安心・便利な機能がたくさん！
いざという時にも安心の設計です。

貯湯ユニットの重心を低くし、固定脚の見直しによって「震度7相当」※1及び耐震クラスS対応※2
の地震に耐える安心設計としています。
■SW9は貯湯ユニットの低重心化を図り、
アンカーボルト4本固定により強度確保。

■HSEは5本の脚を応力が分散する向きに配置し、
さらにアンカーボルトによる固定で強度確保。

本体の固定脚を90°4方向に向けることで、
揺れに対しての強度確保。

前側

後ろ側

※1：周期0.8秒、加速度7m/s²にて加振。
※2：
「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築
設備機器の設計用標準震度」の耐震クラスSの基準を満足するこ
とによる（地階及び1階において）。

固定脚（前側）を3面壁構造とすることで、
強度確保。

停電時でもお湯が使える
災害等による停電時でも、貯湯ユニット内に残っているお湯を設定温度に近い温度でシャワーやじゃ口
から使用できます。
注意
● 湯温を確認してからお使いください。
● 停電時には沸き上げ・沸き増し・ソーラーで集熱はできません。
● 断水時はシャワーやじゃ口からお湯は出ませんので、非常用取水水栓を使用してください。

断水で困った時も貯湯ユニットのお湯（水）が使用可能
断水によってじゃ口からお湯（水）が出せなくなって
しまった時、かんたんなバルブ操作で貯湯ユニット

右側排水バルブ

のお湯（水）を取り出せます。
《SW9・HSE用貯湯ユニット》
●機器付属のホースを利用し、
排水バルブの操作でバケツに取り出します。

左側排水バルブ

※3

貯湯ユニット外装には、油性の汚れも
雨 水の力で落とす耐汚染性塗装鋼板
（「親水性塗膜」処理の溶融亜鉛メッキ
鋼板）を採用。排ガスやスス等の汚れに
対する耐汚染性に優れており、塗膜へ
の汚れ付着や浸透が低減されます。
※3：2004年10月から採用

製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

ただし 、エコキュート等
接続できない機種があります。詳しくは当社または販売店に
ご相談ください。

※1：当社従来機種 SW8-202-22

（詳細はP5･6参照）
［SW9-201貯湯ユニット］

貯湯ユニットのお湯（水）が使用可能

別売リモコンは操作の簡単なシンプルリモコン。
給湯温度と現在の貯湯ユニット内のお湯の温度
をワンタッチで切り替えできます。集熱運転中
は、リモコンのランプが点灯しおトクなお湯を
沸かしていることが確認できるエコモニターと
しても利用できます。
貯湯ユニット内のお湯
（ソーラーで沸かしたお湯）の
温度を表示します。

・

,700円お
1年間で約
1年間で 42
41,700
円お
ト
ト
ク
ク

1年間で491 kg-co2削減※2
杉の木
約35本分
に相当※3
約

107,000円

SW9-201

65,３00円
SW9-201

（ガス給湯器を接続した場合）
※2：LPガス換算
※3：杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。
（「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省／林野庁より試算）

約

（ガス給湯器を接続した場合）
［算出根拠］
・年間給湯負荷：17.7GJ（JIS C 9220：2018準拠） ・年間集熱量：場所／山口県下関市 真南向き、角度30度での平均値
・電気のCO₂排出量：0.476kg/kWh（平成24年9月の電気事業連合会「電気事業における行動計画」より）
・LPガスのCO₂排出量：3.00tco₂/t（平成22年3月の環境省、経済産業省算定省令による）
・ガス給湯器の給湯効率は81.1%・ふろ効率80.7％として算出 ・ガス発熱量：50.8MJ/kg
・ガス料金：4.9円/MJ（税込･日本ガス石油機器工業会まとめ）★
★石油情報センター平成28年度月次平均価格（50m 3）データの単純平均より
●上記算出値についてはガス料金、使用時間、使用頻度によって変動します。

特殊コーティングをした集熱ユニットで放熱
ロスを抑え、効率よく集熱が行えます。
■集熱ユニットCP-203
集熱器総面積2.00m 2/枚
外形寸法：高56×幅1012×奥1978mm/枚
外 装 材：溶融亜鉛メッキ鋼板+塗装

SW9-201
¥462,000（税抜¥420,000）
貯湯ユニット、集熱ユニット
（CP-203）の2点が含まれます。

￥9,900（税抜¥9,000）

別 売 品 ／ 配管カバー（VS-HC-9）¥9,680（税抜¥8,800）
台所リモコン（CMR-2811）￥9,900（税抜¥9,000）
リモコンコード、配管部材 等（P21・P22・P24参照）

SW9-201
直置き設置
集熱ユニット

CP-203

─

貯湯ユニット

SWT-204

─

2
1
¥462,000（税抜¥420,000）

配管継手セット

VS-HT-202

¥19,800（税抜¥18,000）

1

ツイン樹脂管

VS-OTK1-25

¥44,000（税抜¥40,000）

1

直置き用受台

UH-202

¥18,150（税抜¥16,500）

1

¥3,630（税抜¥3,300）

1

ステンワイヤー（30m）
不凍液（10リットル）

VH-LLB-10

¥9,130（税抜¥8,300）

2

配管カバー

VS-HC-9

¥9,680（税抜¥8,800）

1

アンカーボルト

VE-AB-4

¥3,300（税抜¥3,000）

1

アース棒

B-3

¥2,420（税抜¥2,200）

1
¥119,240（税抜￥108,400）

¥581,240（税抜￥528,400）
●不凍液の量は、ソーラー配管の長さを片道20ｍと想定。

製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

特 殊コーティングを
した集 熱 ユニットで
放熱ロスを抑え、
効率
よく集熱が行えます。

貯湯ユニット内の温度が高い場合は、ソーラー
による沸き上げを行わないことがあります。）

（詳細はP5･6参照）

貯湯ユニット お湯（水）が使用可能

●おふろの残り湯とタンクの水をふろ
熱交換器に循環させて、
タンクの水
を温めます。浴そうのお湯とタンクの
お湯は混ざりません。
※1：
【 試 験 条 件 】ＨＳＥ−４3０3ＣＺ、
JIS冬期給湯保温モード効率試
験、23時にecoとく運転を開始
した場合、ecoとく開始時ふろ熱
量：23.4MJ、回収熱量9.8MJ

残り湯の熱を ※1

最大約40%
回収！

右記の場合は、ecoとく運転を行わないことがあります。● 貯湯ユニット内のお湯の温度が高い場合

●

浴そうの残り湯の温度が低い場合

●

浴そうのお湯が少ない場合

◇「ecoとくオート」で自動運転

◇とことんecoとく
※リモコンのecoとくスイッチを押す、
またはリモコンで
「ecoとくオート」
を設定する必要があります。

翌日が晴れと予想される場合、
『 セーブ（はれセーブ）』スイッチを押すと、太陽熱を有効に活用することが
できます。 ※沸き上げ設定を「おまかせ」にしているときのみ受付けます。
［ ソーラー沸き上げ］

［ヒートポンプ沸き上げ ］
レベル1

日々の学習したソーラー集熱量に応じて、
夜間の沸き上げ量を少なくします。

太陽熱で沸き上げします 。

レベル2

スイッチを押した当日の夜の沸き上げを停止します。
夏季などお湯が余るときにおすすめです。

※工場出荷時「はれセーブレベル」は
「1」に設定されています。

製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

●写真はCMR-2520P

フルドットマトリクス方式を採用することで、
文字やグラフ
表示などが、
見やすく分かりやすくなりました。

●数値とともに、過去7日間/30日間/12ヵ月間の履歴をグラフ表示します。

貯湯ユニットにリチウム電池を内蔵しているため、
長時間の停電時でもリモコンの時刻をバックアップします。
停電復帰の際に時刻合せ※1をする必要はありません。※1：長時間の停電時は念のため時刻の確認をしてください。［バックアップ時間は約5年です。］

ソーラーアシストモード（太陽光発電活用）
太陽光発電の余剰電力を上手に活用。夜間時間帯の沸き上げ量を減らし、翌日の昼間時間帯に太陽光発電の余剰電力で沸き上げを行います。
※沸き上げ設定が「おまかせ」の場合のみ、
この機能が使えます。

通

常

ソーラーアシストモード

主に夜間電力で沸き上げ

沸き上げを夜間と昼間にかしこく分散！（翌日の余剰電力が発生する可能性がある場合）

沸き上げの全量
（イメージ）

沸き上げ量
時間

夜間
沸き上げ

夜間時間帯

夜間の沸き上げ量を
減らして

沸き上げ量
時間

沸き上げの全量
（イメージ）

夜間に減らした分を
翌日の太陽光で沸き上げ

夜間

昼間

沸き上げ

沸き上げ

夜間時間帯

昼間時間帯

夜間の沸き上げ量を減らして太陽光発電の余剰電力で昼間に沸き上げます

ソーラーアシストモードの設定
夜間時間帯の沸き上げ開始前に、
ご自身で翌日の天気予報をチェック。

翌日が晴れの場合、リモコンで設定すると夜間の
台所リモコン
で設定

沸き上げ量を減らして、
翌日の昼間に太陽光発電の
余剰電力で沸き上げを行います。

（注）
太陽光発電の買取価格と夜間時間帯の電気料金単価をご確認の上ご利用ください。
天候や発電量によっては、
契約されている電力会社から買電して沸き上げを行う場合があります。

1年間で約87 , 800円おトク

1年間で 839 kg-co2 削減※2
杉の木
約60本分
に相当※3

450

約

107,000円

HSE-4303CZ
※2：LPガス換算
※3：杉の木1本あたりのCO 2 吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。
（「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省／林野庁より試算）

約

19,200円

HSE-4303CZ
［算出根拠］
・年間給湯負荷：17.7GJ
（JIS C 9220：2018準拠） ・年間集熱量：場所／山口県下関市 真南向き、
角度30度での平均値
・LPガスのCO₂排出量：3.00tco₂/t（平成22年3月の環境省、
経済産業省算定省令による）
・電気のCO₂排出量：0.476kg/kWh
（平成24年9月の電気事業連合会
「電気事業における行動計画」
より）
・ガス給湯器の給湯効率は81.1%・ふろ効率80.7％として算出 ・HSEの年間給湯保温効率
（JIS）
は3.3として算出 ・ガス発熱量：50.8MJ/kg
★
・ガス料金：4.9円/MJ
（税込･日本ガス石油機器工業会まとめ） ★石油情報センター平成28年度月次平均価格
（50m3）
データの単純平均より
・電気料金：中国電力 電化Styleコース
夜間料金：14.87円
（税込） 昼間料金：32.68円
（税込） ※2022年3月 当社調べ
燃料調節調整費除く、
基本料金含まず、
通電制御割引を適用
（全電化住宅割引を適用していません。
）
●上記算出値についてはガス料金、
電気料金、
使用時間、
使用頻度によって変動します。

特殊コーティングをした集熱ユニットで放熱
ロスを抑え、効率よく集熱が行えます。

■集熱ユニットCP-203
集熱器総面積2.00m 2/枚
外形寸法：高56×幅1012×奥1978mm/枚

￥50,600（税抜¥46,000）

HSE-4303CZ
¥1,155,000（税抜¥1,050,000）

1,205,600（税抜¥1,096,000）

インターホンリモコン
¥
セット価格

ヒートポンプユニット、貯湯ユニット、インターホンリモコンセット、
集熱ユニット
（CP-203）の4点が含まれます。

区分
Ⅰ

別 売 品 ／ 脚部カバー（VE-KC-46C）¥18,150（税抜¥16,500）
リモコンコード、配管部材 等（P21〜P24参照）

JIS C 9220：2018

目標年度
2025年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

100% 3.3

エネルギー消費性能
計算プログラム
（住宅版）
への
JIS効率の入力値

3.3

目標年度
2017年度

HSE-4303CZ
集熱ユニット

CP-203

─

2

貯湯ユニット

HSET-4303CZ

─

1

ヒートポンプユニット

EHPE-4550S

─

1

リモコン

DR-56P

¥50,600（税抜¥46,000）

1
¥1,205,600（税抜¥1,096,000）

配管継手セット

VS-HT-202

¥19,800（税抜¥18,000）

1

ツイン樹脂管

VS-OTK1-25

¥44,000（税抜¥40,000）

1

直置き用受台

UH-202

¥18,150（税抜¥16,500）

1

¥3,630（税抜¥3,300）

1

ステンワイヤー（30m）
不凍液（10リットル）

VH-LLB-10

¥9,130（税抜¥8,300）

2

脚部カバー

VE-KC-46C

¥18,150（税抜¥16,500）

1

アンカーボルト

VE-AB-5

¥3,850（税抜¥3,500）

1

アース棒

B-3

¥2,420（税抜¥2,200）

1

台所リモコンコード（8ｍ）

RK-3P-8

¥2,420（税抜￥2,200）

1

浴室リモコンコード（5ｍ）

KFR-3P-5

¥1,760（税抜￥1,600）

1
¥132,440（税抜￥120,400）

¥1,338,040（税抜￥1,216,400）
●不凍液の量は、ソーラー配管の長さを片道20ｍと想定。 ●セット価格に追いだき、ヒートポンプ配管部材等は含まれておりません。

製品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。

