
■仕様一覧表
タイプ 真空圧力 IH 真空 IH

形　名

RC-10E2VX RC-18E2VX RC-10E2VS RC-18E2VS RC-10E9VR RC-18E9VR
最大炊飯容量 1.0L 1.8L 1.0L 1.8L 1.0L 1.8L

お
い
し
さ
機
能

内　釜

気圧コントロール 真空0.5〜（保温時0.6）／圧力1.2気圧（圧力可変） 真空0.6〜（保温時0.7）／圧力1.05気圧（圧力可変） 真空0.7〜／−
真空ひたし ●

内ぶた加工 （ステンレス） ディンプル加工（ステンレス）

保温時間※3 真空保温 白米40時間（エコ炊飯・玄米・白米混合・麦ご飯・雑穀米保温12時間） 真空保温 白米40時間（エコ炊飯・玄米・麦ご飯・雑穀米保温12時間）

メ
ニ
ュ
ー

炊飯コース

白米・無洗米

ねらい炊き 25分〜50分（5分単位）炊き分け3通り ※4 30分~50分（5分単位）炊き分け3通り ー
銘柄炊き分け 7銘柄 5銘柄 ー

その他 玄米[本かまど・白米混合炊き分け4通り（玄米＋白米）・
おかゆ・早炊き］、麦ご飯、雑穀米

玄米[本かまど・白米混合炊き分け4通り（玄米＋白米）・
おかゆ・そくうま］、麦ご飯、雑穀米 玄米［本かまど］、麦ご飯、雑穀米

調理コース 温泉卵 温泉卵、豆腐 ケーキ、温泉卵
使
い
や
す
さ

表示部 バックライト液晶（ブラック） ●（グレー）

クリーンフレーム ●（ステンレス） ー
着脱丸洗い内ぶた＆蒸気口 ●（スッキリ内ぶた&内蔵蒸気口） ●（蒸気口セットなし）

お手入れコース ●

消費電力（W） 1420

1回当たりの炊飯時消費電力量（Wh）※5 188.6（エコ炊飯）
197.7（本かまど おすすめ）

248.5（エコ炊飯）
265.6（本かまど おすすめ）

176.7（エコ炊飯）
189.8（本かまど おすすめ）

234.3（エコ炊飯）
258.3（本かまど おすすめ）

176.1（エコ炊飯）
182.3（本かまど）

226.6（エコ炊飯）
249.2（本かまど）

1時間当たりの保温時消費電力量（Wh）※6 13.6（エコ炊飯） 19.8（エコ炊飯） 14.3（エコ炊飯） 19.8（エコ炊飯） 13.3（エコ炊飯） 18.3  （エコ炊飯）

年間消費電力量※6 87.2kWh/年 区分：B 136.5kWh/年 区分：D 84.2kWh/年 区分：B 131.5kWh/年 区分：D 82.2kWh/年 区分：B 125.0kWh/年 区分：D
省エネ基準達成率（目標年度2008年）  105％（エコ炊飯）  107％（エコ炊飯）  112％（エコ炊飯）
外形寸法：幅×奥行×高さ（mm） 269×330×226 300×364×264 269×330×226 300×364×264 264×327×217 295×356×256

本体質量（kg） 約5.7 約7.0 約5.4 約6.7 約4.7 約5.9
個装寸法：幅×奥行×高さ（mm） 296×387×265 327×420×305 296×387×265 327×420×305 292×383×258 323×418×299

個装質量（kg） 約6.3 約7.7 約5.9 約7.4 約5.3 約6.5

＊2022年5月1日現在、国内家庭用100Vジャー炊飯器の最大炊飯容量0.99L以上1.44L未満（省エネ法の区分による）において。

このカタログの内容は2022年5月現在のものです。
★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ＊画像はイメージです。

＊RC-E9VRは3通り。

※RC-VXT／VST／VRRに対して釜底WAVEの本数が約倍増。

＊RC-E2VX/E2VSのみ。

＊RC-E2VX/E2VSのみ。

商品特長

沸騰力を高める

倍増釜底WAVE※

芯までしっかり熱を伝えごはんの粒が立つ

大火力1420W
細かな火力調整で甘みを引き出す

多段階火力調節

毎日使いやすくてお手入れ簡単

スッキリ内ぶた＆内蔵蒸気口

白米と玄米を混ぜておいしく炊き上げ

白米混合（白米＋玄米）コース 白米：玄米  1：3
白米：玄米  2：1 白米：玄米  1：1 白米：玄米  1：2

料理や気分でお好みの食感を楽しめる

 食感炊き分け機能 5通り 本かまど
コース（ 　）S510469

＊RC-E2VX/E2VSのみ。

時間も食感もお好みで炊き上げる

「ねらい炊き」コース

＊RC-E2VX：7銘柄、RC-E2VS：5銘柄。

お米の個性に合わせて銘柄を炊き分け

銘柄炊き分けコースNEW

※1.RC-10E2VX:14本、RC-18E2VX:22本、RC-10E2VS:14本、RC-18E2VS:22本、RC-10E9VR：14本、RC-18E9VR：22本。※2.保証期間内に内側のフッ素樹脂コーティングがはがれた場合は新品とお取り替えいたします（取扱説明書の記載事項
にそわない使い方をした場合は対象外となります）。※3.メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください。※4.25分設定は「おすすめ」コースのみ。※5.出荷時、省エネ法・特定機器「ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。実
際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。※6.「1時間当たりの保温時消費電力量」、「年間消費電力量」は「1回当た
りの炊飯時消費電力量」に記載している出荷時に設定されている（　）内の炊飯コースで炊飯したときの数値です（区分名も同法に基づく炊飯方式、最大炊飯容量によります）。●圧力タイプや真空タイプ、IHタイプは各機構部の動作にともな
う「カチャ」「ブーン」などの音がします。故障ではありませんので安心してお使いください。●医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください。●画像はイメージです。

本かまど（炊き分け5通り）
甘み炊き エコ炊飯（出荷時コース）

少量 炊込み 早炊き
おかゆ お弁当

本かまど（炊き分け5通り）
甘み炊き エコ炊飯（出荷時コース）

少量 炊込み 早炊き
おかゆ お弁当 そくうま

本かまど（炊き分け3通り）
甘み炊き エコ炊飯（出荷時コース）

炊込み 早炊き おかゆ
お弁当 そくうま

（TS）ディープブラウン （W）ホワイト （TS）ディープブラウン

※1 ※2 ※1 ※2 ※1 ※2

2022年6月
発 売 予 定

2022年6月
発 売 予 定

（TS）ディープブラウン

RC-10E2VX（TS）／18E2VX（TS）
（2022年6月発売予定）オープン価格 ★

（TS）ディープブラウン

RC-10E9VR（TS）／18E9VR（TS）
オープン価格 ★

（W）ホワイト

（2022年6月発売予定）
RC-10E2VS（W）／18E2VS（W）
オープン価格 ★

ジャー炊飯器
〈家庭用〉

2022 E

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内で、当該製品に関する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

◎携帯電話など
　からのご利用は ◎FAX

「東芝生活家電ご相談センター」お買い物･使い方･
修理のご相談は 0120-1048-76

（フリーダイヤル）

＊当社指定休業日を除く※お電話をいただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願いいたします。

〒210-8543 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1
キッチンソリューション事業部

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
　または、下記におたずねください。
●商品の色は、印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

0570-0570-33 022-224-6801

月〜土　9：00〜18：00
日・祝日9：00〜17：00

受付
時間

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設備調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。
●これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

安全に関する
ご注意

●本製品は家庭用です。家庭用以外（店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など）では使用しないでください。●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお
使いください。●外出されるとき、ご使用にならない場合は必ず電源プラグを抜いてください。●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らないで電源プラグを持って抜いてく
ださい。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●医療用ペースメーカーをお使いの方は専門
医とよくご相談の上お使いください。〈IH炊飯器〉●圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

省エネマーク   
このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。

「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。％の数値が大きいほど省エネ性が優れています。



お手入れ
しやすく

なりました！　

効率的に対流を起こし、

沸騰を促進する膨らみ

60°

沸騰力を高める

倍増釜底WAVE※2

釜底WAVEで釜底からの加熱を促進。釜底WAVE
に沿って噴き上がる細かい泡によってお米を
立たせながら熱の
通り道をしっかり
作り、おいしい炊き
上がりの証「カニ穴」
の多いふっくらとし
た炊き上がりに。

釜底の山の部分に熱が
集中し、沸騰力アップ！

※1.RC-E2VXは5年、RC-E2VS/E9VRは3年になります。保証期間内に内側のフッ素樹脂コーティングがはがれた場合は新品とお取り替えいたします（取扱説明書の記載事項
にそわない使い方をした場合は対象外となります）。※2.RC-VXT/VST/VRRに対して釜底WAVEの本数が約倍増。RC-10VXT/VST/VRR：7本、RC-18VXT/VST/VRR：9本に対して、
RC-10E2VX/10E2VS/10E9VR：14本、RC-18E2VX/18E2VS/18E9VR：22本。※3.RC-E2VXは25〜50分（25分設定は「おすすめ」コースのみ）、 RC-E2VSは30〜50分まで5分単位。 
※4.RC-10E2VX白米本かまど「おすすめ」コース3合炊飯時。電圧100V、室温・水温23℃（炊飯量・炊飯コース・室温・水温・水加減・機種により炊飯時間は異なります）。※5.「エコ炊
飯」選択時は、予約炊飯セット時と保温中は真空ポンプが作動しません。保温時間は12時間までです。メニューによって異なります。※6【試験機関】（一財）新潟県環境衛生研究所

【試験方法】JIS Z 2801に準拠【抗菌方法】抗菌剤を樹脂に練り込み【試験結果】99%以上の抗菌効果 報告書番号：第202109850-001-MBA号 ●医療用ペースメーカーをお使い
の方は、IH炊飯器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください。●圧力タイプ炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みに
なり、正しくお使いください。●このページはRC-10E2VX/10E2VSの機能を中心に紹介しています。詳しくは仕様一覧表をご覧ください。●画像はイメージです。

＊画像はRC-E2VXのイメージです。

＊RC-E2VS／E9VRは5mm。

※RC-18E2VX/18E2VS／18E9VRは0.5合から。

調理コース 温泉卵の調理などを楽しめる便利なコースです。［RC-E2VX：温泉卵／RC-E2VS：温泉卵・豆腐／RC-E9VR：ケーキ・温泉卵］

 お茶碗約2杯分（0.25合）※から炊ける

おかゆ少量炊飯

 白米と玄米を混ぜておいしく炊き上げ

白米混合（白米＋玄米）コース〈4通り〉

白米：玄米  2：1 白米：玄米  1：1 白米：玄米  1：2
白米：玄米  1：3

白 米と玄 米 の 混 合 米を、お いしくバランス
良く炊き上 げる専 用コースを搭 載。食 べ や
すい食感に炊き上げます。

＊RC-E2VX/E2VSのみ。

「健康ごはん」も、手軽に、おいしく、食べやすく。
お米の個性に合わせて銘柄を炊き分け。

業界初＊

、時間も食感もお好みで炊き上げる「ねらい炊き」。
＊2020年4月27日（発表）、国内家庭用100Vジャー炊飯器において。

真空の力で「おいしく時短」に。

「真空保温」なら、時間がたっても
ふっくらツヤツヤ。
内釜の中に残る空気を、外に吸い出し密閉。酸化によるごはんの黄ばみ、
水分の蒸発を抑え、白米（「エコ炊飯」を除く）なら最大40時間までおい 
しく保温します。

内 釜 の 中を真 空 にし、圧 力 差で 芯まで すば  やく吸 水させます。しっ
かり水を吸った お 米 は 内 部まで 熱 が 伝わりα化を促 進。約 3 8 分 ※ 4

でおいしく炊き上がります。

浸しの手間なくおいしく炊き上げ。

凹凸が少ないスッキリ内ぶた
で洗いやすい！

洗うのは内釡と内ぶたの2点だけ！

しっかり熱を蓄え大火力を伝える　

厚釜7mm（釜底）
大きな熱対流を起こす

丸底60°

こだわりの素材が、「熱」を蓄え、すばやく伝える。

熱をすばやく伝えて、

「大火力」を生む
東芝の溶湯鍛造厚釜。

大火力で、ごはんの粒が立つ。大火力で、ごはんの粒が立つ。 火加減で、ごはんが甘くなる。火加減で、ごはんが甘くなる。
強火で一気に炊き上げることで、
一粒一粒お米の芯まで熱が伝わり、
ふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。

炊きから蒸らしまで火力を細かく調節することで、
ごはんの甘みが増す温度帯をしっかり確保し
お米が本来もっている甘みを引き出します。

＊2022年5月1日現在、国内家庭用100Vジャー炊飯器の最大炊飯容量
　0.99L以上1.44L未満（省エネ法の区分による）において。

〈イメージ図〉

銘柄炊き分けコースNEW
作付け面積が多い銘柄などのコシヒカリ・ひとめぼれ・ヒノヒカリ・あきたこまち・
ななつぼし・ゆめぴりか＊・つや姫＊について、各銘柄の特長を活かして炊き分けま
す。お好みの銘柄米の良さを、より堪能いただけます。

急な残業で
帰りが遅くなっちゃった。

今日はどんな
食感にしようかな。   ねらい炊きコース

＊RC-E2VX/E2VSのみ。

真空で浸してすばやくふっくら炊き上げる

玄米「早炊き」コース

料理や気分でお好みの食感を楽しめる

食感炊き分け機能〈5通り〉

食物繊維をしっかり摂取！

「麦ご飯」コース

コシヒカリ ひとめぼれ ヒノヒカリ あきたこまち ななつぼし ゆめぴりか＊ つや姫＊

＊RC-E9VRは3通り。

＊RC-E2VSは「そくうま」コース。

お好みの食感

お好みの時間※3

もちもちおすすめ しゃっきり

50分25分 5分単位で選択できる！
炊き上げたいタイミングに合わせて、
25〜50分 ※ 3まで5分単位で炊飯時間
が選択可能。お好みの時間に、お好
みの食感で炊き上げます。

フラットパネルで、拭きやすい！
（RC-E2VX/E2VS） （RC-E9VR）（RC-E2VX/E2VS）

＊写真はRC-E2VXです。

本かまど
コース（ 　）

＊RC-E2VXのみ対応。

＊3合炊飯時。24時間後の比較。比較のためほぐさず
試験。炊飯量・室温･電圧･蓋開閉回数などにより保温
状態は変わります。

※5

RC-E2VX:7銘柄 RC-E2VS:5銘柄

抗菌
フックボタン

※6      


