セミ貯湯式シリーズ・高圧力型

OTX

1 階給湯専用

フルオートタイプから標準タイプまで豊富に揃った
セミ貯湯式シリーズ。
※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。

使いやすい大型デジタル表示リモコンを採用、
操作内容を音声でお知らせします。

低水圧でも湯温が安定しているセミ貯湯式。
給 湯 側の缶 体 内に、お湯をためて
いるので、短時間の使用ならシャワ
ーを出したり止めたりしても、湯温
のバラツキがありません。

缶体

［イメージ図］

給水

おふろ沸かしも、
きめ細かく温度設定。

リモコンの操作内容をやさしい女性の声でお知らせします。給湯温度の
変更を耳で確認でき、
より安心してお使いいただけます。

給湯

高温注意サインでお知らせ。

ふろ水

石 油ふろ給 湯 機

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
を表示します。
追いだき直後など）
には、
リモコンに高温注意サイン
「H」

OTXシリーズのご使用についてのご注意＜OTX-H4705MVシリーズは除く＞

ふろ回路に搭載したPRO-TECメカのはたらきにより、浴槽へのお湯はり
温度をきめ細かく設定できます。
（フルオート・オートタイプのみ）

「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。

ダブルサーミスタ搭載。

本製品はサーモ水栓と併せてご使用することをおすすめします。

離れた浴室へも追いだきができる設置フリー形。

出湯温度（グラフイメージ）
従来型
設定温度

ＯＮ・ＯＦＦ燃焼時に起こる湯温変化に対して、
缶体温度と出湯側温度をダブルサーミスタで感
知、キメ細かく燃焼時間をコントロール。40 ℃
前後の最大使用温度域での使い勝手が格段に
向上しました。

設置場所を選ばないので浴室プランが広がります。
【浴槽が熱源機より低い場合】

OTX-405

設 置 フリ ー 形

循環口のレベルが合わないような場合。そして、ユーティリティ
設置で、浴槽の位置が機器より低い場合、床を掘り込まなくても
設置できます。※浴槽を機器より高く設定しないでください。

内部配管と缶体炉底板をステンレス化。
給水・給湯パイプや缶体炉底板をステンレス化することにより、井戸水など、
腐食性の高い水質に対しても耐久性を高めました。

【 1 階浴室専用】
機器を1 階に設置して、1 階の浴室だけ追いだき が で きるタイプ 。
最 大 1 5 m 1 0 曲 がり（φ 12.7銅管使用）
までの遠隔追いだきが

15m10曲がりまでOK

可能です。

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。

OTX

またふろ配管をステンレス化した「ふろ配管ステンレスシリーズ」は、井戸水、
地下水等の腐食性の高い水質でも追いだきできます。
OTX-3726F-SLP BL／OTX-3726FF-SLP BL→P.41参照

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。

＞選べるおふろ機能 3タイプ
0〜9時間有効

沸き上がり後

（初期設定は4時間、1時間単位で変更可能）

STOP

（全自動）

●スイッチポン

●お湯はり開始

残り湯がある場合

●自動ストップ

●追いだき/自動保温

STOP

（自動）

●スイッチポン

●お湯はり開始

●自動ストップ

●給湯栓を開いて
お湯はり開始

●給湯栓を閉じて
お湯はり完了

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

お湯が
冷めたら

（手動）

●自動足し湯

「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。
※運転スイッチを一度切った場合は設定した水位より多く足し湯されることがあります。

沸き上 がり後
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1.5m以内

●自動ふろ配管クリーン

OTX-4706・3706シリーズのフルオート
タイプのみにふろ配管クリーン機能があります。

残り湯がある場合
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。
※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。

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

●スイッチポン

●追いだき/自動保温

石油ふろ給湯機

設置フリー形

セミ貯湯式

（全自動）

（自動）

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 OW6002

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
●マルチリモコン／本体入付

※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

〈本体脱着式〉
RC-7611M-A（T）

リモコン操作についてのご注意

高温注意サイン

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

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

45.9kW

(39,500kcal/h)

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

45.9kW

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

392,480

希望小売価格￥

(39,500kcal/h)

本体寸法：H880

W280

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

OTX-4706SAFV

356,800）

345,620（ 税抜￥314,200）

（ 税抜 ￥

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

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

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。）

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

合計価 格 ￥404,140（ 税抜 ￥367,400）

（ 税抜 ￥324,800）
合計価格 ￥357,280

￥2,090
（税抜￥1,900）

※ふろ継手は別売です

OTX-4706AFV 05A5F01

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

※ふろ継手は別売です

OTX-4706SAFV 05A6C01

φ106

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

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

入水金具保温材 OTX

D590（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

設 置 フリ ー 形

OTX-4706AFV

屋内据置形

「 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。

石 油ふろ給 湯 機

●浴室リモコン

リモコンコード
について

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。

φ106

注意

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＞

「 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。
※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。
※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

セミ貯湯式

（手動）
セミ貯湯式・45.9kWタイプ

給水装置認証番号 OW5005

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

〈本体脱着式〉
RC-7613M-A（T）

●浴室リモコン

リモコンコード
について

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

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（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。

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

屋内据置形
石 油ふろ給 湯 機

45.9kW

(39,500kcal/h)

本体寸法：H980

W280

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。

D520（mm）

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様
給 湯／45.9kW(39,500kcal/h)
ふ ろ／14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-4726F

269,500（ 税抜￥245,000）

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

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

（ 税抜 ￥255,600）
合計 価 格 ￥281,160

設 置 フリ ー 形

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。）
φ106排気トップ
入水金具保温材 OTX
￥2,090 （税抜￥1,900） は入付です。
減圧逆止弁 0.8
￥11,220（税抜￥10,200） 【排気延長】
安全弁 SD-2012ZZ
￥3,630 （税抜￥3,300） 7m3 曲がり以内

※ふろ継手は別売です

屋内据置形

OTX

45.9kW

(39,500kcal/h)

OTX-4726F 05B0E01
本体寸法：H980

排気筒径

W280

φ106

D520（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様
給 湯／45.9kW(39,500kcal/h)
ふ ろ／14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-4726FV
希望小売価格

￥287,100（ 税抜￥261,000）

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）
￥9,020（税抜￥8,200）
循環アダプタ JX-SS

（ 税抜 ￥271,600）
合計 価 格 ￥298,760

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。）
入水金具保温材 OTX
￥2,090（税抜￥1,900）
※ふろ継手は別売です

屋内据置形

45.9kW

(39,500kcal/h)

OTX-4726FV 05B0F01
本体寸法：H980

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

W280

φ106

D520（mm）

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様
給 湯／45.9kW(39,500kcal/h)
ふ ろ／14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-4726FF
希望小売価格

￥287,100（ 税抜￥261,000）

注意

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

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 ￥21,010（税抜￥19,100）

（ 税抜 ￥290,700）
合計 価 格 ￥319,770

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。）
入水金具保温材 OTX
￥2,090 （税抜￥1,900）
減圧逆止弁 0.8
￥11,220（税抜￥10,200）
安全弁 SD-2012ZZ
￥3,630 （税抜￥3,300）
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※ふろ継手は別売です

OTX-4726FF 05B1A01

＜OTX-H4705MVシリーズは除く＞

【給排気延長】
3m3 曲がり以内
給気筒径
排気筒径

φ80

φ80

「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。

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

セミ貯湯式

（全自動）

（自動）

セミ貯湯式・37.6kWタイプ

セミ貯湯式・37.6kWタイプ

給水装置認証番号 OW6002

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
●マルチリモコン／本体入付

※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

〈本体脱着式〉
RC-7611M-A（T）

●浴室リモコン

リモコンコード
について

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

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

37.6kW

(32,400kcal/h)

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

屋内据置形

37.6kW

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

(32,400kcal/h)

「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。

本体寸法：H880

OTX-3706SAF

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

374,880（ 税抜￥340,800）

希望小売価格

※ふろ継手は別売です

OTX-3706AFV 05A7C01

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

（ 税抜 ￥292,900）
合計価格 ￥322,190

φ106排気トップ

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。）
は入付です。
入水金具保温材 OTX
￥2,090 （税抜￥1,900）
【排気延長】
減圧逆止弁 0.8
￥11,220（税抜￥10,200）
7m3 曲がり以内
安全弁 SD-2012ZZ
￥3,630 （税抜￥3,300）
排気筒径
φ106
05A7F01
※ふろ継手は別売です
OTX-3706SAF

屋内据置形

W280

D590（mm）

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

OTX

37.6kW

(32,400kcal/h)

本体寸法：H880

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

設 置 フリ ー 形

（ 税抜 ￥351,400）
合計 価 格 ￥386,540

￥310,530（ 税抜￥282,300）

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

（税抜￥2,400）
リモコンコードS 8A（ 2 心） ￥2,640
￥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。）
入水金具保温材 OTX
￥2,090（税抜￥1,900）

D590（mm）

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

OTX-3706AFV
希望小売価格 ￥

W280

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

石 油ふろ給 湯 機

屋内据置形

リモコン操作についてのご注意

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。

OTX-3706SAFV

328,020（ 税抜￥298,200）

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

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）

（ 税抜 ￥308,800）
合計価格 ￥339,680

φ106排気トップ

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。）
は入付です。
入水金具保温材 OTX
￥2,090（税抜￥1,900） 【排気延長】
7m3 曲がり以内
※ふろ継手は別売です OTX-3706SAFV 05A8A01
排気筒径

屋内据置形

37.6kW

(32,400kcal/h)

本体寸法：H880

W280

φ106

D590（mm）

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様
給 湯／37.6kW(32,400kcal/h)
ふ ろ／14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3706SAFF

328,020（ 税抜￥298,200）

希望小売価格 ￥

注意

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＞

「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。

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 ￥21,010（税抜￥19,100）

（ 税抜 ￥327,900）
合計価格 ￥360,690

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。）
入水金具保温材 OTX
￥2,090 （税抜￥1,900）
減圧逆止弁 0.8
￥11,220
（税抜￥10,200）
安全弁 SD-2012ZZ
￥3,630（税抜￥3,300）
※ふろ継手は別売です

OTX-3706SAFF 05A8B01

【給排気延長】
3m3 曲がり以内
給気筒径
排気筒径

φ80

φ80

※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。
※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

セミ貯湯式
ふろ配管をステンレス化！

井戸水でも

（手動）
セミ貯湯式・37.6kWタイプ

追いだきが可能！

給水装置認証番号 OW5005

表記以外のリモコンは使えません。

リモ コ ン

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しました。

●マルチリモコン／本体入付

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。

浴室リモコン RC-J113S

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。
詳しくは P.75をご覧ください。
P.75

台所リモコン

〈本体脱着式〉
RC-7613M-A（T）
※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。

（手動）

リモコン操作についてのご注意

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（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。

「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

リモコンコード
について

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

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

石 油ふろ給 湯 機

屋内据置形

37.6kW

(32,400kcal/h)

本体寸法：H980

W280

D520（mm）

セミ貯湯式・37.6kWタイプ

給水装置認証番号 OW5005

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

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様
給 湯／37.6kW(32,400kcal/h)
ふ ろ／14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3726F

浴室リモコン RC-J113S

251,900（ 税抜￥229,000）

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（税抜￥8,200）
循環アダプタ JX-SS

設 置 フリ ー 形

（ 税抜 ￥239,600）
合計 価 格 ￥263,560

OTX

37.6kW

(32,400kcal/h)

φ106排気トップ

W280

D520（mm）

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

屋内据置形

37.6kW

本体寸法：H980

φ106排気トップ
は入付です。

W280

106

D520（mm）

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

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

（ 税抜 ￥260,900）
合計価格 ￥286,990

※ふろ継手は別売です OTX-3726F-SLP BL 05B1D01

屋内据置形
(32,400kcal/h)

本体寸法：H980

W280

D520（mm）

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

OTX-3726FF-SLP BL

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

269,500（ 税抜￥245,000）

φ106排気トップ

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

OTX-3726FF

292,930（ 税抜￥266,300）

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）
（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 ￥21,010（税抜￥19,100）

（ 税抜 ￥274,700）
合計 価 格 ￥302,170
【給排気延長】

※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。

D520（mm）

は入付です。
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。）
入水金具保温材 OTX
￥2,090 （税抜￥1,900） 【排気延長】
減圧逆止弁 0.8
￥11,220
（税抜￥10,200） 7m3 曲がり以内
排気筒径
φ106
安全弁 SD-2012ZZ
￥3,630（税抜￥3,300）

37.6kW

給 湯／37.6kW(32,400kcal/h)
ふ ろ／14.0kW(12,000kcal/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。）
入水金具保温材 OTX
￥2,090 （税抜￥1,900）
減圧逆止弁 0.8
￥11,220
（税抜￥10,200）
安全弁 SD-2012ZZ
￥3,630（税抜￥3,300）
※ふろ継手は別売です
OTX-3726FF 05B1E01

W280

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

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。）
入水金具保温材 OTX
￥2,090（税抜￥1,900） 【排気延長】
7m3 曲がり以内
※ふろ継手は別売です
OTX-3726FV 05B1C01
排気筒径
φ
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リモコンコードM 8A（ 2 心）
￥2,640（税抜￥2,400 ）が別途必要です。

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

37.6kW

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

●台所リモコン

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）
￥9,020（税抜￥8,200）
循環アダプタ JX-SS

(32,400kcal/h)

●浴室リモコン

リモコンコード
について

希望小売価格 ￥

269,500（ 税抜￥245,000）

希望小売価格￥

屋内据置形

「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。

OTX-3726F-SLP BL

OTX-3726FV

本体寸法：H980

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が 10 ℃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。

(32,400kcal/h)

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

（ 税抜 ￥255,600）
合計 価 格 ￥281,160

リモコン操作についてのご注意

高温注意サイン

は入付です。
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。）
入水金具保温材 OTX
￥2,090 （税抜￥1,900） 【排気延長】
減圧逆止弁 0.8
￥11,220
（税抜￥10,200） 7m3 曲がり以内
安全弁 SD-2012ZZ
￥3,630（税抜￥3,300）
排気筒径
φ106
※ふろ継手は別売です
OTX-3726F 05B1B01
本体寸法：H980

台所リモコン

〈本体脱着式〉
RC-7613M-A（T）

※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。

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

屋内据置形

BLOH011419-B

3m3 曲がり以内
給気筒径
排気筒径

φ80

φ80

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 ￥21,010（税抜￥19,100）

（ 税抜 ￥296,000）
合計価格 ￥325,600

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

※ふろ継手は別売です OTX-3726FF-SLP BL 05B1F01

【給排気延長】
3m3 曲がり以内
給気筒径
排気筒径

φ80

φ80

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。

