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らないレベルの異変を感知した場合に、お客さまへお知らせするシステムです。
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台ずつエコジョーズ化すること

（排気カバー装着時） 
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kg 

設置性・施工性を向上 
5ｋｇ削減。コンパクト・軽量化を

50 号従来タイプ（

5011WZ を複数台、

することも可能です。

 
場合は、別売りの排気カバーを装着することで耐風性能を

の耐風試験に基づく自社測定による）

の導入で、アフターサービスが迅速に

による”故障予兆システム”を導入し、システムの稼働を開始予定
不具合を未然に防ぐシステムを目指し、“故障予兆システム

AI エンジンが監視し、故障に至

らないレベルの異変を感知した場合に、お客さまへお知らせするシステムです。 

 

同サイズで
取り替えが
容易 

コンパクト・軽量化を

号従来タイプ（GQ-5011WZ

複数台、マルチ設

も可能です。 

耐風性能を 30m/s

の耐風試験に基づく自社測定による） 

の導入で、アフターサービスが迅速に 

の稼働を開始予定
故障予兆システム

エンジンが監視し、故障に至

幅 480mm

GQ-5011WZ

奥⾏ 300mm

従来タイプ従来タイプ従来タイプ従来タイプ

で 
取り替えが 

コンパクト・軽量化を

5011WZ）

マルチ設

30m/s に

 

の稼働を開始予定 
故障予兆システム”を

エンジンが監視し、故障に至

高
さ

7
5
0
m

m
 

480mm 

5011WZ 

300mm 

従来タイプ従来タイプ従来タイプ従来タイプ    



 

 

 

 

 

 

 業務用のニーズに応える高い耐久性について

一般家庭で給湯器を使用する時間は、

業務用給湯器は

たり、お湯の出し止めが頻繁に繰り返されたりなど機器に与えるストレスが大きく、

業務用給湯器には高い耐久性が必要です。

工夫で耐久性を高めています。

・ 大量出湯や結露に対する熱交換器の耐久性を高めるために、缶体パイプ

の肉厚を家庭用給湯器よりも

・ 熱交換器が結露水によって腐食するのを抑制するため、運転スイッチが

OFF

回路に通して熱交換器への通水を遮断します。

・ 連結設置時にはローテーション運転を行い、運転する機器の偏りを減らして

システム全体の耐久性を高めます。また各システムの運転状況などをリモコ

ンで確認することができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■価格・発売

業務用のニーズに応える高い耐久性について

一般家庭で給湯器を使用する時間は、

業務用給湯器は 1

たり、お湯の出し止めが頻繁に繰り返されたりなど機器に与えるストレスが大きく、

業務用給湯器には高い耐久性が必要です。

工夫で耐久性を高めています。

大量出湯や結露に対する熱交換器の耐久性を高めるために、缶体パイプ

の肉厚を家庭用給湯器よりも

熱交換器が結露水によって腐食するのを抑制するため、運転スイッチが

OFF の時や流量が少なく、燃焼せずに通水される場合には、水をバイパス

回路に通して熱交換器への通水を遮断します。

連結設置時にはローテーション運転を行い、運転する機器の偏りを減らして

システム全体の耐久性を高めます。また各システムの運転状況などをリモコ

ンで確認することができます。

※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。

価格・発売

商品名 

GQGQGQGQ----C50C50C50C5044442WZ2WZ2WZ2WZ

本体サイズ

質 量 

業務用のニーズに応える高い耐久性について

一般家庭で給湯器を使用する時間は、

1 日約 8 時間以上使用されます。その間、大量に出湯を続け

たり、お湯の出し止めが頻繁に繰り返されたりなど機器に与えるストレスが大きく、

業務用給湯器には高い耐久性が必要です。

工夫で耐久性を高めています。 

大量出湯や結露に対する熱交換器の耐久性を高めるために、缶体パイプ

の肉厚を家庭用給湯器よりも 25

熱交換器が結露水によって腐食するのを抑制するため、運転スイッチが

の時や流量が少なく、燃焼せずに通水される場合には、水をバイパス

回路に通して熱交換器への通水を遮断します。

連結設置時にはローテーション運転を行い、運転する機器の偏りを減らして

システム全体の耐久性を高めます。また各システムの運転状況などをリモコ

ンで確認することができます。 

※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。 

価格・発売予定日     

 

2WZ2WZ2WZ2WZ    

本体サイズ 

 

業務用のニーズに応える高い耐久性について

一般家庭で給湯器を使用する時間は、1日トータルで約

時間以上使用されます。その間、大量に出湯を続け

たり、お湯の出し止めが頻繁に繰り返されたりなど機器に与えるストレスが大きく、

業務用給湯器には高い耐久性が必要です。GQ

 

大量出湯や結露に対する熱交換器の耐久性を高めるために、缶体パイプ

25％厚くしています。（右写真参照）

熱交換器が結露水によって腐食するのを抑制するため、運転スイッチが

の時や流量が少なく、燃焼せずに通水される場合には、水をバイパス

回路に通して熱交換器への通水を遮断します。

連結設置時にはローテーション運転を行い、運転する機器の偏りを減らして

システム全体の耐久性を高めます。また各システムの運転状況などをリモコ

 

※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

給湯能力 

50 号 

2019

ノーリツは、環境省が認証した

エコ・ファースト企業です。

業務用のニーズに応える高い耐久性について 

日トータルで約1時間程度ですが、

時間以上使用されます。その間、大量に出湯を続け

たり、お湯の出し止めが頻繁に繰り返されたりなど機器に与えるストレスが大きく、

GQ-C5042WZシリーズは、以下の

大量出湯や結露に対する熱交換器の耐久性を高めるために、缶体パイプ

％厚くしています。（右写真参照）

熱交換器が結露水によって腐食するのを抑制するため、運転スイッチが

の時や流量が少なく、燃焼せずに通水される場合には、水をバイパス

回路に通して熱交換器への通水を遮断します。 

連結設置時にはローテーション運転を行い、運転する機器の偏りを減らして

システム全体の耐久性を高めます。また各システムの運転状況などをリモコ

※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

 ガス種

LPG、

高さ 750mm

発売予定日 

19 年 9 月 2 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。

時間程度ですが、

時間以上使用されます。その間、大量に出湯を続け

たり、お湯の出し止めが頻繁に繰り返されたりなど機器に与えるストレスが大きく、

シリーズは、以下の

大量出湯や結露に対する熱交換器の耐久性を高めるために、缶体パイプ

％厚くしています。（右写真参照） 

熱交換器が結露水によって腐食するのを抑制するため、運転スイッチが

の時や流量が少なく、燃焼せずに通水される場合には、水をバイパス

連結設置時にはローテーション運転を行い、運転する機器の偏りを減らして

システム全体の耐久性を高めます。また各システムの運転状況などをリモコ

※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

ガス種 

、12A・13A 

mm×幅 480mm

51kg 

 

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。

時間程度ですが、

時間以上使用されます。その間、大量に出湯を続け

たり、お湯の出し止めが頻繁に繰り返されたりなど機器に与えるストレスが大きく、

シリーズは、以下の

大量出湯や結露に対する熱交換器の耐久性を高めるために、缶体パイプ

熱交換器が結露水によって腐食するのを抑制するため、運転スイッチが

の時や流量が少なく、燃焼せずに通水される場合には、水をバイパス

連結設置時にはローテーション運転を行い、運転する機器の偏りを減らして

システム全体の耐久性を高めます。また各システムの運転状況などをリモコ

※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

希望小売価格（税・工事費別）

556,000

480mm×奥行 300mm

 

ノーリツは、環境省が認証した

エコ・ファースト企業です。 

業務業務業務業務

缶体パイプの比較

※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

希望小売価格（税・工事費別）

556,000 円 

0mm 

ノーリツは、環境省が認証した 

 

業務業務業務業務用用用用    

缶体パイプの比較

※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

希望小売価格（税・工事費別） 

家庭用家庭用家庭用家庭用    

缶体パイプの比較 


