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ノーリツ、業務用市場で
ノーリツ、業務用市場で“エコジョーズ
エコジョーズ”を拡充
エコジョーズ を拡充
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給湯器を 9 月発売
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発売します。
当商品は排気
当商品は排気熱を
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当商品は
当商品は「簡単
「簡単 2 連結」に対応しており、
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は、機器から離れた場所でも機器の詳細状況が確認できるため、サービスの出動前に修
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業務用ガス給湯器
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GQ C1634WZ-C
C の特長
① “簡単２連結
簡単２連結”に対応
に対応
給湯器 2 台をコード接続のみで
コード接続のみで
コード接続のみで、ローテーション運転や大能力
、ローテーション運転や大能力給湯
、ローテーション運転や大能力給湯が可能

② “即出湯システム
即出湯システム”を構築可
即出湯システム 構築可能

（即出湯ユニット QU-4
4 15A 同時発売）

すぐにお湯が使えて捨て水を削減。
すぐにお湯が使えて捨て水を削減。簡単 2 連結＋即出湯も可能
連結＋即出湯 可能に

③ 安心の“遠隔監視システム
安心の 遠隔監視システム
遠隔監視システム”に対応
有線 LAN 回線仕様なら
回線仕様
24 時間の遠隔監視が
時間の遠隔監視が実質・月
実質・月 900 円（税別）で実現

■“簡単２連結”で営業をサポート

給湯器 2 台を連結コード（別売）で接続す
るだけで、ローテーション運転、バックアップ
運転、32 号相当の大能力マルチ給湯などを
行います。

■すぐにお湯が使える“即出湯システム”を構築可能
同時発売の即出湯ユニット QU-4 15A を使用して、即出湯システムを
構築すると、配管内にお湯を循環させることで、店舗や施設などでいつ
でもお湯を出すことが可能になります。お湯になるまでの捨て水がなく、
無駄がありません。即出湯ユニットを 2 台使用して、簡単 2 連結での即出
湯も可能です。
即出湯ユニット
QUQU-4 15A
55,000 円(税別）

※即出湯システムには別途、部材各種、対応のリモコンが必要です。

■排気延長は７ｍ４曲がりまで可能
排気延長は 7ｍ4 曲がりまで可能で、幅広い現場の設置に対応します。
また、立ち上がりは最大 3ｍまで可能です。

■最高 80℃出湯が可能で、業務用食洗機に対応
80℃の高温出湯が可能です。高温のすすぎ水が要求される業務用食器洗
い乾燥機にもブースターなしで対応が可能で、設置コストが抑えられます。
※80℃出湯には、対応のリモコンが必要です。

■“遠隔監視システム”の導入で、アフターサービスが迅速に
当社の遠隔監視システムを導入すると、故障発生時はノーリツコンタクトセンターにエラー情報を
送信し、必要に応じてサービスマンがお客さまへ連絡・訪問、点検・修理を行います。通信には携
帯電話・3G 回線または、お客さまの有線 LAN 回線を利用します。有線 LAN 回線を利用する「見ま
もりプラン」なら、プラン料金年間 10,800 円（税別）、実質・月 900 円の費用で 24 時間 365 日の遠隔
監視が可能です。飲食店など、給湯器を単体で使用する小規模施設においても、手軽に遠隔監
視システムを導入できます。
※遠隔監視システムには別途、遠隔通信ユニットと、契約プランの締結が必要です。

■価 格 ・発 売 日
商品名

給湯能力

ガス種

希望小売価格（税・工事費別）

GQGQ-C1634WZC1634WZ-C

16 号

LPG、12A・13A

208,000 円

発売日

2018 年 9 月 3 日（月）

ノーリツは、環境省が認証した
エコ・ファースト企業です。

※ニュースリリースに記載されている内容は、発表時点のものです。最新の情報とは内容が異なっている場合があり
ますので、ご了承ください。

