直圧式 石油給湯機
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壁掛けタイプ

省エネ基準達成率 エネルギー消費効率

CKX-G471KSA

設計標準使用期間10年

CKX-EN482SAF

特定保守製品

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

税抜希望小売価格

■メインリモコン最大2ヶ所設置可能

100% 86.0%

CKX-EN482SAE

サイズ：H743×W581×D295mm

税抜希望小売価格

仕様：外装ステンレス

特定保守製品

¥358,000

サイズ：H743×W581×D295mm

別売ステーパイプセット

お湯はり
お知らせ
※

ソーラー
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選べる
リモコン

選べる
リモコン

仕様：外装ステンレス
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CBX-EN482F

特定保守製品

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）

税抜希望小売価格

シンプルリモコン M-040DSP
別売 ￥12,000 税抜

仕様：外装ステンレス

●リモコン別売 ※リモコン無しでの使用はできません。
●リモコンコード別売
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）
（別売）¥2,000税抜

CBX-EN482E

設計標準使用期間10年

■最大2ヶ所設置可能

※種類の違うリモコンを同時に
接続することはできません。

特定保守製品

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）

税抜希望小売価格

¥214,000

サイズ：H743×W581×D295mm

仕様：外装ステンレス

●リモコン別売 ※リモコン無しでの使用はできません。
●リモコンコード別売
●減油感知器取付可能（別売）
●送油銅パイプφ6.35（3m）
（別売）¥2,000税抜
●排気筒（φ106）
（別売）

別売リモコン用2芯コード
MK-5

8m… ￥2,400 税抜

100% 86.5%

設計標準使用期間10年
特定保守製品

!

注

意

・直圧式給湯機には、タンブラースイッチ（片切りスイッチ）は使用できません。使用しますと器具を痛めるおそれがあります。
・太陽熱温水器との接続はできません。
（CBX-EN482F・Eを除く）

100% 86.5%
目標年度2006年

CKX-P4704AE
税抜希望小売価格

仕様：外装ステンレス

¥358,000

サイズ：H790×W270×D575mm

仕様：外装カラー鋼板

●台所リモコン
（2芯コード8m）付
●浴室リモコン
（2芯コード5m）付
●浴室用屋外カバー（別売）
￥1,300税抜
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
￥5,800税抜
●送油銅パイプφ8（3m）付

●台所リモコン（2芯コード8m）付
●浴室リモコン（2芯コード5m）付
●浴室用屋外カバー（別売）
￥1,300税抜
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
￥5,800税抜
●送油銅パイプφ8（3m）付

□音声ガイドリモコン

特定保守製品

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）
追いだき能力／15.0kW（12,900kcal/h）

¥362,000

サイズ：H770×W540×D250mm

設計標準使用期間10年

●左右排気用 FF-102A
¥17,800 税抜

※屋外設置時は排気トップY-90（別売）
￥7,700税抜が必要です。

別売浴室用
屋外カバー

15m… ￥3,000 税抜

20m… ￥3,600 税抜
台所リモコン
M-040DSA

※CBX-EN482F、CBX-EN482Eを太陽熱温水器と接続する場合は、給湯温度の設定にかかわらず高温の湯がでることがあります。ご注意下さい。
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●後方排気用 FF-103W
¥17,800 税抜

省エネ基準達成率 エネルギー消費効率

省エネ基準達成率 エネルギー消費効率

リモコン

¥214,000

サイズ：H743×W581×D295mm

目標年度2006年

差し水

●左排気用 FF-105
¥17,800 税抜

CKX-P474AF

100% 86.0%

※オイルストレーナーOF-50SVB（別売）
￥2,400税抜が必要です。

自動

目標年度2006年

省エネ基準達成率 エネルギー消費効率

設計標準使用期間10年

仕様：外装カラー鋼板

●台所リモコン（2芯コード8m）付
●浴室リモコン（2芯コード5m）付
●浴室用屋外カバー付 ●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
￥5,800税抜
●給排気筒セット
（別売） ●送油管ゴムホース2.5m付

給湯

税抜希望小売価格

目標年度2006年

¥362,000

サイズ：H600×W470×D210mm

別売給排気筒セット

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）
追いだき能力／15.0kW（12,900kcal/h）

100% 86.0%

税抜希望小売価格

給湯

デジタルリモコン M-038DSP
別売 ￥24,000 税抜

（別売）

省エネ基準達成率 エネルギー消費効率

特定保守製品

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）
追いだき能力／15.0kW（12,900kcal/h）

差し水

自動

（別売）

ソーラー
対応

選べる
リモコン

（別売）

CKX-G471KCAFF

□オートタイプ

F-036SK-KT
￥2,400 税抜

リモコン

※

お湯はり
お知らせ

サイズ：H690×W470×D210mm

設計標準使用期間10年

目標年度2006年

¥382,000

税抜希望小売価格

※オイルストレーナーOF-50SVB（別売）
￥2,400税抜が必要です。

□給湯タイプ
給湯

100% 86.5%

仕様：外装ステンレス

●メインリモコン（2芯コード8m）付
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット
（別売）¥2,400税抜
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）¥5,800税抜
●送油銅パイプφ6.35（3m）
（別売）¥2,000税抜
●排気筒（φ106）
（別売）

給湯

特定保守製品

●台所リモコン（2芯コード8m）付
●浴室リモコン（2芯コード5m）付
●浴室用屋外カバー付 ●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）
￥5,800税抜
●送油銅パイプφ8（3m）付

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）
追いだき能力／14.0kW（12,000kcal/h）

¥358,000

●メインリモコン（2芯コード8m）付
●フロリモコン（2芯コード5m）付
●フロリモコン用ステーパイプセット
（別売）¥2,400税抜
●減油感知器取付可能（別売）
●一口循環口JS4-S（別売）¥5,800税抜
●送油銅パイプφ6.35（3m）
（別売）¥2,000税抜

設計標準使用期間10年

目標年度2006年

設計標準使用期間10年

給湯能力／46.5kW（40,000kcal/h）
追いだき能力／15.0kW（12,900kcal/h）

フロリモコン F-038DA

目標年度2006年

浴室リモコン
F-033DSA

省エネ基準達成率 エネルギー消費効率

100% 86.5%

省エネ基準達成率 エネルギー消費効率

100% 86.0%

台所リモコン
M-033DSA

メインリモコン M-038DAP
（増設用¥26,000税抜）

差し水

省エネ基準達成率 エネルギー消費効率

□インターホン付リモコン

壁掛けタイプ

目標年度2006年

差し水

差し水

直圧式石油給湯機

自動

リモコン

直圧式石油給湯機

自動

□インターホン付リモコン

自動

リモコン

水道の圧力をそのまま利用。
どこでもたっぷりの快適シャワー。

□オートタイプ

※本カタログに記載された価格は、本体の税抜希望小売価格です。
※長府工産の製品は全て生産物賠償保険に加入しています。

浴室リモコン
F-040DSA

￥1,300 税抜

「省エネラベリング制度」は、省エネ法に基づきJIS規格として制定された制度です。
国の省エネルギー基準の達成率が100％以上の製品には緑色のマークが表示されています。
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