セミ貯湯式シリーズ・高圧力型

OTX-H

直圧にせまる使用性。
リモコンでお好みの湯温を設定。0.2MPa の
パワフルな給湯圧で勢いのあるシャワーを楽
しめます。もちろん2 階への給湯もOK 。

セミ貯湯式に比べ、約 2 倍の給湯圧力！
勢いのあるシャワーで快適！

注意！ • 高圧力型は上水道用です。
• 地域により給水圧が異なりますので、2 階への給
湯ができないことがあります。

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。

※給湯循環には適していませんので、暖房機器として使用しないでください。
沸き上 がり後

●スイッチポン

（自動）

●お湯はり開始

0〜9時間有効

（初期設定は4時間、1時間単位で変更可能）

STOP

●追いだき/自動保温

●自動ストップ

残り湯が循環口より下にある場合、残り湯の分だけ湯量が増えます。
循環口より上にある場合は、約 10Lのお湯はりをして設定温度まで沸き
上げます。湯量を増やしたい時は、設定湯量を変更してください。

残り湯がある場合

設定温度通りのお湯が出ます。
おふろ沸かしはリモコンの「ふろ自動」スイッチを
押すだけ！シャワーの温度調節はもちろん、台所の
給湯もお好みの湯温に設定できます。機器内にミ
キシング混合弁を内蔵、必要に応じた水を混合さ
せ、あらかじめリモコンで設 定した湯 温に調 整さ
れた快適なお湯が出ます。

混合弁内蔵

※前回のふろ自動運転完了後 4 時間以内は追いだき運転のみになるため、設定湯量になりません。
低
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セミ貯湯式・45.9kWタイプ

セミ貯湯式・45.9kWタイプ

給水装置認証番号 OW5005

給水装置認証番号 OW6002

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

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

1℃きざみで温度調節ができます。

※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。

台所から追いだき
できます。

45.9kW

(39,500kcal/h)

本体寸法：H880

W280

D590（mm）

屋内据置形

425,260（ 税抜￥386,600）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

45.9kW

高圧給水
対 応

(39,500kcal/h)

「ふろ保温」
「 追いだき」スイッチ操作は、給湯の温度
設 定 が 最 高レベルの［ 7 ］に設 定されていないと操

作できません。かならずリモコンで給 湯 温 度を［ 7 ］

に設定してからお使いください。

（ 税抜 ￥397,200）
合計価 格 ￥436,920

※ふろ継手は別売です。

φ106 排気トップは
入付です。

【排気延長】
7m3 曲がり以内

OTX-H4705SAFMV 057BE01

排気筒径

本体寸法：H880

W280

φ106

D590（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

425,260（ 税抜￥386,600）

希望小売価格￥

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

高圧給水
対 応

OTX-H4705SAFFMV 057BF01

D520（mm）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

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）

高圧給水
対 応

（ 税抜 ￥308,800）
合計価格 ￥339,680

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。）
￥2,090（税抜￥1,900）
入水金具保温材OTX

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

<オート・標準 共通 >
●浴室リモコン

（ 税抜 ￥416,300）
合計価 格 ￥457,930

※ふろ継手は別売です。

328,020（ 税抜￥298,200）

希望小売価格 ￥

OTX-H4726FV 05B3D01

OTX-H4705SAFFMV

W280

給 湯／45.9kW(39,500kcal/h)
ふ ろ／14.0kW(12,000kcal/h)

※ふろ継手は別売です。

給 湯／45.9kW(39,500kcal/h)

（税抜￥2,400）
リモコンコードS 8A（ 2 心） ￥2,640
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 ￥21,010（税抜￥19,100）

本体寸法：H980

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-H4726FV

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）

45.9kW

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が 10 ℃以
上 高い場 合（自動お湯はりや追いだき直 後な
ど）には、リモコンに高 温 注 意サイン「 H 」を表
示します。

給 湯／45.9kW(39,500kcal/h)

希望小売価格 ￥

(39,500kcal/h)

台所リモコン

〈本体脱着式〉
RC-7613M-A（T）
リモコン操作についてのご注意

高温注意サイン

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-H4705SAFMV

屋内据置形

浴室リモコン RC-J113S

OTX-H

屋内据置形

台所リモコン
〈本体脱着式〉
RC-8201M（T）

設 置 フリ ー 形

※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-8211S

石 油ふろ給 湯 機

（手動）

（自動）

【排気延長】
7m3 曲がり以内
給気筒径

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

φ80

※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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