
2020年
モデル

東北電力推薦暖房エアコン協賛：東北電力 XS・UX・TXシリーズ



ハイブリッドエネチャージシステム
すぐでる暖房（おはようチャージ）

エコナビ
（おへや学習機能／ひと・ものセンサー／日射センサー）

選べる除湿
〈快適除湿（選べるしつど設定）／冷房除湿／衣類乾燥〉

天井シャワー気流

ナノイーX ナノイーX

足元暖房（約43℃）★1
もっとモード時★2

暖気チャージシステム／
すぐでる暖房（おはようチャージ）

エコナビ
（おへや学習機能／日射センサー）

選べる除湿
〈快適除湿／冷房除湿／衣類乾燥〉

選べる除湿
〈快適除湿／冷房除湿／衣類乾燥〉

2モード除湿
〈冷房除湿・弱〉 冷房除湿

天井シャワー気流

足元暖房（約35℃）★3
もっとモード時★2

足元暖房（約35℃）★6
パワフル設定時

エネチャージシステム／
すぐでる暖房（おはようチャージ） すぐでる暖房（おはようチャージ）

エコナビ （ひと・ものセンサー※／日射センサー／おへや学習機能）

選べる除湿
〈快適除湿（選べるしつど設定）／冷房除湿／衣類乾燥〉

天井シャワー気流
1/f 自然ゆらぎ気流

足元暖房（約43℃）★4
もっとモード（標準）時★4

5年間
無料保証

5年間
無料保証

寒冷地向けエアコン、
プレミアムモデル

寒冷地向けエアコン、
スタンダードモデル

カビに強い、オリジナル
仕様の高性能モデル

カビに強い、
「奥行き」コンパクトモデル

ナノイーX搭載モデル 省エネ基準クリアモデル

20XSシリーズ
（XS400D2）

20EXシリーズ
（EX400D2）

約 27.9万円 29.1万円

約 39.2万円 21.8万円

10年間電気代 本 体 代

※上記、期間消費電力量に基づいて、電気代単価27円/kWhにて算出

57.0万円

61.0万円

4.0
EXシリーズよりも

お得です！

万
円

約4.0
EXシリーズよりも

お得です！

万
円

約

なが～くつかうものだからXS・UXシリーズは、本体代と電気代を考えても とってもお得！ 省エネ家電からオール電化・リフォーム 創蓄連携システムまで

●本チラシ掲載商品の価格には、リサイクル料・収集運搬料は含まれておりません。
●掲載内容は2020年3月現在のものです。 
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福島県知事許可（般29）第28622号 電気工事業・管工事業

ピックアップ太陽

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

チラシ
有効期限 8月31日（月）まで

今取付して、お支払いは
最長８か月先までなら何月でもOK。
（金利、手数料ゼロ）

1

古いエアコンの取外し料は
サービスいたします。2

電気工事が必要の際は、
10％割引いたします。4

全機種配管化粧カバーを
サービスいたします。3

当店ポイント特典を加算
いたします。5

有効期限／6月30日まで有効期限／6月30日まで

（標準工事分）

info@pickuptaiyo.com

CS-UX250D2
期間消費電力量 728kWh

248,000円（税抜）
（税抜）272,800円

当店価格

CS-TX220D
期間消費電力量 640kWh

185,000円（税抜）
（税抜）203,500円

当店価格
CS-XS220D

期間消費電力量 586kWh

225,000円（税抜）
（税抜）247,500円

当店価格
CS-EX220D

期間消費電力量 682kWh

135,000円（税抜）
（税抜）148,500円

当店価格
CS-J220D

期間消費電力量 717kWh

95,000円（税抜）
（税抜）104,500円

当店価格
CS-F220D

期間消費電力量 717kWh

88,000円（税抜）
（税抜）96,800円

当店価格

CS-F250D
期間消費電力量 815kWh

98,000円（税抜）
（税抜）107,800円

当店価格

CS-F280D
期間消費電力量 913kWh

108,000円（税抜）
（税抜）118,800円

当店価格

CS-F360D2
期間消費電力量 1,362kWh

139,000円（税抜）
（税抜）152,900円

当店価格

CS-F400D2
期間消費電力量 1,544kWh

152,000円（税抜）
（税抜）167,200円

当店価格

CS-F560D2
期間消費電力量 2,118kWh

180,000円（税抜）
（税抜）198,000円

当店価格

CS-J250D
期間消費電力量 815kWh

105,000円（税抜）
（税抜）115,500円

当店価格

CS-J280D
期間消費電力量 913kWh

115,000円（税抜）
（税抜）126,500円

当店価格

CS-J360D2
期間消費電力量 1,362kWh

145,000円（税抜）
（税抜）159,500円

当店価格

CS-J400D2
期間消費電力量 1,544kWh

155,000円（税抜）
（税抜）170,500円

当店価格

CS-J560D2
期間消費電力量 2,118kWh

185,000円（税抜）
（税抜）203,500円

当店価格

■ エアコンの期間消費電力量について
改正された、JIS C 9612:2013が適用されます。
期間消費電力量は、以下条件のもとに運転した時の試算値です。
実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わることがあります。

■ 算出基準
●外気温度：東京をモデルとしています。　●室内設定温度：冷房時27℃／暖房時20℃
●期間：冷房期間（5月23日～10月4日）暖房期間（11月8日～4月16日）
●使用期間：6：00～24：00の18時間　●住宅：JIS C 9612による平均的な木造住宅（南向き）

エアコン標準取付工事 ・ 配管パイプ（4mまで）
・ 室外機地面及びベランダ据付

チラシ掲載価格はすべて標準取付工事費込みとなっております。

CS-EX250D
期間消費電力量 815kWh

158,000円（税抜）
（税抜）173,800円

当店価格

CS-EX280D
期間消費電力量 913kWh

169,000円（税抜）
（税抜）185,900円

当店価格

CS-EX360D
期間消費電力量 1,309kWh

189,000円（税抜）
（税抜）207,900円

当店価格

CS-EX400D2
期間消費電力量 1,455kWh

198,000円（税抜）
（税抜）217,800円

当店価格

CS-EX560D2
期間消費電力量 2,118kWh

228,000円（税抜）
（税抜）250,800円

当店価格

CS-EX630D2
期間消費電力量 2,383kWh

249,000円（税抜）
（税抜）273,900円

当店価格

CS-EX710D2
期間消費電力量 2,984kWh

269,000円（税抜）
（税抜）295,900円

当店価格

CS-XS250D
期間消費電力量 676kWh

235,000円（税抜）
（税抜）258,500円

当店価格

CS-XS280D・D2
期間消費電力量 746kWh

245,000円（税抜）
（税抜）269,500円

当店価格

CS-XS400D・D2
期間消費電力量 1,182kWh

265,000円（税抜）
（税抜）291,500円

当店価格

CS-XS560D2
期間消費電力量 1,605kWh

295,000円（税抜）
（税抜）324,500円

当店価格

CS-XS630D2
期間消費電力量 1,891kWh

330,000円（税抜）
（税抜）363,000円

当店価格

CS-XS710D2
期間消費電力量 2,202kWh

355,000円（税抜）
（税抜）390,500円

当店価格

CS-XS800D2
期間消費電力量 2,655kWh

375,000円（税抜）
（税抜）412,500円

当店価格

CS-XS900D2
期間消費電力量 3,338kWh

395,000円（税抜）
（税抜）434,500円

当店価格

CS-TX250D
期間消費電力量 751kWh

195,000円（税抜）
（税抜）214,500円

当店価格

CS-TX280D2
期間消費電力量 828kWh

205,000円（税抜）
（税抜）225,500円

当店価格

CS-TX400D2
期間消費電力量 1,401kWh

235,000円（税抜）
（税抜）258,500円

当店価格

CS-TX560D2
期間消費電力量 2,077kWh

268,000円（税抜）
（税抜）294,800円

当店価格

CS-TX630D2
期間消費電力量 2,383kWh

295,000円（税抜）
（税抜）324,500円

当店価格

CS-UX280D2
期間消費電力量 768kWh

265,000円（税抜）
（税抜）291,500円

当店価格

CS-UX400D2
期間消費電力量 1,081kWh

278,000円（税抜）
（税抜）305,800円

当店価格

CS-UX560D2
期間消費電力量 1,681kWh

305,000円（税抜）
（税抜）335,500円

当店価格

CS-UX630D2
期間消費電力量 1,986kWh

335,000円（税抜）
（税抜）368,500円

当店価格

CS-UX710D2
期間消費電力量 2,316kWh

355,000円（税抜）
（税抜）390,500円

当店価格

CS-XS360D・D2
期間消費電力量 1,032kWh

255,000円（税抜）
（税抜）280,500円

当店価格

キープ暖房
お部屋の暖かさを保ちたいとき、
今まで設定できなかった、ごく弱い
暖房運転が可能に。

●リモコンの写真はUXシリーズです。

【寒冷地のためのこだわり仕様】

お部屋の温度が下がりすぎるのを抑える。

外出時
などの
時に

お部屋の温度が
下がりすぎるのを
やわらげます。


