石油ふろ給湯機

給湯

追いだき

直圧式

BLOH011924-B

BL認定品は
￥2,200（税抜）

石 油ふろ 給 湯 機

OTQ

アップ

★2

見まもり

タイプ

★1

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

★3

タイプ

★2

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

★ 1 RCS 接続基板ユニットが必要です。 ★ 2 RC-G001 系リモコン選定時。
★ 3 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。

リモコン別売

￥432,300（ 税抜￥393,000）

屋外据置形

本体寸法／H770 W540 D250（mm）
リモコン別売

OTQ-4706SAY
希望小売価格

￥397,210（ 税抜￥361,100）

RC-G001EW-1マルチセット（T）0709508
￥55,220（税抜￥50,200）

RC-G001EW-1マルチセット（T）0709508
￥55,220（税抜￥50,200）

合計価 格

合計価格

￥487,520（ 税抜￥443,200）

オプション部材
排気カバー C41
据置架台 KD-5

0500439 ￥7,920（税抜￥7,200）
0701560 ￥10,450（税抜￥9,500）

屋外据置形

本体寸法／H770 W540 D250
（mm）
リモコン別売

OTQ-4706AYS
希望小売価格 ￥

449,900（ 税抜￥409,000）

0500439 ￥7,920（税抜￥7,200）
0701560 ￥10,450（税抜￥9,500）
055CD01
OTQ-4706SAY
OTQ-4706SAY BL 055CD02

※ふろ継手、送油管は別売です。

屋外据置形

本体寸法／H770 W540 D250
（mm）
リモコン別売

OTQ-4706SAYS

￥414,810（ 税抜￥377,100）

希望小売価格

RC-G001EW-1マルチセット（T）0709508
￥55,220（税抜￥50,200）

RC-G001EW-1マルチセット（T）0709508
￥55,220（税抜￥50,200）

合計価 格

合計価格

￥505,120（ 税抜￥459,200）

オプション部材
排気カバー C41
据置架台 KD-5

￥470,030（ 税抜￥427,300）

オプション部材
排気カバー C41
据置架台 KD-5

0500439 ￥7,920（税抜￥7,200）
0701560 ￥10,450（税抜￥9,500）

0500439 ￥7,920（税抜￥7,200）
0701560 ￥10,450（税抜￥9,500）
ステンレス外 装

ステンレス外 装

※ふろ継手、送油管は別売です。

選べるリモコン

OTQ

055BF01
OTQ-4706AY
OTQ-4706AY BL 055BF02

※ふろ継手、送油管は別売です。

￥452,430（ 税抜￥411,300）

直圧式

オプション部材
排気カバー C41
据置架台 KD-5

追い だ き

希望小売価格

★ 1 RCS 接続基板ユニットが必要です。 ★ 2 RC-G001 系リモコン選定時。
★ 3 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。

本体寸法／H770 W540 D250（mm）

OTQ-4706AY

★2

給湯

屋外据置形

★3

★1

055CA01
OTQ-4706AYS
OTQ-4706AYS BL 055CA02

※ふろ継手、送油管は別売です。

055CE01
OTQ-4706SAYS
OTQ-4706SAYS BL 055CE02

＜表記以外のリモコンは使えません。
＞

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）0709508

●RC-J101マルチセット
（ T ） ￥38,940（税抜￥35,400）0709510

浴室リモコン

浴室リモコン
〈インターホン付もあります〉

マルチリモコン

台所リモコン

台所リモコン

●RC-G001PEW-1マルチセット
（T）
￥64,570（税抜￥58,700）0709507

●追加リモコン

サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン

RC-8001A〈非防水形〉￥13,420（税抜￥12,200 ）0702956

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥15,950（税抜￥14,500 ）0702965
浴室サブリモコン

RC-8001B〈防水形〉￥17,270（税抜￥15,700 ） 0703171

共通必要別売部材

共通オプション部材

リモコンコードS 8A（ 2 心） 0700075 ￥2,640（税抜￥2,400）

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S
浴室用屋外カバーセット
送油管φ8セット3M

● 浴室リモコン・浴室サブリモコン用

● 台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）
・サブリモコン用

リモコンコードM 8A（ 2 心）0700166 ￥2,640（税抜￥2,400）
循環アダプタ JX-F
0709084 ￥9,020（税抜￥8,200）

0500672 ￥25,960（税抜￥23,600）
0506105 ￥41,250（税抜￥37,500）
￥1,320（税抜1,200）
0700757

0501168

仕様表

P.83〜

●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。

￥3,080（税抜￥2,800）

関連部材 P.88〜

本体寸法図 P.110〜

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

給湯

追いだき

直圧式

石 油ふろ 給 湯 機

★1

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

BLOH011924-B

BL認定品は
￥2,200（税抜）

OTQ

アップ

★3

★

★2

給 湯 37.2kW
（32,000kcal/h） ★ RCS 接続基板ユニットが必要です。
ふ ろ 15.0kW（12,900kcal/h）

★ 1 RCS 接続基板ユニットが必要です。 ★ 2 RC-G001 系リモコン選定時。
★ 3 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。

給湯

屋外据置形

本体寸法／H770 W540 D250（mm）
リモコン別売

OTQ-3706SAY

追い だ き

希望小売価格￥

373,780（ 税抜￥339,800）

直圧式

オプション部材
排気カバーC41 0500439 ￥7,920（税抜￥7,200）
据置架台KD-5 0701560 ￥10,450（税抜￥9,500）

OTQ

055DE01
OTQ-3706SAY
OTQ-3706SAY BL 055DE02

本体寸法／H770 W540 D250（mm）
リモコン別売

OTQ-3706SAYS
希望小売価格

￥391,380（ 税抜￥355,800）

選べるリモコン

ステンレス外 装

055ＤＦ01
OTQ-3706SAYS
OTQ-3706SAYS BL 055ＤＦ02

＜表記以外のリモコンは使えません。
＞

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）0709508

浴室リモコン
〈インターホン付もあります〉

屋外据置形

￥64,570（税抜￥58,700）0709507
●RC-G001PEW-1マルチセット
（T）

OTQ-3706YS- RC

サブリモコン

￥348,040（ 税抜￥316,400）

オプション部材
排気カバーC41 0500439 ￥7,920（税抜￥7,200）
据置架台 KD-5 0701560 ￥10,450（税抜￥9,500）
※ふろ継手、送油管は別売です。

共通リモコン

＜表記以外のリモコンは使えません。
＞

●追加リモコン

台所リモコン RC-B003M（T）

サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン

RC-8001A〈非防水形〉￥13,420（税抜￥12,200 ）0702956
浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉￥17,270（税抜￥15,700 ） 0703171

台所リモコン

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。

サブリモコンのみでは使用できません。

RC-8001A〈非防水形〉￥13,420（税抜￥12,200 ）0702956
ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥15,950（税抜￥14,500 ）0702965
浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉￥17,270（税抜￥15,700 ） 0703171

共通必要別売部材

共通オプション部材

リモコンコードS 8A（ 2 心） 0700075 ￥2,640（税抜￥2,400）

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S
浴室用屋外カバーセット
送油管φ8セット3M

● 浴室リモコン・浴室サブリモコン用

● 台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）
・サブリモコン用

リモコンコードM 8A（ 2 心）0700166 ￥2,640（税抜￥2,400）
循環アダプタ JX-F
0709084 ￥9,020（税抜￥8,200）
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ステンレス外 装

056CA01
OTQ-3706YS-RC
OTQ-3706YS-RC BL 056CA02

●マルチリモコン／本体入付

注意

●追加リモコン

本体寸法／H770 W540 D250（mm）

浴室リモコン RC-B003S

台所リモコン

マルチリモコン
●RC-J101マルチセット
（ T ） ￥38,940（税抜￥35,400）0709510

浴室リモコン

056BF01
OTQ-3706Y-RC
OTQ-3706Y-RC BL 056BF02

※ふろ継手、送油管は別売です。

マルチリモコンは本体入付

合計 価 格 ￥446,600
（ 税抜￥406,000）

※ふろ継手、送油管は別売です。

オプション部材
排気カバーC41 0500439 ￥7,920（税抜￥7,200）
据置架台 KD-5 0701560 ￥10,450（税抜￥9,500）

希望小売価格

RC-G001EW-1マルチセット（T）0709508
￥55,220（税抜￥50,200）

オプション部材
排気カバーC41 0500439 ￥7,920（税抜￥7,200）
据置架台KD-5 0701560 ￥10,450（税抜￥9,500）

￥330,440（ 税抜￥300,400）

マルチリモコンは本体入付

合計 価 格 ￥429,000
（ 税抜￥390,000）

屋外据置形

本体寸法／H770 W540 D250（mm）

OTQ-3706Y - RC
希望小売価格

RC-G001EW-1マルチセット（T）0709508
￥55,220（税抜￥50,200）

※ふろ継手、送油管は別売です。

屋外据置形

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。

0500672 ￥25,960（税抜￥23,600）
0506105 ￥41,250（税抜￥37,500）
￥1,320（税抜1,200）
0700757
￥3,080（税抜￥2,800）
0501168

石油ふろ給湯機

給湯

追いだき

直圧式

BLOH011924-B

BL認定品は
￥2,200（税抜）

石 油ふろ 給 湯 機

OTQ

アップ

★2

見まもり

タイプ

★1

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

★2

★3

★4

リモコン別売

￥424,160（ 税抜￥385,600）

￥388,960（ 税抜￥353,600）

直圧式

【排気延長】7m3 曲がり以内

φ106

屋内据置形

本体寸法／H790 W270 D575
（mm）
リモコン別売

OTQ-4706AFF

￥435,820（ 税抜￥396,200）

※ふろ継手は別売です。

給気筒径
排気筒径

屋内据置形

本体寸法／H790 W270 D575（mm）
リモコン別売

OTQ-4706SAFF

￥400,730（ 税抜￥364,300）

合計価格 ￥476,960
（ 税抜￥433,600）
【給排気延長】7m3 曲がり以内

φ80
φ80

055CF01
OTQ-4706SAF
OTQ-4706SAF BL 055CF02

RC-G001EW-1マルチセット（T）0709508
￥55,220（税抜￥50,200）
FF-101A 薄形給排気筒セット※1
0500340 ￥21,010（税抜19,100）

￥512,050（ 税抜￥465,500）

【給排気延長】7m3 曲がり以内

φ106

屋外設置する場合
1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90A」￥9,130（税抜8,300）0501531 を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90A」に入付しておりませんので送油管φ8セット3M ￥3,080（税抜￥2,800）
0501168 を手配してください。

希望小売価格

RC-G001EW-1マルチセット（T）0709508
￥55,220（税抜￥50,200）
FF-101A 薄形給排気筒セット※1
0500340 ￥21,010（税抜19,100）

排気筒径

※ふろ継手は別売です。

OTQ

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

屋外設置する場合
1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90A」￥9,130（税抜8,300）0501531 を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90A」に入付しておりませんので送油管φ8セット3M ￥3,080（税抜￥2,800）
0501168 を手配してください。

選べるリモコン

リモコン別売

OTQ-4706SAF

φ106 排気トップは入付です。
排気筒径

※ふろ継手は別売です。

合計価 格

本体寸法／H790 W270 D575（mm）

合計価格 ￥444,180
（ 税抜￥403,800）

φ106 排気トップは入付です。

希望小売価格

屋内 / 屋外兼用形

RC-G001EW-1マルチセット（T）0709508
￥55,220（税抜￥50,200）

合計価 格 ￥479,380
（ 税抜￥435,800）
【排気延長】7m3 曲がり以内

★ 1 RCS 接続基板ユニットが必要です。 ★ 2 RC-G001 系リモコン選定時。
★ 3 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。
★ 4 屋外設置のみ ※ふろ配管は左右どちらでも接続可能です。

希望小売価格

RC-G001EW-1マルチセット（T）0709508
￥55,220（税抜￥50,200）

★4

追い だ き

希望小売価格

★2

給湯

本体寸法／H790 W270 D575
（mm）

OTQ-4706AF

★3

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

★ 1 RCS 接続基板ユニットが必要です。 ★ 2 RC-G001 系リモコン選定時。
★ 3 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。
★ 4 屋外設置のみ ※ふろ配管は左右どちらでも接続可能です。

屋内 / 屋外兼用形

★1

タイプ

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

※ふろ継手は別売です。

給気筒径
排気筒径

φ80
φ80

055DA01
OTQ-4706SAFF
OTQ-4706SAFF BL 055DA02

＜表記以外のリモコンは使えません。
＞

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）0709508

●RC-J101マルチセット
（ T ） ￥38,940（税抜￥35,400）0709510

浴室リモコン

浴室リモコン
〈インターホン付もあります〉

マルチリモコン

台所リモコン

台所リモコン

●RC-G001PEW-1マルチセット
（T）
￥64,570（税抜￥58,700）0709507

●追加リモコン

サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン

RC-8001A〈非防水形￥13,420（税抜￥12,200 ） 0702956

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉￥15,950（税抜￥14,500 ）0702965
浴室サブリモコン

RC-8001B〈防水形〉￥17,270（税抜￥15,700 ） 0703171

共通必要別売部材

共通オプション部材

リモコンコードS 8A（ 2 心） 0700075 ￥2,640（税抜￥2,400）

オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S
浴室用屋外カバーセット
送油管φ8セット3M

● 浴室リモコン・浴室サブリモコン用

● 台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）
・サブリモコン用

リモコンコードM 8A（ 2 心）0700166 ￥2,640（税抜￥2,400）
循環アダプタ JX-F
0709084 ￥9,020（税抜￥8,200）

0500672 ￥25,960（税抜￥23,600）
0506105 ￥41,250（税抜￥37,500）
￥1,320（税抜1,200）
0700757
￥3,080（税抜￥2,800）
0501168

仕様表

P.83〜

●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。

関連部材 P.88〜

本体寸法図 P.110〜

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

給湯

追いだき

直圧式

BL認定品は
￥2,200（税抜）

石 油ふろ 給 湯 機

★1

給 湯 46.5kW
（40,000kcal/h） ★ 1 RCS 接続基板ユニットが必要です。
★ 2 屋外設置のみ
ふ ろ 15.0kW（12,900kcal/h）

★2

※ふろ配管は左右どちらでも接続可能です。

※ふろ配管は左右どちらでも接続可能です。

本体寸法／H790 W270 D575（mm）

屋内 / 屋外兼用形

本体寸法／H790 W270 D575
（mm）

給湯
追い だ き

OTQ-3706F-RC

希望小売価格

希望小売価格

￥357,390（ 税抜￥324,900）

￥322,190（ 税抜￥292,900）

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

直圧式

φ106 排気トップは入付です。

φ106 排気トップは入付です。
排気筒径

【排気延長】7m3 曲がり以内

φ106

※ふろ継手は別売です。

OTQ

055DB01
OTQ-4706F-RC
OTQ-4706F-RC BL 055DB02

屋外設置する場合
1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90A」￥9,130（税抜8,300）0501531 を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90A」に入付しておりませんので送油管φ8セット3M ￥3,080（税抜￥2,800）
0501168 を手配してください。
3. 台所リモコンを本体から取り外し、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

屋内据置形

本体寸法／H790 W270 D575（mm）

排気筒径

φ106

※ふろ継手は別売です。

056CB01
OTQ-3706F-RC
OTQ-3706F-RC BL 056CB02

屋外設置する場合
1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90A」￥9,130（税抜8,300）0501531 を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90A」に入付しておりませんので送油管φ8セット3M ￥3,080（税抜￥2,800）
0501168 を手配してください。
3. 台所リモコンを本体から取り外し、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

屋内据置形

本体寸法／H790 W270 D575
（mm）

OTQ-4706FF-RC

OTQ-3706FF-RC

希望小売価格

希望小売価格

￥333,960（ 税抜￥303,600）

￥369,050（ 税抜￥335,500）

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

FF-101A薄形給排気筒セット

FF-101A薄形給排気筒セット

合計 価 格 ￥390,060
（ 税抜￥354,600）

合計価格 ￥354,970
（ 税抜￥322,700）

0500340 ￥21,010（税抜19,100）

【給排気延長】7m3 曲がり以内
※ふろ継手は別売です。

共通リモコン

給気筒径
排気筒径

φ80
φ80

0500340 ￥21,010（税抜19,100）

OTQ-4706FF-RC 055DC01
OTQ-4706FF-RC BL 055DC02

【給排気延長】7m3 曲がり以内
※ふろ継手は別売です。

＜表記以外のリモコンは使えません。
＞

注意

●マルチリモコン／本体入付

給気筒径
排気筒径

φ80
φ80

OTQ-3706FF-RC 056CC01
OTQ-3706FF-RC BL 056CC02

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。

●追加リモコン

サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン

RC-8001A〈非防水形〉￥13,420（税抜￥12,200 ）0702956

浴室リモコン RC-B003S

（T）
台所リモコン RC-B003M

共通必要別売部材
● 浴室リモコン・浴室サブリモコン用

リモコンコードS 8A（ 2 心） 0700075 ￥2,640（税抜￥2,400）

・サブリモコン用
● 台所リモコン（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）

リモコンコードM 8A（ 2 心）0700166 ￥2,640（税抜￥2,400）
循環アダプタ JX-F
0709084 ￥9,020（税抜￥8,200）
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★2

給 湯 37.2kW（32,000kcal/h） ★ 1 RCS 接続基板ユニットが必要です。
★ 2 屋外設置のみ
ふ ろ 15.0kW（12,900kcal/h）

OTQ-4706F-RC

【排気延長】7m3 曲がり以内

OTQ

アップ

★1

タイプ

屋内 / 屋外兼用形

BLOH011924-B

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉￥17,270（税抜￥15,700 ） 0703171

共通オプション部材
オイルタンクFT-92S
オイルタンクFT-201S
浴室用屋外カバーセット
送油管φ8セット3M

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。

0500672 ￥25,960（税抜￥23,600）
0506105 ￥41,250（税抜￥37,500）
￥1,320（税抜1,200）
0700757
￥3,080（税抜￥2,800）
0501168

