
 

3月度冷蔵庫定番品、スポット品画像一覧
♪冷蔵庫　定番♪ ※黄色枠は特選品カタログ掲載品です。 表示は本部倉庫、センコー倉庫在庫品です。 2015年3月1日　1/4

《重要》商品在庫について、特選品カタログ掲載品はアトム規定通り
※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。

です。その他の定番品、スポット品については在庫確認の上ご販売ください。原則品切れナシ
意味は別紙確認〔　　　　　　　〕

日立
565L・6ドア冷蔵庫
R-G5700E

日立
565L・6ドア冷蔵庫
R-G5700E

日立
517L・6ドア冷蔵庫
R-G5200E

日立
517L・6ドア冷蔵庫
R-G5200E

三菱
525L・6ドア冷蔵庫
MR-JX53Y

三菱
525L・6ドア冷蔵庫
MR-JX53Y

日立
517L・6ドア冷蔵庫
R-F520E

日立
517L・6ドア冷蔵庫
R-F520E

三菱
605L・6ドア冷蔵庫
MR-JX61Y

三菱
605L・6ドア冷蔵庫
MR-JX61Y

アクア
501L・6ドア冷蔵庫
AQR-FG50D(R)(HD)(W)

アクア
501L・6ドア冷蔵庫
AQR-FG50D(R)(HD)(W)

三菱
475L・6ドア冷蔵庫
MR-JX48LY

三菱
475L・6ドア冷蔵庫
MR-JX48LY

●氷点下ストッカー新搭載

●氷点下ストッカー新搭載

●新鮮分けちゃう野菜室
●切れちゃう瞬冷凍室搭載 ●氷点下ストッカー搭載

幅685×奥行738×高さ1821ｍｍ幅685×奥行738×高さ1821ｍｍ

●ガラストップの美しさを
引き立てる「フレームレスデザイン」
幅685×奥行714×高さ1836ｍｍ幅685×奥行714×高さ1836ｍｍ 幅650×奥行699×高さ1696ｍｍ幅650×奥行699×高さ1696ｍｍ

●鮮度と栄養素を守る
　「新・真空チルド」

●鮮度と栄養素を守る
　「新・真空チルド」

●野菜を眠るように保存し鮮度を
　保つ「スリープ野菜」

幅685×奥行738×高さ1818ｍｍ幅685×奥行738×高さ1818ｍｍ

幅685×奥行693×高さ1818ｍｍ幅685×奥行693×高さ1818ｍｍ

幅685×奥行698×高さ1818ｍｍ幅685×奥行698×高さ1818ｍｍ

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

三菱
465L・6ドア冷蔵庫
MR-R47Y

三菱
465L・6ドア冷蔵庫
MR-R47Y

●冷凍なのにおいしく保存
　「切れちゃう瞬冷凍」

幅650×奥行683×高さ1821ｍｍ幅650×奥行683×高さ1821ｍｍ

三菱
705L・6ドア冷蔵庫
MR-WX71Y(BR)(P)

三菱
705L・6ドア冷蔵庫
MR-WX71Y(BR)(P)

●超大容量、幅80cmで驚き
の705Ｌ
幅800×奥行738×高さ1821ｍｍ幅800×奥行738×高さ1821ｍｍ 幅685×奥行738×高さ1821ｍｍ幅685×奥行738×高さ1821ｍｍ

三菱
605L・6ドア冷蔵庫
MR-WX61Y(BR)(P)

三菱
605L・6ドア冷蔵庫
MR-WX61Y(BR)(P)

●「ガラスドア」を採用し、光
沢感と高級感のあるデザイン
を実現

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

三菱
525L・6ドア冷蔵庫
MR-WX53Y(BR)(P)

三菱
525L・6ドア冷蔵庫
MR-WX53Y(BR)(P)

●「ガラスドア」を採用し、光
沢感と高級感のあるデザイン
を実現

シャープ
501L・6ドア冷蔵庫
SJ-GT50A(R)(N)

シャープ
501L・6ドア冷蔵庫
SJ-GT50A(R)(N)

●ゆとりの収納力
　173Lビッグフリーザー

●ゆとりの収納力
　173Lビッグフリーザー

幅685×奥行699×高さ1820ｍｍ幅685×奥行699×高さ1820ｍｍ

シャープ
474L・6ドア冷蔵庫
SJ-GT47A(R)(N)

シャープ
474L・6ドア冷蔵庫
SJ-GT47A(R)(N)

幅685×奥行699×高さ1745ｍｍ幅685×奥行699×高さ1745ｍｍ

シャープ
465L・6ドア冷蔵庫
SJ-XF47Y(T)

シャープ
465L・6ドア冷蔵庫
SJ-XF47Y(T)

●「節電２５」モードで
　２４時間かしこく節電

幅685×奥行699×高さ1820ｍｍ幅685×奥行699×高さ1820ｍｍ

パナソニック
555L・6ドア冷蔵庫
NR-J56HC(DW)

パナソニック
555L・6ドア冷蔵庫
NR-J56HC(DW)

●「ワンダフルオープン」採用
の使いやすいフレンチタイプ

幅685×奥行733×高さ1828ｍｍ幅685×奥行733×高さ1828ｍｍ

パナソニック
608L・6ドア冷蔵庫
NR-J61HC(DW)

パナソニック
608L・6ドア冷蔵庫
NR-J61HC(DW)

●「ワンダフルオープン」採用
の使いやすいフレンチタイプ

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

三菱
555L・6ドア冷蔵庫
MR-JX56LX（W)

三菱
555L・6ドア冷蔵庫
MR-JX56LX（W)

●新鮮分けちゃう野菜室
●切れちゃう瞬冷凍室搭載

幅685×奥行735×高さ1696ｍｍ幅685×奥行735×高さ1696ｍｍ

338,000円

(

税
込) 308,000円

(

税
込) 238,000円

(

税
込) 278,000円

(

税
込) 268,000円

(

税
込)

198,000円

(

税
込)198,000円

(

税
込) 278,000円

(

税
込) 268,000円

(

税
込) 248,000円

(

税
込)

238,000円

(

税
込) 208,000円

(

税
込) 278,000円

(

税
込) 238,000円

(

税
込)

148,000円

(

税
込)

218,000円

(

税
込)

138,000円

(

税
込) 268,000円

(
税
込) 218,000円

(

税
込)

日立
475L・6ドア冷蔵庫
R-F480E

日立
475L・6ドア冷蔵庫
R-F480E

●野菜を眠るように保存し鮮度を
　保つ「スリープ野菜」
幅685×奥行643×高さ1818ｍｍ幅685×奥行643×高さ1818ｍｍ

シャープ
465L・6ドア冷蔵庫
SJ-XF47A(C)(T)

シャープ
465L・6ドア冷蔵庫
SJ-XF47A(C)(T)

●「節電２５」モードで
　２４時間かしこく節電

幅685×奥行699×高さ1820ｍｍ幅685×奥行699×高さ1820ｍｍ

シャープ
501L・6ドア冷蔵庫
SJ-PF47A(S)

シャープ
501L・6ドア冷蔵庫
SJ-PF47A(S)

●プラズマクラスターで
　清潔保存

幅650×奥行705×高さ1820ｍｍ幅650×奥行705×高さ1820ｍｍ

178,000円

(

税
込)

http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/wx/wx71y/
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/wx/wx61y/index.html
http://www.atom-denki.co.jp/image/katarogu/km/nr-j61hc.pdf
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/jx_2014/jx61y/index.html
http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/lineup/r-g/
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/displayProduct.do?ccd=102010&pid=246156
http://www.atom-denki.co.jp/image/katarogu/km/nr-j56hc.pdf
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/wx/wx53y/
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/jx_2014/jx53y/
http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/lineup/r-g/
http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/lineup/r-f/
http://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/FG50D/
http://www.sharp.co.jp/reizo/products/sjgt50a.html
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/jx_2014/jx48ly/
http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/lineup/r-f/
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/r/r47y/
http://www.sharp.co.jp/reizo/products/sjgt47a.html
http://www.sharp.co.jp/reizo/products/sjxf47a.html
http://www.sharp.co.jp/reizo/products/sjxf47y.html
http://www.sharp.co.jp/reizo/products/sjpf47a.html


●「節電２５」モードで
　２４時間かしこく節電

 

3月度冷蔵庫定番品、スポット品画像一覧
♪冷蔵庫　定番♪ ※黄色枠は特選品カタログ掲載品です。 表示は本部倉庫、センコー倉庫在庫品です。 2/4

《重要》商品在庫について、特選品カタログ掲載品はアトム規定通り
※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。

です。その他の定番品、スポット品については在庫確認の上ご販売ください。原則品切れナシ
意味は別紙確認〔　　　　　　　〕

アクア
400L・6ドア冷蔵庫
AQR-FG40C(R)(K)

アクア
400L・6ドア冷蔵庫
AQR-FG40C(R)(K)

アクア
275L・2ドア冷蔵庫
AQR-SD28D（T)(W)

アクア
275L・2ドア冷蔵庫
AQR-SD28D（T)(W)

アクア
275L・2ドア冷蔵庫
AQR-D28D(S)(R)

アクア
275L・2ドア冷蔵庫
AQR-D28D(S)(R)

アクア
272L・3ドア冷蔵庫
AQR-271D(S)(W)

アクア
272L・3ドア冷蔵庫
AQR-271D(S)(W)

アクア
355L・4ドア冷蔵庫
AQR-361D(S)(W)
AQR-361DL(S)

アクア
355L・4ドア冷蔵庫
AQR-361D(S)(W)
AQR-361DL(S)

シャープ
264L・3ドア冷蔵庫
SJ-ES26Y(S)

シャープ
264L・3ドア冷蔵庫
SJ-ES26Y(S)

●高級感のある
　ガラストップドア

幅685×奥行645×高さ1802ｍｍ幅685×奥行645×高さ1802ｍｍ

●自動製氷機付き
　スタイリッシュモデル

幅560×奥行635×高さ1615ｍｍ幅560×奥行635×高さ1615ｍｍ

●まん中2段フリーザー

幅600×奥行672×高さ1724ｍｍ幅600×奥行672×高さ1724ｍｍ

幅560×奥行635×高さ1615ｍｍ幅560×奥行635×高さ1615ｍｍ

●充実機能が使いやすい
　ロータイプモデル

幅600×奥行667×高さ1419ｍｍ幅600×奥行667×高さ1419ｍｍ

●気になるニオイ・雑菌
　カビを抑える「ナノ低温脱臭触媒」
幅545×奥行650×高さ1560ｍｍ幅545×奥行650×高さ1560ｍｍ

アクア
355L・4ドア冷蔵庫
AQR-SD36D(T)(W)
AQR-SD36DL(W)

アクア
355L・4ドア冷蔵庫
AQR-SD36D(T)(W)
AQR-SD36DL(W)
●まん中2段フリーザー

●最上段の棚も使
いやすい、ちょっと
低め174.5cm

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

幅650×奥行705×高さ1745ｍｍ幅650×奥行705×高さ1745ｍｍ

●スタンダードな機能で
　使いやすい

シャープ
350L・3ドア冷蔵庫
SJ-WA35A(N)

シャープ
350L・3ドア冷蔵庫
SJ-WA35A(N)

幅600×奥行660×高さ1690ｍｍ幅600×奥行660×高さ1690ｍｍ

●出し入れ自在の
　「どっちもドア」

シャープ
350L・3ドア冷蔵庫
SJ-PW35A(T)(C)

シャープ
350L・3ドア冷蔵庫
SJ-PW35A(T)(C)

幅600×奥行660×高さ1690ｍｍ幅600×奥行660×高さ1690ｍｍ

●出し入れ自在の
　「どっちもドア」

三菱
335L・3ドア冷蔵庫
MR-C34Y

三菱
335L・3ドア冷蔵庫
MR-C34Y

幅600×奥行656×高さ1678ｍｍ幅600×奥行656×高さ1678ｍｍ

三菱
370L・3ドア冷蔵庫
MR-C37Y

三菱
370L・3ドア冷蔵庫
MR-C37Y

●デザイン性と使いやすさを
　兼ね備えた新スタイル

●デザイン性と使いやすさを
　兼ね備えた新スタイル

幅600×奥行656×高さ1798ｍｍ幅600×奥行656×高さ1798ｍｍ

パナソニック
426L・6ドア冷蔵庫
NR-J43HC(DW)

パナソニック
426L・6ドア冷蔵庫
NR-J43HC(DW)

●「ワンダフルオープン」採用
の使いやすいスリムフレンチ
タイプ

幅600×奥行679×高さ1818ｍｍ幅600×奥行679×高さ1818ｍｍ

日立
441L・6ドア冷蔵庫
R-F440E

日立
441L・6ドア冷蔵庫
R-F440E

シャープ
440L・6ドア冷蔵庫
SJ-XF44A(C)(T)

シャープ
440L・6ドア冷蔵庫
SJ-XF44A(C)(T)

シャープ
440L・5ドア冷蔵庫
SJ-XW44A-C,T

シャープ
440L・5ドア冷蔵庫
SJ-XW44A-C,T

シャープ
424L・5ドア冷蔵庫
SJ-PW42A-W,C

シャープ
424L・5ドア冷蔵庫
SJ-PW42A-W,C

シャープ
384L・5ドア冷蔵庫
SJ-PW38A-W,C

シャープ
384L・5ドア冷蔵庫
SJ-PW38A-W,C

幅650×奥行705×高さ1745ｍｍ幅650×奥行705×高さ1745ｍｍ

幅600×奥行698×高さ1690ｍｍ幅600×奥行698×高さ1690ｍｍ

パナソニック
426L・5ドア冷蔵庫
NR-E430V(N)(W)

パナソニック
426L・5ドア冷蔵庫
NR-E430V(N)(W)

●「シャキシャキ野菜室」搭載
。置き場所小さめ・片開き5ド
ア

幅600×奥行679×高さ1818ｍｍ幅600×奥行679×高さ1818ｍｍ

●野菜を眠るように保存し鮮度を
　保つ「スリープ野菜」

●プラズマク
ラスターで清
潔保存

●プラズマク
ラスターで清
潔保存

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

幅650×奥行648×高さ1818ｍｍ幅650×奥行648×高さ1818ｍｍ

208,000円

(

税
込) 198,000円

(

税
込) 213,000円

(

税
込)

198,000円

(

税
込) 204,800円

(

税
込) 148,000円

(

税
込) 208,000円

(

税
込)

118,000円

(

税
込) 108,000円

(

税
込) 108,000円

(

税
込) 108,000円

(

税
込) 74,800円

(

税
込)

98,000円

(

税
込) 99,800円

(

税
込) 99,800円

(

税
込) 74,800円

(

税
込)108,000円

(
税
込)

三菱
420L・5ドア冷蔵庫
MR-B42Y(S)(F)

三菱
420L・5ドア冷蔵庫
MR-B42Y(S)(F)

●冷凍なのにおいしく保存
　「切れちゃう瞬冷凍」

幅600×奥行699×高さ1798ｍｍ幅600×奥行699×高さ1798ｍｍ

198,000円

(

税
込)178,000円

(

税
込)

168,000円

(

税
込)

パナソニック
472L・6ドア冷蔵庫
NR-J47HC(DW)

パナソニック
472L・6ドア冷蔵庫
NR-J47HC(DW)

幅685×奥行683×高さ1750ｍｍ幅685×奥行683×高さ1750ｍｍ

●野菜室も冷凍室も取り出し
やすい「ワンダフルオープン」

http://www.atom-denki.co.jp/image/katarogu/km/nr-j47hc.pdf
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/b/b42y/
http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/lineup/r-f/
http://www.sharp.co.jp/reizo/products/sjxf44a.html
http://www.sharp.co.jp/reizo/products/sjxw44a.html
http://ctlg.panasonic.com/jp/reizo/reizo/NR-E430V.html
http://www.atom-denki.co.jp/image/katarogu/km/nr-j43hc.pdf
http://www.sharp.co.jp/reizo/products/sjpw42a.html
http://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/FG40C/
http://www.sharp.co.jp/reizo/products/sjpw38a.html
http://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/SD36D/
http://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/361D/
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/c_2014/c37y/
http://www.sharp.co.jp/reizo/product/sjpw35a/
http://www.sharp.co.jp/reizo/product/sjwa35a/
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/c_2014/c34y/
http://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/SD28D/
http://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/D28D/
http://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/271D/
http://www.sharp.co.jp/reizo/product/sjes26y/


 

3月度冷蔵庫定番品、スポット品画像一覧

♪冷凍庫　定番♪ ※黄色枠は特選品カタログ掲載品です。 表示は本部倉庫、センコー倉庫在庫品です。

 ♪冷蔵庫2　定番♪ ※黄色枠は特選品カタログ掲載品です。 表示は本部倉庫、センコー倉庫在庫品です。

《重要》商品在庫について、特選品カタログ掲載品はアトム規定通り
※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。

です。その他の定番品、スポット品については在庫確認の上ご販売ください。原則品切れナシ
意味は別紙確認〔　　　　　　　〕

パナソニック
168L・2ドア冷蔵庫
NR-B176WX(CK)

パナソニック
168L・2ドア冷蔵庫
NR-B176WX(CK)

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

●まとめ買いに便利な
　大きめ冷凍室

3/4

アクア
137L・2ドア冷蔵庫
AQR-141D(S)

アクア
137L・2ドア冷蔵庫
AQR-141D(S)

●オーブンレンジも置ける
　「耐熱100℃テーブル」
幅476×奥行550×高さ1211ｍｍ幅476×奥行550×高さ1211ｍｍ

アクア
109L・2ドア冷蔵庫
AQR-111D（S)

アクア
109L・2ドア冷蔵庫
AQR-111D（S)
●オーブンレンジも置ける
　「耐熱100℃テーブル」

幅476×奥行500×高さ1088ｍｍ幅476×奥行500×高さ1088ｍｍ

アクア
75L・1ドア冷蔵庫
AQR-81C（S)

アクア
75L・1ドア冷蔵庫
AQR-81C（S)
●プライベートルームや寝室
用にぴったり「スリムタイプ」

幅426×奥行459×高さ827ｍｍ幅426×奥行459×高さ827ｍｍ

シャープ
137L・2ドア冷蔵庫
SJ-PD14A(C)

シャープ
137L・2ドア冷蔵庫
SJ-PD14A(C)

シャープ
137L・2ドア冷蔵庫
SJ-D14A-B,S,W

シャープ
137L・2ドア冷蔵庫
SJ-D14A-B,S,W

●「プラズマクラスター」で
清潔保存。転居時も安心の「
つけかえどっちもドア」採用

●転居時も安心の「つけかえ
どっちもドア」採用

幅480×奥行590×高さ1125ｍｍ幅480×奥行590×高さ1125ｍｍ
幅480×奥行590×高さ1125ｍｍ幅480×奥行590×高さ1125ｍｍ

シャープ
100L・1ドア
冷凍ストッカー
FC-BX10A-C

シャープ
100L・1ドア
冷凍ストッカー
FC-BX10A-C
●大物冷凍食材の保存やま
とめ買い時にも便利
幅565×奥行537×高さ852ｍｍ幅565×奥行537×高さ852ｍｍ

アクア
157L・2ドア冷蔵庫
AQR-16D(S)(W)

アクア
157L・2ドア冷蔵庫
AQR-16D(S)(W)

シャープ
167L・2ドア冷蔵庫
SJ-D17A-S

シャープ
167L・2ドア冷蔵庫
SJ-D17A-S

シャープ
118L・2ドア冷蔵庫
SJ-H12Y-S

シャープ
118L・2ドア冷蔵庫
SJ-H12Y-S

●コンパクト
　2ドア冷蔵庫

●転居時も安心の「つけ
かえどっちもドア」採用

●耐熱100℃のトップテ
ーブル採用

幅525×奥行576×高さ1160ｍｍ幅525×奥行576×高さ1160ｍｍ幅480×奥行590×高さ1285ｍｍ幅480×奥行590×高さ1285ｍｍ

幅480×奥行525×高さ1160ｍｍ幅480×奥行525×高さ1160ｍｍ

62,800円

(

税
込)49,800円

(

税
込) 54,800円

(

税
込)

58,800円

(

税
込) 32,800円

(

税
込)

53,800円

(

税
込)

37,800円

(

税
込)

22,800円

(

税
込)

46,800円

(

税
込) 44,800円

(

税
込)

シャープ
225L・2ドア冷蔵庫
SJ-23Y（S)

シャープ
225L・2ドア冷蔵庫
SJ-23Y（S)

●たっぷり収納の2ドア
　トップフリーザー
幅545×奥行595×高さ1509ｍｍ幅545×奥行595×高さ1509ｍｍ

67,800円

(

税
込)

アクア
184L・2ドア冷蔵庫
AQR-18D(R)(W)

アクア
184L・2ドア冷蔵庫
AQR-18D(R)(W)

●シングル向け
　2ドア冷蔵庫

幅525×奥行576×高さ1300ｍｍ幅525×奥行576×高さ1300ｍｍ

64,800円

(

税
込)

http://www.sharp.co.jp/reizo/product/sj23y/
http://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/18D/
http://ctlg.panasonic.com/jp/reizo/personal-reizo/NR-B176WX.html
http://www.sharp.co.jp/reizo/products/sjd17a.html
http://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/16D/
http://www.sharp.co.jp/reizo/products/sjpd14a.html
http://www.sharp.co.jp/reizo/products/sjd14a.html
http://www.aqua-has.com/fridge/product/aqr01/141D/
http://www.sharp.co.jp/reizo/products/sjh12y.html
http://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/111D/
http://aqua-has.com/fridge/product/aqr01/81C/
http://www.sharp.co.jp/reizo/products/fcbx10a.html


　　　　　　　　　4/4

三菱
146L・2ドア冷蔵庫
MR-P15X(S)

三菱
146L・2ドア冷蔵庫
MR-P15X(S)

幅480×奥行595×高さ1213ｍｍ幅480×奥行595×高さ1213ｍｍ※NO　LINK※NO　LINK

●先進的なラウンドカットデザイン
　庫内LED灯も搭載

シャープ
137L・2ドア冷蔵庫
SJ-PD14X(N)

シャープ
137L・2ドア冷蔵庫
SJ-PD14X(N)

幅480×奥行590×高さ1125ｍｍ幅480×奥行590×高さ1125ｍｍ

●転居時も安心の
「つけかえどっちもドア」採用

 ♪冷蔵庫　スポット♪ ※黄色枠は特選品カタログ掲載品です。 表示は本部倉庫、センコー倉庫在庫品です。

パナソニック
138L・2ドア冷蔵庫
NR-B146W(S)(W)

パナソニック
138L・2ドア冷蔵庫
NR-B146W(S)(W)

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

●買い置き・作り置きに便利な実
収納量34Ｌの大きめな冷凍室

シャープ
601L・6ドア冷蔵庫
SJ-GF60Y（W)(R)

シャープ
601L・6ドア冷蔵庫
SJ-GF60Y（W)(R)

●鮮度を守る
　「トリプルステンレス」

幅750×奥行728×高さ1820ｍｍ幅750×奥行728×高さ1820ｍｍ

3月度冷蔵庫定番品、スポット品画像一覧

《重要》商品在庫について、特選品カタログ掲載品はアトム規定通り
※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。

です。その他の定番品、スポット品については在庫確認の上ご販売ください。原則品切れナシ
意味は別紙確認〔　　　　　　　〕

228,000円

(

税
込)

パナソニック
365L・3ドア冷蔵庫
NR-C37CM(S)

パナソニック
365L・3ドア冷蔵庫
NR-C37CM(S)

幅590×奥行633×高さ1798ｍｍ幅590×奥行633×高さ1798ｍｍ

●エコナビ搭載のスリム3ドア

128,000円

(

税
込)

パナソニック
321L・3ドア冷蔵庫
NR-C32CM(S)

パナソニック
321L・3ドア冷蔵庫
NR-C32CM(S)

幅590×奥行633×高さ1601ｍｍ幅590×奥行633×高さ1601ｍｍ

●エコナビ搭載の低めスリム3ド
ア

118,000円

(

税
込)

パナソニック
168L・2ドア冷蔵庫
NR-B177W(S)(W)

パナソニック
168L・2ドア冷蔵庫
NR-B177W(S)(W)

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

●食品が見やすいLED照明＆お
手入れ簡単ガラストレイ

54,800円

(

税
込)

パナソニック
138L・2ドア冷蔵庫
NR-B147W(S)(W)

パナソニック
138L・2ドア冷蔵庫
NR-B147W(S)(W)

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

●食品が見やすいLED照明＆お
手入れ簡単ガラストレイ

44,800円

(

税
込)

40,800円

(

税
込)

三菱
146L・2ドア冷蔵庫
MR-P15Y(S)

三菱
146L・2ドア冷蔵庫
MR-P15Y(S)

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

●先進的なラウンドカットデザイン
　コンパクト2ドア

43,800円

(

税
込)

41,800円

(

税
込)

40,800円

(

税
込)

128,000円

(

税
込)

シャープ
384L・5ドア冷蔵庫
SJ-PW38Y（C)

シャープ
384L・5ドア冷蔵庫
SJ-PW38Y（C)

幅600×奥行698×高さ1690ｍｍ幅600×奥行698×高さ1690ｍｍ

●出し入れ自在の
　「どっちもドア」

三菱
335L・3ドア冷蔵庫
MR-C34X(W)

三菱
335L・3ドア冷蔵庫
MR-C34X(W)

幅600×奥行656×高さ1678ｍｍ幅600×奥行656×高さ1678ｍｍ

●ちょっと低めで使いやすい、
コンパクト薄型タイプ

89,800円

(

税
込)

三菱
256L・2ドア冷蔵庫
MR-HD26X(B)

三菱
256L・2ドア冷蔵庫
MR-HD26X(B)

幅555×奥行635×高さ1610ｍｍ幅555×奥行635×高さ1610ｍｍ

●スッキリしたデザインに、使
いやすい機能も満載

64,800円

(

税
込)

http://www.sharp.co.jp/reizo/product/sjgf60y/
http://www.sharp.co.jp/reizo/products/sjpw38y.html
http://ctlg.panasonic.com/jp/reizo/reizo/NR-C37CM.html
http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/displayProduct.do?ccd=102010&pid=246154
http://ctlg.panasonic.com/jp/reizo/reizo/NR-C32CM.html
http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/displayProduct.do?ccd=102010&pid=246142
http://ctlg.panasonic.com/jp/reizo/reizo/NR-B177W.html
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/p/p15y/
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/p/p15x/
http://ctlg.panasonic.com/jp/reizo/reizo/NR-B147W.html
http://ctlg.panasonic.com/jp/reizo/personal-reizo/NR-B146W.html



