石油温水暖房専用熱源機

暖房専用

さらに軽く、
コンパクトになりました。

38

23％ダウン！

容積比
％、質量
コンパクト＆軽量設計

低騒音

※

従来品 に比べ容積比を38％もスリム化。省スペースで設置場
所も選びません。また、施工も簡単で作業時間もグッと短くなり
（※OH-G1201FFとの比較）
ました。
550mm

OH-G1201FF BL

質量

30kg

450mm

OH-G1205FF-RC BL

従来品

550mm

質量

22.5kg

240mm

従来のφ80 給排気筒を
そのまま使用可能！

32 dB（A）

※実使用レベル（最小燃焼時）

取り替え
に好適！

ガス化比例制御バーナーの搭載で優れた静音性 32dB（ A ）を
実現しました。

安全への配慮も徹底！

「給排気接続アダプタ49-80 」を
使用することで、従来のφ80 給排

給気サーミスタなど燃焼に関わる安
全 装 置を多 重に搭 載 。また、渇 水 予
報 機 能 やオイルセンサ ー も設 置し、
安全性にこだわっています。

気 筒がそのまま使え、取り替えに
便利です。

FF-102A 薄形給排気筒セット

見やすく便利な新リモコン

620mm

新商品

暖房温水 1 温度
E-con 通信対応

OH-G1205/905FF（ -RC ）
に使用する場合、
φ49 90 度エ
ルボ A（ 給 気 筒用 1 ヶ）、及び 給
排気接続アダプタ 49-80（ 給
排気筒用 1セット）が必要です。

スイッチごとに一つずつ機能を設定し、操作
性もわかりやすさもアップ。本体にも質感の
高いクリアプレートを採用。
白を基調としたフ
ラットなデザインでインテリアに調和します。

280mm

BLHS050510-D

P.67

詳しくは

RC-9012M（OH-G1205FF/905FF専用リモコン）

をご覧ください。

BLHS050510-D

サークルタイマー機能なしタイプ
表記以外のリモコンは使えません。

リモ コ ン
●台所リモコン／本体組付

●台所リモコン／別売品

石油温水暖房専用熱源機

台所リモコン
RC-7111M（本体脱着式）

台所リモコン RC-9012M
￥21,780
（税抜￥19,800）

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、
リモコンコードが必要です。

朝 や夕方 など、暖 房 使 用 時 間 を台 所リモコ
ンのサークルタイマーに予 約しておけば 、立
ち上 がり時の待ち時 間も少 なく省エネルギ
ーにもなります。

ON・OFFタイマー機能搭載

サ ークルタイマー 機 能 搭 載

台所リモコン RC-7111M
￥11,220（税抜￥10,200）

ON・OFFタイマー機能搭載

※リモコン
（別売品）
の取り付けには別途リモコンコードが必要です。

リモコンコード
について

●台所リモコン

リモコンコードM 8A（ 2 心）
￥2,640（税抜￥2,400 ）が別途必要です。

屋内据置形

11.6kW

(10,000kcal/h)

本体寸法：H550

W450

キャンドポンプ内蔵／半密閉式

D240（mm）

11.6kW(10,000kcal/h)

暖房専用

321,090（ 税抜￥291,900）

希望小売価格 ￥

リモコン別売

【給排気延長】
） 7m3 曲がり以内

（ 税抜 ￥311,000
合計 価 格 ￥342,100

OH-G

9.1kW

本体寸法：H550

キャンドポンプ内蔵／半密閉式

給気筒径

φ49.4

φ49.4
※
「 給 排 気アダプタ 49-80 」と、
「φ49 90度エルボA」
を使用
することでφ80に変更可能です。
排気筒径

W450

D240（mm）

9.1kW(7,800kcal/h)

D240（mm）

暖 房／5.6kW(4,800kcal/h)〜

11.6kW(10,000kcal/h)

融雪面積／30m2

必ず専用リモコンが必要です。

（ 税抜 ￥320,100）
合計価格 ￥352,110

給気筒径
排気筒径

φ49.4
φ49.4

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
※
「 給 排 気アダプタ 49-80 」と、
（機器の保有水量（2.5L）を合わせて、システム容量70L以内） 「φ49 90度エルボA」を使用

OH-G1205FF BL 059BC01

屋内据置形

することでφ80に変更可能です。

本体寸法：H550

キャンドポンプ内蔵／半密閉式

W450

D240（mm）

暖 房／5.6kW(4,800kcal/h)〜

9.1kW(7,800kcal/h)

融雪面積／ 20m 2

OH-G905FF BL

￥309,320（ 税抜￥281,200）

希望小売価格

台所リモコンは本体脱着式

リモコン別売

FF-49B薄形給排気筒セット ￥21,010（税抜￥19,100）【給排気延長】

（ 税抜 ￥300,300）7m3
合計 価 格 ￥330,330
給気筒径 φ49.4
曲がり以内

φ49.4
※
「 給 排 気アダプタ 49-80 」と、
「φ49 90度エルボA」
を使用
することでφ80に変更可能です。
排気筒径

（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）
共用オプション部材［暖房密閉回路用部材］
暖房密閉プラグセットOMP-3 8,250（税抜 7,500 ）
HGA不凍液15℃（20L） 14,300（税抜 13,000 ）

OH-G905FF-RC BL 059CC01

W450

￥21,780（税抜￥19,800）
RC-9012M
【給排気延長】
FF-49B薄形給排気筒セット ￥21,010（税抜￥19,100） 7m3 曲がり以内

(7,800kcal/h)

融雪面積／ 20m 2

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
（機器の保有水量（2.5L）を合わせて、システム容量70L以内）

本体寸法：H550

キャンドポンプ内蔵／半密閉式

￥309,320（ 税抜￥281,200）

9.1kW

暖 房／5.6kW(4,800kcal/h)〜

OH-G905FF-RC BL
希望小売価格

屋内据置形

希望小売価格

FF-49B薄形給排気筒セット ￥21,010（税抜￥19,100）

屋内据置形

リモコンコードM 8A（ 2 心）
￥2,640（税抜￥2,400 ）が別途必要です。

OH-G1205FF BL

台所リモコンは本体脱着式

OH-G1205FF-RC BL 059BD01

●台所リモコン

(10,000kcal/h)

融雪面積／30m2

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
（機器の保有水量（2.5L）を合わせて、システム容量70L以内）

リモコンコード
について

11.6kW

暖 房／5.6kW(4,800kcal/h)〜

OH-G1205FF-RC BL

(7,800kcal/h)
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表記以外のリモコンは使えません。

リモ コ ン

￥297,660（ 税抜￥270,600）
必ず専用リモコンが必要です。

￥21,780（税抜￥19,800）【給排気延長】
RC-9012M
FF-49B薄形給排気筒セット ￥21,010（税抜￥19,100） 7m3 曲がり以内

合計価格 ￥340,450（ 税抜 ￥309,500）

給気筒径
排気筒径

φ49.4
φ49.4

※
「 給 排 気アダプタ 49-80 」と、
本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
（機器の保有水量（2.5L）を合わせて、システム容量70L以内） 「φ49 90度エルボA」を使用
することでφ80に変更可能です。

（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）
共用オプション部材［暖房密閉回路用部材］
暖房密閉プラグセットOMP-3 8,250（税抜 7,500 ）
HGA不凍液15℃（20L） 14,300（税抜 13,000 ）

OH-G905FF BL 059CB01

※仕様表や品コードはP.63〜をご覧ください。部材、寸法などくわしくはP.65〜をご覧ください。
※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。
くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）
をそれぞれ記しております。

石油温水暖房専用熱源機

暖房専用

暖房温水 1 温度
E-con 通信対応

BLHS050510-D

BLHS050510-D

リモコン付タイプ

リモコンが選べるタイプ

（サークルタイマー機能なし）
表記以外のリモコンは使えません。

リモ コ ン
●台所リモコン／本体組込

下記 2 種よりお選びください。

リモ コ ン

●台所リモコン／別売品

台所リモコン
RC-7111M（本体脱着式）

台所リモコン

台所リモコン

RC-7111M
￥11,220
（税抜￥10,200）
0701759

ON・OFFタイマー機能搭載

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、
リモコンコードが必要です。

RC-9012M
￥21,780
（税抜￥19,800）
0705664

ON・OFFタイマー機能搭載
リモコンコード
について

●台所リモコン

リモコンコードM 8A（ 2 心）
￥2,640（税抜￥2,400 ）が別途必要です。

屋内据置形

23.2kW

(20,000kcal/h)

本体寸法：H620

高揚程用ポンプ内蔵／半密閉式

W550

D280（mm）

23.2kW(20,000kcal/h)
融雪面積／ 60m 2

(20,000kcal/h)

※リモコン
（別売品）
の取り付けには別途リモコン
コードが必要です。

本体寸法：H620

高揚程用ポンプ内蔵／半密閉式

W550

暖 房／5.23kW(4,500kcal/h)〜

23.2kW(20,000kcal/h)

融雪面積／ 60m 2

368,500（ 税抜￥335,000）

￥379,610（ 税抜￥345,100）

希望小売価格￥

台所リモコンは本体脱着式
FF-102A薄形給排気筒セット ￥21,010（税抜￥19,100）

リモコン
（別売品）
を本体に取り付けて本体操作部として使用可能です。

FF-102A薄形給排気筒セット ￥21,010（税抜￥19,100）

（ 税抜 ￥364,200）【給排気延長】
合計 価 格 ￥400,620

（ 税抜 ￥354,100）【給排気延長】
合計価格 ￥389,510

（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
を合わせて、
システム容量70L以内）
（機器の保有水量（ 7.2L）

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
（機器の保有水量（7.2L）
を合わせて、
システム容量70L以内）

HGA不凍液15℃（20L） 14,300（税抜13,000）
OH-G2306FF-RC BL 05A0A01

屋内据置形

17.4kW

(15,000kcal/h)

キャンドポンプ内蔵／半密閉式

W550

(15,000kcal/h)

排気筒径

φ80
φ80

W550

排気筒径

暖房密閉プラグセットOMP-2 23,320
（税抜21,200）
HGA不凍液15℃（20L） 14,300（税抜13,000）

φ80
φ80

※
「FF49B-φ80取替トップ
セット」
を使用することで
φ50の排気筒の現場に
利用できます。

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
（機器の保有水量（7.2L）
を合わせて、
システム容量70L以内）

屋内据置形

059EF01

本体寸法：H620

キャンドポンプ内蔵／半密閉式

W550

D280（mm）

暖 房／5.23kW(4,500kcal/h)〜

15.1kW(13,000kcal/h)

融雪面積／ 40m 2

OH-G1506FF BL

321,640（ 税抜￥292,400）

332,750（ 税抜￥302,500）

希望小売価格 ￥

希望小売価格 ￥

台所リモコンは本体脱着式
FF-49B薄形給排気筒セット ￥21,010（税抜￥19,100）

リモコン
（別売品）
を本体に取り付けて本体操作部として使用可能です。

（ 税抜 ￥321,600）【給排気延長】
合計 価 格 ￥353,760
3m3 曲がり以内
給気筒径
排気筒径

φ49.4
φ49.4

暖房密閉プラグセットOMP-2 23,320
（税抜21,200）※「給排気アダプタ49-80」を使用
HGA不凍液15℃（20L） 14,300（税抜13,000） することでφ80に変更可能です。
本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
を合わせて、
システム容量70L以内）
（機器の保有水量（7.2L）

※密閉時には、暖房密閉プラグが必要となります。

給気筒径

オプション部材［暖房密閉回路用部材］

（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）

(13,000kcal/h)

OH-G1506FF-RC BL

OH-G1506FF-RC BL 05A1D01

【給排気延長】

15.1kW

15.1kW(13,000kcal/h)

融雪面積／ 40m 2

（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）

（ 税抜 ￥322,100） 3m3 曲がり以内
合計価格 ￥354,310

OH-G1706FF BL

D280（mm）

暖 房／5.23kW(4,500kcal/h)〜

オプション部材［暖房密閉回路用部材］

FF-102A薄形給排気筒セット ￥21,010（税抜￥19,100）

OH-G

※
「FF49B-φ80取替トップ
セット」
を使用することで
φ50の排気筒の現場に
利用できます。

OH-G1706FF-RC BL 059EE01

15.1kW

17.4kW(15,000kcal/h)

融雪面積／ 50m 2

暖房専用

給気筒径

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
を合わせて、
システム容量70L以内）
（機器の保有水量（7.2L）

(13,000kcal/h)

暖 房／5.23kW(4,500kcal/h)〜

希望小売価格￥

【給排気延長】

暖房密閉プラグセットOMP-2 23,320
（税抜21,200）
HGA不凍液15℃（20L） 14,300（税抜13,000）

D280（mm）

リモコン
（別売品）
を本体に取り付けて本体操作部として使用可能です。

（ 税抜 ￥332,300） 3m3 曲がり以内
合計 価 格 ￥365,530

オプション部材［暖房密閉回路用部材］

W550

333,300（ 税抜￥303,000）

344,520（ 税抜￥313,200）

台所リモコンは本体脱着式
FF-102A薄形給排気筒セット ￥21,010（税抜￥19,100）

（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）

本体寸法：H620

キャンドポンプ内蔵／半密閉式

OH-G1706FF BL

希望小売価格 ￥

キャンドポンプ内蔵／半密閉式

屋内据置形

17.4kW

17.4kW(15,000kcal/h)

融雪面積／ 50m 2

OH-G1706FF-RC BL

屋内据置形

暖房密閉プラグセットOMP-2 23,320
（税抜21,200）
HGA不凍液15℃（20L） 14,300（税抜13,000）

OH-G2306FF BL 05A0B01

D280（mm）

暖 房／5.23kW(4,500kcal/h)〜

本体寸法：H620

オプション部材［暖房密閉回路用部材］

石油温水暖房専用熱源機

3m3 曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80

3m3 曲がり以内
オプション部材［暖房密閉回路用部材］
給気筒径 φ80
（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）
排気筒径 φ80
暖房密閉プラグセットOMP-2 23,320
（税抜21,200）

本体寸法：H620

D280（mm）

OH-G2306FF BL

OH-G2306FF-RC BL
希望小売価格

屋内据置形

23.2kW

暖 房／5.23kW(4,500kcal/h)〜

サークルタイマー、音声ガイド機能搭載

※リモコン
（別売品）
の取り付けには別途リモコン
コードが必要です。

FF-49B薄形給排気筒セット ￥21,010（税抜￥19,100）

【給排気延長】
（ 税抜 ￥311,500）
合計価格 ￥342,650

オプション部材［暖房密閉回路用部材］

（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）

3m3 曲がり以内
給気筒径 φ49.4
排気筒径 φ49.4

暖房密閉プラグセットOMP-2 23,320
（税抜21,200）※「給排気アダプタ49-80」を使用
HGA不凍液15℃（20L） 14,300（税抜13,000） することでφ80に変更可能です。
本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
（機器の保有水量（7.2L）
を合わせて、
システム容量70L以内）

OH-G1506FF BL

05A1E01

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）
をそれぞれ記しております。
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