エコロジーをテーマに新環境仕様

OTQ

基本性能を向上させた音が静かで臭いが少ないふろ給湯機。

キレイに燃えるから
「低騒音・低 NOx・低燃焼臭」が実現

“見まもり”の先進性。人に寄り添う新型リモコン。

全域での安定した油流量制御

無線 LAN 対応リモコンで見まもり

自動車にも採用され燃料噴霧量を細かに制御するインジェクター方式を搭載。

の安心をサポートします。

インジェクター採用

弁の開閉時間で制御を行うことで、最大から最小まで、特に最小能力時に安定

した油流量制御を行うことができます。
また、インジェクターを完全に覆うことで

石 油ふろ給 湯 機

作動音も軽減しています。

電気系トラブルを低減

基板ポッティング加工

精密部分への水やホコリ、虫などの侵入を防ぎ、
本体機器をトラブルから守る、高い耐久性を実現

しています。

設 置 フリ ー 形

外出先からの遠隔操作も可能！

1 年を通じて出湯を自由に調整できる

帰 宅 途 中に「 わかすアプ

低温度出湯

けば、家に着くころにお湯

シャワーがもっと快適になる

帰ってすぐ入浴できます。

中間温度設定

リ」からお湯はりをしてお
はり完了。

OTQ

冷水サンドイッチ現象を防止
Q 機能 /PRO-TEC メカ
凍結予防運転時にはヒーター、ポンプを作動し、電力を消費します。

＞選べるおふろ機能 3タイプ
ぱり
やっ すめ ト
す
お オー
フル

●お湯はり開始

残り湯を
沸かし直す場合

●自動ストップ

（自動）

●スイッチポン

残り湯を
沸かし直す場合

●追いだき/自動保温

●残り湯の量に関係なく、
「ふろ自動」を押すだけで設定通りの湯温・
水位で沸き上がります。

スイッチポンでお湯はり・自動ストップ。
追いだきもできます。

●お湯はり開始

●自動足し湯
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●給湯栓を開いて
お湯はり開始

STOP

ごきげんオート

ここが
違う！

沸き上がり後 0〜9時間有効

STOP

●自動ストップ

初期設定は4時間、1時間単位で変更可能

●追いだき/自動保温

マイルド追いだき

●省電力モード

マイルド追いだき

（注）設定水位に対して、約 3cm 以上水位が
低くならないと、自動足し湯をしない
場合があります。

●省電力モード

●自動ふろ配管クリーン

ふろ給湯機の
取り替えの場合、
今まで「フルオート」を
お使いのお客様には
「フルオート」が
おすすめです。

●残り湯が循環口より上にある場合、
「ふろ自動」を押すだけでほぼ設定通りの湯温・湯量で沸き上がります。
ただし、
「 前回ふろ自動完了後 4 時間以内」は追いだきのみを行ない「 4 時間以降」は約 30L のお湯はりをしますので、
設定湯量にならない場合があります。
●残り湯が循環口より下にある場合、沸き上がり湯量にバラつきがあります。

お湯が冷めたら

（手動）

残り湯の沸かし直しも
設定水位でピタッ！

初期設定は4時間、
1時間単位で変更可能

STOP
●スイッチポン

（全自動）

設定湯温・設定水位まで

お湯はりから自動保温、足し湯、前日の残り湯を
「ふろ自動」
で
自動復帰します（注）
沸かし直してもお湯の量はほぼ一定です。
沸き上がり後 0 〜 9 時 間 有 効

●台所リモコンの
●給湯栓を閉じて
メロディーがお知らせ
お湯はり完了

●省電力モード
(スクロール表示)

沸き上がり後

0 〜 9 時間有効

（初期設定は4時間、1時間単位で変更可能）

●スイッチポン

●追いだき/自動保温

マイルド追いだき

石油ふろ給湯機

設置フリー形

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW2003

BL認定品は
￥2,200

BLOH011924-B

（全自動）
※1

※2

※3

直圧式

見まもり

（税抜）アップ

BLOH011924-B

（自動）
直圧式・46.5kWタイプ

※1

給水装置認証番号 OW2003

※1 RCS 接続基板ユニットが必要です。
※2 給水接続が認められない地域があります。
管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。
※3 RC-G001系リモコン

※2

※3

※1 R C S 接 続 基 板ユニットが 必 要
です。
※ 2 給 水 接 続が 認められない地 域
があります。管 轄 水 道 事 業 者
（ 水 道局）へご確 認ください。
※3 RC-G001系リモコン

選べるリモコン
●無線 LAN 対応リモコン RC-G001EW-1マルチセット
（T）
￥55,220（税抜￥50,200 ）

●マルチリモコン RC-J101マルチセット
（ T)
38,940（税抜 35,400 ）

浴室リモコン

台所リモコン

石 油ふろ給 湯 機

台所リモコン

BL認定品は
￥2,200

（税抜）アップ

浴室リモコン

●追加リモコン
サブリモコン

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉
￥17,270
（税抜￥15,700）

ふろ自動スイッチ付
サブリモコン

RC-8001A

〈非防水形〉
￥13,420
（税抜￥12,200）

RC-8001AJ

浴室用屋外カバーセット

1,320

（税抜 1,200）

0700757

壁パッキン

W270

D575（mm）

46.5kW

給 湯／46.5kW(40,000kcal/h)
ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

(40,000kcal/h)

OTQ-4706AF

リモコン別売

リモコンコードM 8A(2 心） 2,640
（税抜 2,400）
リモコンコードS 8A(2 心）
2,640（税抜 2,400）
￥9,020
循環アダプタ JX-SS
（税抜￥8,200）
φ106 排気トップ
は入付です。

循環パイプ接続アダプター B ￥4,180
（税抜￥3,800）

46.5kW

(40,000kcal/h)

【排気延長】
7m3 曲がり以内

055CB01
OTQ-4706AF
OTQ-4706AF BL 055CB02

排気筒径

D575（mm）

注意

循環パイプ接続アダプター B ￥4,180
（税抜￥3,800）

※ふろ継手は別売です

屋内据置形

46.5kW

055CF01
OTQ-4706SAF
OTQ-4706SAF BL 055CF02
本体寸法：H790

φ106 排気トップ
は入付です。

【排気延長】
7m3 曲がり以内
排気筒径

φ106

★ふろ配管左右接続可

W270

D575（mm）

給 湯／46.5kW(40,000kcal/h)
ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-4706SAFF

435,820（ 税抜￥396,200）

希望小売価格 ￥

400,730（ 税抜￥364,300）

希望小売価格 ￥

必ず専用マルチリモコンが必要です。

055CC01
OTQ-4706AFF
OTQ-4706AFF BL 055CC02

オプション部材（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）

(40,000kcal/h)

OTQ-4706AFF

※ふろ継手は別売です

388,960（ 税抜￥353,600）

φ106

給 湯／46.5kW(40,000kcal/h)
ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

オプション部材（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）
（税抜￥3,800）
循環パイプ接続アダプター B ￥4,180

給 湯／46.5kW(40,000kcal/h)
ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

必ず専用マルチリモコンが必要です。

★ふろ配管左右接続可

W270

リモコンコードM 8A(2 心） 2,640（税抜 2,400）
リモコンコードS 8A(2 心） 2,640（税抜 2,400）
（税抜￥8,200）
￥9,020
循環アダプタ JX-SS
FF-101A薄形給排気筒セット
（税抜￥19,100）
￥21,010

D575（mm）

リモコンコードM 8A(2 心） 2,640
（税抜 2,400）
リモコンコードS 8A(2 心）
2,640（税抜 2,400）
￥9,020
循環アダプタ JX-SS
（税抜￥8,200）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）

本体寸法：H790

W270

希望小売価格 ￥

必ず専用マルチリモコンが必要です。

屋内据置形

本体寸法：H790

OTQ-4706SAF

￥424,160（ 税抜￥385,600）

※ふろ継手は別売です

屋内据置形

OTQ

46.5kW

リモコン別売

※サブリモコンのみでは使用できません。

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

本体寸法：H790

袋ナット

リモコン本体

●台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン

(40,000kcal/h)

リモコン別売

ステーパイプ

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

屋内据置形

継手コード

スリップ防止パッキン

●浴室リモコン・浴室サブリモコン

リモコンコード
について

希望小売価格

屋外カバー

設 置 フリ ー 形

〈非防水形〉
￥15,950
（税抜￥14,500）

リモコン別売

【給排気延長】
7m3 曲がり以内
給気筒径
排気筒径

φ80

φ80

★ふろ配管左右接続可

必ず専用マルチリモコンが必要です。

リモコンコードM 8A(2 心） 2,640（税抜 2,400）
リモコンコードS 8A(2 心） 2,640（税抜 2,400）
（税抜￥8,200）
￥9,020
循環アダプタ JX-SS
FF-101A薄形給排気筒セット
（税抜￥19,100）
￥21,010

オプション部材（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。） 【給排気延長】
7m3 曲がり以内
（税抜￥3,800）
循環パイプ接続アダプター B ￥4,180
※ふろ継手は別売です OTQ-4706SAFF

サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）
リモコンでお湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてくだ
さい。
（ 水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

055DA01
OTQ-4706SAFF BL 055DA02

給気筒径
排気筒径

φ80

φ80

★ふろ配管左右接続可

※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。
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石油ふろ給湯機

設置フリー形
BL認定品は
￥2,200

BLOH011924-B

（手動）

直圧式

（手動）
※

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004

BLOH011924-B

（税抜）アップ

※

直圧式・37.2kWタイプ

※RCS 接続基板ユニットが必要です。

給水装置認証番号 OW1004

※RCS 接続基板ユニットが必要です。

マルチリモコン入付タイプ

表記以外のリモコンは使えません。

標準タイプ マルチリモコン／本体入付

石 油ふろ給 湯 機

※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。

浴室リモコン RC-B003S

台所リモコン RC-B003M
（T）
〈本体脱着式〉

●追加リモコン
サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉
￥13,420（税抜￥12,200）

浴室サブリモコン

RC-8001B〈防水形〉
￥17,270（税抜￥15,700）

設 置 フリ ー 形

浴室用屋外カバーセット
1,320（税抜 1,200）

0700757

●台所リモコン・サブリモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。

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

OTQ

46.5kW

(40,000kcal/h)

本体寸法：H790

袋ナット

リモコン本体

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

屋内据置形

継手コード

ステーパイプ

●浴室リモコン・浴室サブリモコン

リモコンコード
について

屋外カバー
スリップ防止パッキン

壁パッキン

W270

D575（mm）

屋内据置形

37.2kW

給 湯／46.5kW(40,000kcal/h)
ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

(32,000kcal/h)

本体寸法：H790

W270

給 湯／37.2kW(32,000kcal/h)
ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

357,390（ 税抜￥324,900）

￥322,190（ 税抜￥292,900）

希望小売価格 ￥

希望小売価格

リモコンコードS 8A（ 2 心） ￥2,640
（税抜￥2,400）
￥9,020
循環アダプタ JX-SS
（税抜￥8,200）

リモコンコードS 8A（ 2 心） ￥2,640
（税抜￥2,400）
循環アダプタ JX-SS
￥9,020
（税抜￥8,200）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

（ 税抜 ￥335,500）
合 計 価 格 ￥369,050

オプション部材（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）
循環パイプ接続アダプター B ￥4,180（税抜￥3,800）
※ふろ継手は別売です

屋内据置形

46.5kW

(40,000kcal/h)

055DB01
OTQ-4706F-RC
OTQ-4706F-RC BL 055DB02
本体寸法：H790

（ 税抜 ￥303,500）
合計価格 ￥333,850

φ106 排気トップ
は入付です。

【排気延長】
7m3 曲がり以内
排気筒径

オプション部材（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）
循環パイプ接続アダプター B ￥4,180（税抜￥3,800）
※ふろ継手は別売です

φ106

★ふろ配管左右接続可

W270

D575（mm）

屋内据置形

37.2kW

給 湯／46.5kW(40,000kcal/h)
ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

(32,000kcal/h)

056CB01
OTQ-3706F-RC
OTQ-3706F-RC BL 056CB02
本体寸法：H790

OTQ-3706FF-RC

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

（ 税抜 ￥365,200） 【給排気延長】
合 計 価 格 ￥401,720
055DC01
OTQ-4706FF-RC BL 055DC02

注意

排気筒径

φ106

★ふろ配管左右接続可

W270

D575（mm）

希望小売価格 ￥

リモコンコードS 8A（ 2 心） ￥2,640
（税抜￥2,400）
（税抜￥8,200）
循環アダプタ JX-SS
￥9,020
FF-101A 薄形給排気筒セット
（税抜￥19,100）
￥21,010

※ふろ継手は別売です OTQ-4706FF-RC

【排気延長】
7m3 曲がり以内

333,960（ 税抜￥303,600）

369,050（ 税抜￥335,500）

希望小売価格 ￥

循環パイプ接続アダプター B ￥4,180（税抜￥3,800）

φ106 排気トップ
は入付です。

給 湯／37.2kW(32,000kcal/h)
ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-4706FF-RC

オプション部材（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）

D575（mm）

OTQ-3706F-RC

OTQ-4706F-RC
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BL認定品は
￥2,200

（税抜）アップ

7m3 曲がり以内
給気筒径
排気筒径

φ80

φ80

★ふろ配管左右接続可

リモコンコードS 8A（ 2 心） ￥2,640
（税抜￥2,400）
循環アダプタ JX-SS
（税抜￥8,200）
￥9,020
FF-101A 薄形給排気筒セット
（税抜￥19,100）
￥21,010

（ 税抜 ￥333,300） 【給排気延長】
合計価格 ￥366,630

オプション部材（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）

循環パイプ接続アダプター B ￥4,180（税抜￥3,800）

※ふろ継手は別売です OTQ-3706FF-RC

サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）
リモコンでお湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてくだ
さい。
（ 水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

056CC01
OTQ-3706FF-RC BL 056CC02

7m3 曲がり以内
給気筒径
排気筒径

φ80

φ80

★ふろ配管左右接続可

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。

設置フリー形

OTQ-G

家計と環境に配慮した新ガス化比例制御バーナーが
さらに進化！

OTQ-G4706WFF-RC

時代のニーズに応える省エネ設計

46dB（ A ）の低騒音

予熱完了時間を大幅に短縮

消音器を小型化しながら排気通路に吸
音材を追加し、46dB(A)という低騒音
性を実現。深夜や早朝の使用もご近所
に気兼ねなくお湯が使えます。また、消
音器の小型化で本体のコンパクト化も
達成しました。

●待ち時間 1 分 40 秒（ OTQ-G405シリーズ：2 分 30 秒）

消費電力を大幅に削減

●待機時消費電力（運転スイッチON 時）75W 42 ％もカット〈 WFF 〉。
（ OTQ-G405シリーズ：130W ）
●最大燃焼時 85W 76 ％もカット。
（ G4702WFF 給湯単独時／ OTQ-G405シリーズ：350W ）

20
40

OTQ-Gシリーズ

60

普通の会話

80
100

●凍結予防運転時ポンプ消費電力 20W 78 ％もカット。
（OTQ-G405シリーズ：90W）

幅 広い比 例 制 御で、安 定 燃 焼 。O N / O F F 燃
焼しないため、運 転 音 、臭い、N Ox 排出量も
軽減しました。

昼間の繁華街
列車の通過する
ガード下

石 油ふろ給 湯 機

家計と環境にやさしい
ガス化比例制御バーナーがさらに進化！

●凍結予防運転時ポンプ騒音 33dB（ A ）。
（ OTQ-G405シリーズ：39dB（ A ）50Hz ）

静かな公園
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ふろ循環にＤＣポンプを搭載（ OTQ-Gフルオートタイプのみ）

追いだき開始時の「熱い・冷たい」を緩和するとともに、凍結予防運転時、
回転数を制御し、消費電力、運転音を低減します。

低いささやき

高温出湯を予防するホットロック機能を搭載

シャワーが強い水道直圧式 です。
※

低温度と中間温度設定
夏場のスポーツ後に35℃のシャワー、冬場には台所仕事に使い心地のよい
32℃の出湯を実現。中間温度設定では、サーモ式水栓に適し50℃・55℃を
採用しました。

設 置 フリ ー 形

直圧式は、水道の圧力をそのまま利用し、熱源機の中で直接加熱するの
で、パワフルシャワーが 楽しめます。しかも、いくら使ってもお湯が 絶え
ることなく、同じ温度のお湯をたっぷりと使えます。
おふろと給湯のバーナーを共用することにより、
コストパフォーマンスを高めました。
お求めやすい価格も魅力です。※同時使用時にはふろ・給湯能力が少し落ちます。
凍結予防運転時にはヒーター、ポンプ（一部機種）を作動し、電力を消費します。

ぱり
やっ すめ
ト
おす オー
ル
フ

お湯はりから自動保温、足し湯、前日の残り湯を
「ふろ自動」
で
沸かし直してもお湯の量はほぼ一定です。
沸き上がり後 0 〜 9 時 間 有 効

（全自動）

残り湯を
沸かし直す場合

●お湯はり開始

●自動ストップ

●追いだき/自動保温

（注）設定水位に対して、約 3cm 以上水位が低く

ならないと、自動足し湯しない場合があります。

残り湯の沸かし直しも
設定水位でピタッ！

初期設定は4時間、
1時間単位で変更可能

STOP
●スイッチポン

設定湯温・設定水位まで
自動復帰します（注）

STOP

●自動足し湯

●省電力モード
（スクロール表示）

●残り湯の量に関係なく、
「ふろ自動」を押すだけ
で設定通りの湯温・水位で沸き上がります。

ここが
違う！

ごきげんオート

排水時に追いだき配管内を
新しいお湯で洗い流します。

●自動ふろ配管クリーン

マイルド追いだき

スイッチポンでお湯はり・自動ストップ。追いだきもできます。
STOP

（自動）

●スイッチポン

残り湯を
沸かし直す場合

●お湯はり開始

●自動ストップ

沸き上がり後 0〜9時間有効
初期設定は4時間、1時間単位で変更可能

●追いだき/自動保温

OTQ-G

＞選べるおふろ機能 3タイプ

マイルド追いだき

●残り湯が循環口より上にある場合、
「 ふろ自動」を押すだけでほぼ設定通りの

●省電力モード
（スクロール表示）

ふろ給湯機の
取り替えの場合、
今まで「フルオート」を
お使いのお客様には
「フルオート」が
おすすめです。

湯温・湯量で沸き上がります。

●残り湯の湯量がふろ設定量に近い時、約 30Lを給水し沸き上げます。
その際、湯量はバラつくことがあります。

お湯が冷めたら

沸き上がり後

0 〜 9 時間有効

（初期設定は4時間、1時間単位で変更可能）

ふろ保温

（手動）

●給湯栓を開いて
お湯はり開始

●台所リモコンの
メロディーがお知らせ

●給湯栓を閉じて
お湯はり完了

●省電力モード
(スクロール表示)

※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。

●スイッチポン

マイルド追いだき

●追いだき/自動保温
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石油ふろ給湯機

設置フリー形
BL認定品は
￥2,200

BLOH011924-B

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW2003

見まもり

（税抜）アップ

※1

（全自動）

直圧式

（自動）

※2

※3

選べるリモコン

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW2003

※1 浴槽設置高さが4m以上
の場合は、コネクタの切
替が必要です。
※2 RCS接続基板ユニットが
必要です。
※3 RC-G001系リモコン

●無線 LAN 対応リモコン RC-G001EW-1マルチセット
（T）
￥55,220（税抜￥50,200 ）

石 油ふろ給 湯 機

台所リモコン

BLOH011924-B

※1

※2

BL認定品は
￥2,200

（税抜）アップ

※1 RCS接続基板ユニットが必要です。
※2 RC-G001 系リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●マルチリモコン RC-J124マルチセット
（ T)
38,940（税抜 35,400 ）

浴室リモコン

台所リモコン

浴室リモコン

●追加リモコン
サブリモコン

ふろ自動スイッチ付
サブリモコン

RC-8001A

〈非防水形〉
￥13,420
（税抜￥12,200）

RC-8001AJ

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉
￥17,270
（税抜￥15,700）

音声
ガイド

〈非防水形〉
￥15,950
（税抜￥14,500）

屋外カバー

継手コード

スリップ防止パッキン

設 置 フリ ー 形

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット

※サブリモコンのみでは使用できません。

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

本体寸法：H600

OTQ-G

46.5kW

(40,000kcal/h)

W470

D210（mm）

(40,000kcal/h)

437,030（ 税抜￥397,300）

W470

D210（mm）

給 湯／46.5kW(40,000kcal/h)
ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

401,830（ 税抜￥365,300）

希望小売価格 ￥

希望小売価格 ￥

必ず専用マルチリモコンが必要です。

リモコン別売

リモコンコード S 8A(2 心） 2,640（税抜 2,400）
リモコンコードM 8A(2 心） 2,640（税抜 2,400）
（税抜￥8,200）
￥9,020
循環アダプタ JX-SS
FF-103W 薄形給排気筒セット（後方直出し用）
21,010（税抜 19,100） 【給排気延長】
3m3 曲がり以内
オプション部材（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）
コネクタの切り替えで最大
7m3曲がりまで延長できます。
FF-102A 薄形給排気筒セット（左右出し）
21,010（税抜 19,100） 給気筒径 φ80
据置台 D45
15,620（税抜 14,200） 排気筒径 φ80
配管カバー H48
12,980（税抜 11,800） 注）AWFFは、機器底から浴
（税抜 2,000）
オイルストレーナーセットHHD 2,200
槽あふれ線までが 4m 以
上の場 合 、切り替えが 必
要です。

注意！ 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

本体寸法：H600

OTQ-G4706SAWFF

OTQ-G4706AWFF

055FE01
OTQ-G4706AWFF
OTQ-G4706AWFF BL 055FE02

※ふろ継手は別売です

屋内壁掛形

46.5kW

給 湯／46.5kW(40,000kcal/h)
ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

リモコン本体

0700757

●台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン

屋内壁掛形

リモコン別売

（税抜 1,200）

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

袋ナット
壁パッキン

1,320

●浴室リモコン・浴室サブリモコン

リモコンコード
について

ステーパイプ

必ず専用マルチリモコンが必要です。

リモコンコード S 8A(2 心） 2,640（税抜 2,400）
リモコンコードM 8A(2 心） 2,640（税抜 2,400）
（税抜￥8,200）
￥9,020
循環アダプタ JX-SS
FF-103W 薄形給排気筒セット（後方直出し用）
21,010（税抜 19,100） 【給排気延長】
3m3 曲がり以内
オプション部材（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）
コネクタの切り替えで最大
7m3曲がりまで延長できます。
FF-102A 薄形給排気筒セット（左右出し）
21,010（税抜 19,100）
給気筒径
φ80
据置台 D45
15,620（税抜 14,200）
排気筒径
φ80
配管カバー H48
12,980（税抜 11,800）
オイルストレーナーセットHHD 2,200
（税抜 2,000）
注意！ 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

※ふろ継手は別売です

056AB01
OTQ-G4706SAWFF
OTQ-G4706SAWFF BL 056AB02

OTQ-G4706AWFFのみ

オプション ふろ配管の凍結を予防します！

ふろ配管凍結予防外付サーモ（ 10m ）
￥6,160
（税抜￥5,600）0501530

●ふろ配管凍結予防外付サーモのみ使用する場合、
凍結予防はふろ循環のみです。
※凍結予防の為、浴槽に水を残してください。

警報端子 SET-1 ￥5,280（税抜￥4,800）0702891

●ふろ配管凍結予防外付サーモ + 警報端子 SET-1を使用
する場合、凍結予防は、ふろ循環 + 電気ヒーター（市販品）

●浴槽に水がある場合は、ふろ循環のみです。

給湯機

ふろ配管

機具内Ｆ点サーモ

浴槽

●浴槽に水がない場合は、電気ヒーター（市販品）
のみです。
※給湯機器内の凍結予防ヒーターは機具内 F 点サーモが
凍結温度を検知した場合のみ作動します。

ふろ配管凍結予防外付サーモ
※ふろ配管凍結予防外付サーモのみ使用する場合、
凍結予防は、
ふろポンプ循環のみとなります。
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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。

石油ふろ給湯機

設置フリー形
BLOH011924-B

（手動）

直圧式

BL認定品は
￥2,200

（手動）
※

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004

BLOH011924-B

（税抜）アップ

※ RCS接続基板ユニットが必要です。

BL認定品は
￥2,200

（税抜）アップ

※

直圧式・37.2kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004

※ RCS接続基板ユニットが必要です。

表記以外のリモコンは使えません。

リモ コ ン
●マルチリモコン／本体入付

台所リモコン RC-J123M
（T）

浴室リモコン RC-J123S

石 油ふろ給 湯 機

●追加リモコン
サブリモコン

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉
￥17,270
（税抜￥15,700）

RC-8001A

〈非防水形〉
￥13,420
（税抜￥12,200）

屋外カバー

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット
1,320（税抜 1,200）

0700757

継手コード

スリップ防止パッキン
ステーパイプ

袋ナット
壁パッキン

リモコン本体

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

●台所リモコン・サブリモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。

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

屋内壁掛形

W470

D210（mm）

屋内壁掛形

37.2kW

給 湯／46.5kW(40,000kcal/h)
ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

(32,000kcal/h)

本体寸法：H600

OTQ-G3706WFF-RC

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

333,960（ 税抜￥303,600）

希望小売価格 ￥

希望小売価格 ￥

リモコンコードS 8A(2 心）
2,640（税抜 2,400）
循環アダプタ JX-SS
（税抜￥8,200）
￥9,020
FF-103W 薄形給排気筒セット（後方直出し用）
21,010（税抜 19,100）

（ 税抜 ￥354,600） 【給排気延長】
合計価 格 ￥390,060

オプション部材（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）

FF-102A 薄形給排気筒セット（左右出し）
21,010（税抜 19,100）
据置台 D45
15,620（税抜 14,200）
配管カバー H48
12,980（税抜 11,800）
（税抜 2,000）
オイルストレーナーセットHHD 2,200

3m3 曲がり以内

コネクタの切り替えで最大
7m3曲がりまで延長できます。

給気筒径
排気筒径

φ80
φ80

注意！ 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

※ふろ継手は別売です

注意

D210（mm）

給 湯／37.2kW(32,000kcal/h)
ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-G4706WFF-RC

357,390（ 税抜￥324,900）

W470

OTQ-G

46.5kW

(40,000kcal/h)

本体寸法：H600

設 置 フリ ー 形

●浴室リモコン・浴室サブリモコン

リモコンコード
について

2,640（税抜 2,400）
リモコンコードS 8A(2 心）
循環アダプタ JX-SS
（税抜￥8,200）
￥9,020
FF-103W 薄形給排気筒セット（後方直出し用）
21,010（税抜 19,100）

（ 税抜 ￥333,300） 【給排気延長】
合計価格 ￥366,630

オプション部材（他のオプション部材は、P.65 〜をご覧ください。）

FF-102A 薄形給排気筒セット（左右出し）
21,010（税抜 19,100）
据置台 D45
15,620（税抜 14,200）
配管カバー H48
12,980（税抜 11,800）
（税抜 2,000）
オイルストレーナーセットHHD 2,200

3m3 曲がり以内

コネクタの切り替えで最大
7m3曲がりまで延長できます。

給気筒径
排気筒径

φ80
φ80

注意！ 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

056AE01
OTQ-G4706WFF-RC
OTQ-G4706WFF-RC BL 056AE02

※ふろ継手は別売です

056BB01
OTQ-G3706WFF-RC
OTQ-G3706WFF-RC BL 056BB02

サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）
リモコンでお湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてくだ
さい。
（ 水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）
「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

※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。
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