワイヤレスで楽しめます。
ノイズの少ないクリアな音声が
ワイヤレスで楽しめます。

340102
年間消費電力量達成率

％ kWh/年

定格内容積350L
冷蔵室:183L / 冷凍室:99L / 野菜室:68L

庫内を清潔に保つ
プラズマクラスター
＋集中シャワーモード

乾燥容量 4.5kg

洗濯・脱水
容量 8.0kg

スッキリ置けて、サッと使える「スタンド台」

カップもフィルターも水洗いOK

コンパクトスリムヘッド

立ったまま
吸込口をカンタンに着脱でき、
サッとホコリを取る

スグトルブラシ

1 足で軽く
ヘッドを押さえて

2 レバーを引くと
吸込口が抜けます。

標準質量

本体、バッテリー、パイプ、
吸込口の合計質量です

1.2kg

オープン価格

-P（ピンク系）EC-AH5
コードレススティック掃除機

外形寸法：幅210×奥行150×高さ985mm　集じん容積:0.13Lはたきノズル

付属品
タテヨコ曲がるすき間ノズル

手を離すと
運転オフ
グリップ
センサー

-N（ゴールド系）（本体色：ホワイト系）
ES-PH8C
タテ型洗濯乾燥機

オープン価格外形寸法：幅600×奥行665×高さ1,020mm

デカボタン＆デカ表示

投入口が低いLOWボディ

ダイヤカット穴なし槽

洗濯・脱水
容量 7.0kg -N（ゴールド系）（本体色：ホワイト系）

ES-SH7C
インバーター全自動洗濯機

オープン価格外形寸法：幅600×奥行595×高さ960mm


