石油ふろ給湯機

給湯

追いだき

セミ貯 湯 式

1階給湯専用

OTX

注意！ 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

タイプ

タイプ

自動排水栓対応機種

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

給 湯 37.6kW
（32,400kcal/h）
（12,000kcal/h）
ふ ろ 14.0kW

本体寸法／H900 W590 D295
（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

屋外据置形

本体寸法／H900 W590 D295
（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-4706AYV

OTX-3706AYV

マルチリモコンは本体入付

マルチリモコンは本体入付

オプション部材
排気カバーC53 0500655 ￥4,620（税抜￥4,200）

オプション部材
排気カバーC53 0500655 ￥4,620（税抜￥4,200）

※送油管、ふろ継手は別売です。

※送油管、ふろ継手は別売です。

希望小売価格￥

392,480（ 税抜￥356,800）

希望小売価格 ￥

374,880（ 税抜￥340,800）

OTX-4706AYV 05A5D01

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H900 W590 D295
（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-4706AYSV

OTX-3706AYSV

￥410,080（ 税抜￥372,800）

希望小売価格￥

392,480（ 税抜￥356,800）

マルチリモコンは本体入付

オプション部材
排気カバーC53 0500655 ￥4,620（税抜￥4,200）

オプション部材
排気カバーC53 0500655 ￥4,620（税抜￥4,200）

ステンレス外 装

※送油管、ふろ継手は別売です。

※送油管、ふろ継手は別売です。

OTX-4706AYSV 05A5E01

屋内据置形

ステンレス外 装

OTX

マルチリモコンは本体入付

セミ貯 湯 式

希望小売価格

屋外据置形

OTX-3706AYV 05A7A01

追い だ き

本体寸法／H900 W590 D295
（mm）

給湯

屋外据置形

石 油ふろ 給 湯 機

※ふろ配管は左右どちらでも接続可能です。
（ 4706AFV のみ）

屋外据置形

自動排水栓対応機種

OTX-3706AYSV 05A7B01

本体寸法／H880 W280 D590
（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-4706AFV
希望小売価格￥

392,480（ 税抜￥356,800）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

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

OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4705MVシリーズは除く＞
注 意 「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たし湯」機能を使用中、及び使用後しば

φ106

※ふろ継手は別売です。

OTX-4706AFV

共通リモコン

05A5F01

らくの間は、
リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用に
なると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

＜表記以外のリモコンは使えません。
＞

●マルチリモコン／本体入付

音声
ガイド

リモコン操作についてのご注意
＜屋内タイプは本体脱着式＞
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-Ｊ111S

台所リモコン RC-7611M-A
（T）

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）

入水金具保温材 OTX
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

● 浴室リモコン用

● 台所リモコン用（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）

「ふろ自動」
「 ふろ予約」
「 追いだき」
「た
し湯 」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。

高温注意サイン

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。

￥2,090（税抜￥1,900）
0500106
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〜

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。
●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

セミ貯 湯 式

1階給湯専用

OTX

注意！ 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

タイプ

タイプ

自動排水栓対応機種

給 湯 37.6kW
（32,400kcal/h）
ふ ろ 14.0kW（12,000kcal/h）

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

石 油ふろ 給 湯 機

※ふろ配管は左右どちらでも接続可能です。
（ 3706AFV のみ）

屋外据置形

※ふろ配管は左右どちらでも接続可能です。

屋外据置形

本体寸法／H900 W590 D295
（mm）

減圧弁必要・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

￥398,310（ 税抜￥362,100）

希望小売価格 ￥

339,790（ 税抜￥308,900）

マルチリモコンは本体入付
屋外用排気トップ Y-90A 0501531 ￥9,130（税抜￥8,300）

ソーラー直結専用

給湯

お客様へ

「ふろ自動・追いだき・たし湯」使用時には、ソーラーの

オプション部材
排気アダプターセットHVK-A 0503282 ￥3,960（税抜￥3,600）

ステンレス外 装

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
※送油管は「屋外用排気トップY-90A」
「排気アダプターセットHVK-A」には入付しておりま
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。

OTX-3706AYSL 05A6F01

追い だ き

【排気延長】7m3 曲がり以内

オプション部材
排気カバーC53 0500655 ￥4,620（税抜￥4,200）

排気筒径

※送油管、ふろ継手は別売です。

屋外据置形

※送油管、ふろ継手は別売です。

φ106

OTX-4716SAYV 05A9B01

本体寸法／H880 W280 D590
（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

セミ貯 湯 式

屋外用排気
トップY-90A
は別売です。

OTX-4716SAYSV

本体寸法／H880 W280 D590
（mm）

￥357,390（ 税抜￥324,900）

希望小売価格

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX

マルチリモコンは本体入付
屋外用排気トップ Y-90A 0501531 ￥9,130（税抜￥8,300）

OTX-3706AFV

合計価格 ￥366,520
（ 税抜￥333,200）

希望小売価格 ￥

374,880（ 税抜￥340,800）

オプション部材
排気アダプターセットHVK-A 0503282 ￥3,960（税抜￥3,600）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
※送油管は「屋外用排気トップY-90A」
「排気アダプターセットHVK-A」には入付しておりま
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。

φ106 排気トップは入付です。
【排気延長】7m3 曲がり以内

￥348,920（ 税抜￥317,200）

合計価格

お湯が温まっていても加熱します。

屋内据置形

屋外用排気
トップY-90A
は別売です。

OTX-4716SAYV

マルチリモコンは本体入付

自然循環式太陽熱温水器と接続する場合は、機器の給水側は水道直
結せずに太陽熱温水器と同じシスターンより給水してください。
ソーラーの設置は、機器上部より5.5m 以上 8m 以下に設置してくだ
さい。

本体寸法／H880 W280 D590
（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-3706AYSL
希望小売価格

自動排水栓対応機種

排気筒径

【排気延長】7m3 曲がり以内

φ106

排気筒径

※送油管、ふろ継手は別売です。

※ふろ継手は別売です。

屋内据置形

OTX-3706AFV 05A7C01

φ106

ステンレス外 装

OTX-4716SAYSV 05A9C01
本体寸法／H880 W280 D590
（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-4706SAFV
希望小売価格

￥345,620（ 税抜￥314,200）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4705MVシリーズは除く＞
注 意 「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たし湯」機能を使用中、及び使用後しば

らくの間は、
リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用に
なると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

共通リモコン

φ106 排気トップは入付です。
【排気延長】7m3 曲がり以内

φ106

※ふろ継手は別売です。

OTX-4706SAFV 05A6C01

＜表記以外のリモコンは使えません。
＞

●マルチリモコン／本体入付

音声
ガイド

リモコン操作についてのご注意
＜屋内タイプは本体脱着式＞
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-J111S

台所リモコン RC-7611M-A
（T）

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）

入水金具保温材 OTX
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

● 浴室リモコン用

● 台所リモコン用（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）
0709084 ￥9,020（税抜￥8,200）
循環アダプタ JX-F
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排気筒径

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。

「ふろ自動」
「 ふろ予約」
「 追いだき」
「た
し湯 」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。

高温注意サイン

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。

￥2,090（税抜￥1,900）
0500106
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

セミ貯 湯 式

1階給湯専用

OTX

注意！ 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

タイプ

タイプ

自動排水栓対応機種

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

給 湯 37.6kW（32,400kcal/h）
（12,000kcal/h）
ふ ろ 14.0kW

本体寸法／H900 W590 D295
（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H900 W590 D295
（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-4706SAYV
希望小売価格

屋外据置形

OTX-3706SAYV

￥345,620（ 税抜￥314,200）

希望小売価格 ￥

328,020（ 税抜￥298,200）

マルチリモコンは本体入付

マルチリモコンは本体入付

※送油管、ふろ継手は別売です。

※送油管、ふろ継手は別売です。

屋外据置形

本体寸法／H900 W590 D295
（mm）

セミ貯 湯 式

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-3706SAYV 05A7D01

追い だ き

本体寸法／H900 W590 D295
（mm）

給湯

OTX-4706SAYV 05A6A01

屋外据置形

石 油ふろ 給 湯 機

屋外据置形

自動排水栓対応機種

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-3706SAYSV

マルチリモコンは本体入付

マルチリモコンは本体入付

※送油管、ふろ継手は別売です。

※送油管、ふろ継手は別売です。

希望小売価格 ￥

363,220（ 税抜￥330,200）

希望小売価格

￥345,620（ 税抜￥314,200）

ステンレス外 装

OTX

OTX-4706SAYSV

ステンレス外 装

OTX-4706SAYSV 05A6B01

OTX-3706SAYSV 05A7E01

OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4705MVシリーズは除く＞
注 意 「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの
設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

共通リモコン

＜表記以外のリモコンは使えません。
＞

●マルチリモコン／本体入付

音声
ガイド

リモコン操作についてのご注意

浴室リモコン RC-J111S

台所リモコン RC-7611M-A
（T）

「ふろ自動」
「 ふろ予約」
「 追いだき」
「た
し湯 」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。

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）

入水金具保温材 OTX
排気カバー C53
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

● 浴室リモコン用
● 台所リモコン用

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）

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。

高温注意サイン

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。

0500106 ￥2,090（税抜￥1,900）
0500655 ￥4,620（税抜￥4,200）
0500672 ￥25,960（税抜￥23,600）
0506105 ￥41,250（税抜￥37,500）
￥1,320（税抜￥1200）
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

セミ貯 湯 式

1階給湯専用

OTX

注意！ 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

自動排水栓対応機種

タイプ
給 湯 37.6kW
（32,400kcal/h）
（12,000kcal/h）
ふ ろ 14.0kW
※ふろ配管は左右どちらでも接続可能です。

石 油ふろ 給 湯 機

屋外据置形

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-3706SAF

￥322,190（ 税抜￥292,900）

希望小売価格

マルチリモコンは本体入付

オプション部材

0501531 ￥9,130（税抜￥8,300）

減圧逆止弁0.8
0710320 ￥11,220（税抜￥10,200）
安全弁SD-2012ZZ 0710322 ￥3,630（税抜￥3,300）

￥331,320（ 税抜￥301,200）

給湯

φ106 排気トップは入付です。

オプション部材
排気アダプターセットHVK-A

【排気延長】7m3 曲がり以内

0503282 ￥3,960（税抜￥3,600）

追い だ き

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
※送油管は
「屋外用排気トップY-90A」
「排気アダプターセットHVK-A」
には
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。

【排気延長】7m3 曲がり以内

排気筒径

※送油管、ふろ継手は別売です。

セミ貯 湯 式

屋外据置形

φ106

￥310,530（ 税抜￥282,300）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90A

合計 価 格

本体寸法／H880 W280 D590
（mm）

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

屋外用排気
トップY-90A
は別売です。

OTX-3716SAYV
希望小売価格

屋内据置形

本体寸法／H880 W280 D590
（mm）

排気筒径

φ106

※ふろ継手は別売です。

屋内据置形

OTX-3716SAYV 05A9F01

OTX-3706SAF 05A7F01
本体寸法／H880 W280 D590
（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-3706SAFV
希望小売価格 ￥

328,020（ 税抜￥298,200）

本体寸法／H880 W280 D590
（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

OTX

屋外用排気
トップY-90A
は別売です。

OTX-3716SAYSV
希望小売価格 ￥

φ106 排気トップは入付です。

【排気延長】7m3 曲がり以内

339,790（ 税抜￥308,900）

排気筒径

φ106

※ふろ継手は別売です。

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90A

OTX-3706SAFV 05A8A01

0501531 ￥9,130（税抜￥8,300）

合計 価 格

屋内据置形

￥348,920（ 税抜￥317,200）

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

オプション部材
排気アダプターセットHVK-A

OTX-3706SAFF

0503282 ￥3,960（税抜￥3,600）

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
※送油管は
「屋外用排気トップY-90A」
「排気アダプターセットHVK-A」
には
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。

【排気延長】7m3 曲がり以内

排気筒径

希望小売価格 ￥

328,020（ 税抜￥298,200）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

ステンレス外 装

FF-101A 薄形給排気筒セット

OTX-3716SAYSV 05B0A01

0500340 ￥21,010（税抜￥19,100）

φ106

合計価格

※送油管、ふろ継手は別売です。

しばらくの 間 は 、リモコンの 設 定 温 度 にかか わらず 単 水 栓で 給 湯 やシャワー を
ご使 用になると熱いお湯が出ますのでご注 意ください。
本 製 品はサーモ水 栓と併せて使 用することをおすすめします。

【給排気延長】3m3 曲がり以内
※ふろ継手は別売です。

給気筒径
排気筒径

φ80

OTX-3706SAFF 05A8B01

φ80

＜表記以外のリモコンは使えません。
＞

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-J111S

音声
ガイド

リモコン操作についてのご注意
「ふろ自動」
「 ふろ予約」
「 追いだき」
「た
し湯 」スイッチ 操 作 は 、給 湯 の 温 度 設
＜屋内タイプは本体脱着式＞
台所リモコンを取り外して使用
定が最高レベルの［ 7 ］に設定されてい
する場合は別途リモコンコード
ないと操作できません。かならずリモコ
が必要です。
ンで給 湯 温 度を［ 7 ］に設 定してからお
使いください。

高温注意サイン

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。

台所リモコン RC-7611M-A（T）

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）

入水金具保温材 OTX
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

● 浴室リモコン用

● 台所リモコン用（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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￥349,030（ 税抜￥317,300）

オプション部材
減圧逆止弁0.8
0710320 ￥11,220（税抜￥10,200）
安全弁SD-2012ZZ 0710322 ￥3,630（税抜￥3,300）

OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4705MVシリーズは除く＞
注意 「 ふろ自動・ふろ保 温・ふろ予 約・追 いだき・たし湯 」機 能を使 用 中 、及び 使 用 後

共通リモコン

本体寸法／H880 W280 D590
（mm）

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。

￥2,090（税抜￥1,900）
0500106
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

セミ貯 湯 式

1階給湯専用

OTX

注意！ 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

タイプ
給 湯 45.9kW
（39,500kcal/h）
（12,000kcal/h）
ふ ろ 14.0kW
※ふろ配管は左右どちらでも接続可能です。
（ 4716シリーズのみ）

屋外据置形

本体寸法／H900 W590 D295
（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

希望小売価格

本体寸法／H880 W280 D590
（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-4706YV

屋外用排気
トップY-90A
は別売です。

OTX-4716YV

￥287,100（ 税抜￥261,000）

希望小売価格

石 油ふろ 給 湯 機

屋外据置形

￥281,160（ 税抜￥255,600）

マルチリモコンは本体入付

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90A

0501531 ￥9,130（税抜￥8,300）

合計価格 ￥290,290
（ 税抜￥263,900）
オプション部材
排気アダプターセットHVK-A

OTX-4706YV 05A6D01

※送油管、ふろ継手は別売です。

0503282 ￥3,960（税抜￥3,600）

【排気延長】7m3 曲がり以内

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H880 W280 D590
（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-4716YSV

マルチリモコンは本体入付

マルチリモコンは本体入付

304,590（ 税抜￥276,900）

希望小売価格

屋外用排気
トップY-90A
は別売です。

￥298,760（ 税抜￥271,600）

屋外用排気トップ Y-90A

OTX

OTX-4706YSV
希望小売価格 ￥

セミ貯 湯 式

屋外据置形

OTX-4716YV 05A9D01

φ106

排気筒径

※送油管、ふろ継手は別売です。

本体寸法／H900 W590 D295
（mm）

追い だ き

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
※送油管は
「屋外用排気トップY-90A」
「排気アダプターセットHVK-A」
には
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。

屋外据置形

給湯

オプション部材
排気カバーC53 0500655 ￥4,620（税抜￥4,200）

0501531 ￥9,130（税抜￥8,300）

排気カバーC53 0500655 ￥4,620（税抜￥4,200）

オプション部材
排気アダプターセットHVK-A

ステンレス外 装

※送油管、ふろ継手は別売です。

￥307,890（ 税抜￥279,900）

合計価格

オプション部材

OTX-4706YSV 05A6E01

0503282 ￥3,960（税抜￥3,600）

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
※送油管は
「屋外用排気トップY-90A」
「排気アダプターセットHVK-A」
には
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。

【排気延長】7m3 曲がり以内

排気筒径

※送油管、ふろ継手は別売です。

ステンレス外 装

OTX-4716YSV 05A9E01

φ106

OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4705MVシリーズは除く＞
注 意 「ふろ自動・ふろ保 温・ふろ予 約・追いだき・たし湯 」機 能を使 用中、及び 使 用 後しばらくの間は、リモコンの
設 定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

共通リモコン

＜表記以外のリモコンは使えません。
＞

●マルチリモコン／本体入付

音声
ガイド

リモコン操作についてのご注意
「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。

浴室リモコン RC-J113S

台所リモコン RC-7613M-A
（T ）

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）

入水金具保温材 OTX
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

● 浴室リモコン用
● 台所リモコン用

高温注意サイン

リモコン給 湯 設 定 温 度より貯
湯 温 度が 1 0 ℃以 上 高い場 合
（ 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。

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）

￥2,090（税抜￥1,900）
0500106
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〜

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。
●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

セミ貯 湯 式

1階給湯専用

OTX

注意！ 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

タイプ

タイプ

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

給 湯 37.6kW
（32,400kcal/h）
ふ ろ 14.0kW（12,000kcal/h）

石 油ふろ 給 湯 機

※ふろ配管は左右どちらでも接続可能です。
（ F/ FF タイプのみ）

屋内据置形

屋外据置形

本体寸法／H980 W280 D520（mm）

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

OTX-4726F

OTX-3706Y

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

マルチリモコンは本体入付

希望小売価格 ￥

269,500（ 税抜￥245,000）

希望小売価格

オプション部材
減圧逆止弁0.8
0710320 ￥11,220（税抜￥10,200）
安全弁SD-2012ZZ 0710322 ￥3,630（税抜￥3,300）

給湯

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

OTX-4726F 05B0E01

追い だ き
セミ貯 湯 式

￥287,100（ 税抜￥261,000）

希望小売価格 ￥

269,500（ 税抜￥245,000）

マルチリモコンは本体入付

OTX

オプション部材
排気カバー C53
0500655 ￥4,620（税抜￥4,200）
減圧逆止弁0.8
0710320 ￥11,220（税抜￥10,200）
安全弁SD-2012ZZ 0710322 ￥3,630（税抜￥3,300）

φ106 排気トップは入付です。
排気筒径

φ106

※ふろ継手は別売です。

屋内据置形

OTX-4726FV 05B0F01

￥287,100（ 税抜￥261,000）

希望小売価格 ￥

269,500（ 税抜￥245,000）

マルチリモコンは本体入付

FF-101A 薄形給排気筒セット

オプション部材
排気カバー C53

0500340 ￥21,010（税抜￥19,100）

￥308,110（ 税抜￥280,100）

共通リモコン

排気筒径

φ80

0500655 ￥4,620（税抜￥4,200）

※送油管、ふろ継手は別売です。

オプション部材
減圧逆止弁0.8
0710320 ￥11,220（税抜￥10,200）
安全弁SD-2012ZZ 0710322 ￥3,630（税抜￥3,300）
給気筒径

本体寸法／H900 W590 D295
（mm）

OTX-3706YV

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

※ふろ継手は別売です。

屋外据置形

OTX-3706YS 05A8D01

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-4726FF

【給排気延長】3m3 曲がり以内

ステンレス外 装

※送油管、ふろ継手は別売です。

本体寸法／H980 W280 D520（mm）

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

合計 価 格

本体寸法／H900 W590 D295
（mm）

OTX-3706YS

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

希望小売価格

屋外据置形

OTX-3706Y 05A8C01

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

OTX-4726FV

【排気延長】7m3 曲がり以内

※送油管、ふろ継手は別売です。

本体寸法／H980 W280 D520（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

希望小売価格

￥251,900（ 税抜￥229,000）

オプション部材
排気カバー C53
0500655 ￥4,620（税抜￥4,200）
減圧逆止弁0.8
0710320 ￥11,220（税抜￥10,200）
安全弁SD-2012ZZ 0710322 ￥3,630（税抜￥3,300）

φ106

※ふろ継手は別売です。

屋内据置形

本体寸法／H900 W590 D295
（mm）

OTX-4726FF 05B1A01

OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4705MVシリーズは除く＞
注 意 「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらく

φ80

の間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると
熱いお湯が出ますのでご注意ください。本製品はサーモ水栓と併せて使用することをお
すすめします。

＜表記以外のリモコンは使えません。
＞

●マルチリモコン／本体入付

音声
ガイド

リモコン操作についてのご注意
＜屋内タイプは本体脱着式＞

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-J113S

台所リモコン RC-7613M-A
（T）

「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。

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）

入水金具保温材 OTX
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

● 浴室リモコン用

● 台所リモコン用（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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OTX-3706YV 05A8F01

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。

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度
が 1 0 ℃ 以 上 高い 場 合（ 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。

￥2,090（税抜￥1,900）
0500106
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

セミ貯 湯 式

1階給湯専用

OTX

注意！ 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

タイプ
給 湯 37.6kW
（32,400kcal/h）
（12,000kcal/h）
ふ ろ 14.0kW
※ふろ配管は左右どちらでも接続可能です。
（ 3706YSV は不可）

本体寸法／H900 W590 D295
（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

屋内据置形

OTX-3726F

希望小売価格

希望小売価格

￥287,100（ 税抜￥261,000）

マルチリモコンは本体入付

オプション部材
減圧逆止弁0.8
0710320 ￥11,220（税抜￥10,200）
安全弁SD-2012ZZ 0710322 ￥3,630（税抜￥3,300）

φ106 排気トップは入付です。

ステンレス外 装

OTX-3706YSV 05A9A01
本体寸法／H880 W280 D590
（mm）

OTX-3726FV

マルチリモコンは本体入付

269,500（ 税抜￥245,000）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

合計 価 格 ￥272,800
（ 税抜￥248,000）

φ106 排気トップは入付です。

【排気延長】7m3 曲がり以内

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
※送油管は「屋外用排気トップY-90A」
「排気アダプターセットHVK-A」には入付しておりま
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。

※送油管、ふろ継手は別売です。

屋外据置形

※ふろ継手は別売です。

本体寸法／H880 W280 D590
（mm）

￥281,160（ 税抜￥255,600）

希望小売価格 ￥

269,500（ 税抜￥245,000）

FF-101A 薄形給排気筒セット

0500340 ￥21,010（税抜19,100）

￥290,510（ 税抜￥264,100）

合計価格

オプション部材
排気アダプターセットHVK-A 0503282 ￥3,960（税抜￥3,600）

オプション部材
減圧逆止弁0.8
0710320 ￥11,220（税抜￥10,200）
安全弁SD-2012ZZ 0710322 ￥3,630（税抜￥3,300）

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
※送油管は「屋外用排気トップY-90A」
「排気アダプターセットHVK-A」には入付しておりま
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。

【給排気延長】3m3 曲がり以内

ステンレス外 装

φ106

本体寸法／H980 W280 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

合計 価 格 ￥290,290
（ 税抜￥263,900）

排気筒径

屋内据置形

OTX-3726FF

マルチリモコンは本体入付
屋外用排気トップ Y-90A 0501531 ￥9,130（税抜￥8,300）

※送油管、ふろ継手は別売です。

OTX-3726FV 05B1C01

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

屋外用排気
トップY-90A
は別売です。

OTX-3716YSV

【排気延長】7m3 曲がり以内

φ106

OTX-3716YV 05B0B01

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

希望小売価格

排気筒径

OTX

オプション部材
排気アダプターセットHVK-A 0503282 ￥3,960（税抜￥3,600）

φ106

セミ貯 湯 式

希望小売価格 ￥

屋外用排気トップ Y-90A 0501531￥9,130（税抜￥8,300）

排気筒径

本体寸法／H980 W280 D520（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

￥263,670（ 税抜￥239,700）

【排気延長】7m3 曲がり以内

φ106

OTX-3726F 05B1B01

屋内据置形

屋外用排気
トップY-90A
は別売です。

OTX-3716YV

排気筒径

※ふろ継手は別売です。

追い だ き

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

【排気延長】7m3 曲がり以内

給湯

※送油管、ふろ継手は別売です。

￥251,900（ 税抜￥229,000）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材
排気カバー C53 0500655 ￥4,620（税抜￥4,200）

希望小売価格

本体寸法／H980 W280 D520（mm）

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

OTX-3706YSV

屋外据置形

石 油ふろ 給 湯 機

屋外据置形

OTX-3716YSV 05B0C01

※ふろ継手は別売です。

給気筒径
排気筒径

φ80

OTX-3726FF 05B1E01

φ80

OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4705MVシリーズは除く＞
注 意 「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯や
シャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

共通リモコン

＜表記以外のリモコンは使えません。
＞

●マルチリモコン／本体入付

音声
ガイド

＜屋内タイプは本体脱着式＞

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-J113S

台所リモコン RC-7613M-A（T）

リモコン操作についてのご注意
「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。

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）

入水金具保温材 OTX
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

● 浴室リモコン用

● 台所リモコン用（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）

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度
が 1 0 ℃ 以 上 高い 場 合（ 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。

￥2,090（税抜￥1,900）
0500106
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

セミ貯 湯 式

1階給湯専用

井戸水 でも
※

給 湯 37.6kW
（32,400kcal/h）
ふ ろ 14.0kW（12,000kcal/h）

追いだきが可能！

石 油ふろ 給 湯 機

※ふろ配管は左右どちらでも接続可能です。
（ 3706YS-SLP は不可）

本体寸法／H900 W590 D295
（mm）

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

希望小売価格 ￥

292,930（ 税抜￥266,300）

希望小売価格

φ106 排気トップは入付です。

給湯

【排気延長】7m3 曲がり以内

ステンレス外 装

OTX-3706YS-SLP BL 05A8E01

追い だ き

本体寸法／H880 W280 D590
（mm）

OTX-3716YS-SLP BL

セミ貯 湯 式

希望小売価格

￥275,330（ 税抜￥250,300）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材
排気カバーC53 0500655 ￥4,620（税抜￥4,200）

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

本体寸法／H980 W280 D520
（mm）

OTX-3726F-SLP BL

マルチリモコンは本体入付

※送油管、ふろ継手は別売です。

屋内据置形

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

OTX-3706YS-SLP BL

屋外据置形

OTX

をステンレス化
配管
！
ふろ

タイプ

屋外据置形

BLOH011924-B

排気筒径

φ106

※ふろ継手は別売です。

屋内据置形

OTX-3726F-SLP BL 05B1D01
本体寸法／H980 W280 D520
（mm）

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

屋外用排気
トップY-90A
は別売です。

OTX-3726FF-SLP BL

￥287,100（ 税抜￥261,000）

希望小売価格 ￥

292,930（ 税抜￥266,300）

マルチ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

屋外用排気トップ Y-90A

FF-101A 薄形給排気筒セット

合計 価 格 ￥296,230
（ 税抜￥269,300）

合計価格 ￥313,940
（ 税抜￥285,400）

0501531 ￥9,130（税抜￥8,300）

0500340 ￥21,010（税抜19,100）

OTX

オプション部材

排気アダプターセットHVK-A

OTX-3726FF-SLP BL 05B1F01

0503282 ￥3,960（税抜￥3,600）

【給排気延長】3m3 曲がり以内

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
「排気アダプターセットHVK-A」
には
※送油管は
「屋外用排気トップY-90A」
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。

【排気延長】7m3 曲がり以内

排気筒径

※送油管、ふろ継手は別売です。

φ106

※ふろ継手は別売です。

給気筒径
排気筒径

φ80
φ80

ステンレス外 装

OTX-3716YS-SLP BL 05B0D01

井戸水でも追いだきが可能！
注意！
※井 戸 水 、地 下 水を給 水したことにより発 生した析出物（ 炭 酸カルシウ
ムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

オールステンレス品（外装以外）
給水・給湯配管、缶体炉底板に加え、ふろ配管もステンレス化。

循 環アダプターは JX-SS をご使用いただけますが、追いだき配 管には腐 食に強
い樹脂管（ PE 管）
と循環アダプター JX-JS のご使用をおすすめします。

OTXシリーズをご使用についてのご注意＜OTX-H4705MVシリーズは除く＞
注 意 「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で
給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

共通リモコン

＜表記以外のリモコンは使えません。
＞

●マルチリモコン／本体入付

音声
ガイド

＜屋内タイプは本体脱着式＞

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-J113S

台所リモコン RC-7613M-A（T）

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。

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）

入水金具保温材 OTX
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

● 浴室リモコン用

● 台所リモコン用（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）
0709084 ￥9,020（税抜￥8,200）
循環アダプタ JX-F
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リモコン操作についてのご注意
「ふろ保温」
「 追いだき」
スイッチ操作は、給湯の温

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。

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度
が 1 0 ℃ 以 上 高い 場 合（ 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。

￥2,090（税抜￥1,900）
0500106
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

