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修理受付24時間365日
     修理訪問も21時まで対応。

※東邦ガスの都市ガスをご利用の方に限ります

修理受付24時間365日
     修理訪問も21時まで対応。

※東邦ガスの都市ガスをご利用の方に限ります

■ エネファーム ■ 暖房給湯器 ■ふろ給湯器 

■ 給湯器 ■ 暖房専用熱源機

■ ガス温水浴室暖房乾燥機 ■ ガス温水床暖房

ガス温水システム
2023.4

ENEDO　マスターデータ

ENEDOブランド・シンボル

サブネーム

2012.11.28

ENEDOブランド・シンボルの基本的な組合せ

ENEDOロゴとエネドゥ！和文ロゴの組合せ取り出し使用



ガス温水床暖房 エネファーム または エコジョーズ 暖房給湯器

ガス温水浴室暖房乾燥機脱衣室用暖房放熱器

床暖房や暖房・乾燥用の
温水をつくります。

おふろやキッチン、洗面所など
くらしのお湯をつくります。

ガ　ス

暖房用
温水

給湯用
温水
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●本カタログに掲載しております月額リース料金は、消費税及び地方消費税の税率10％を加算した税込価格です。

リース
開始

リース
期間満了故障リース期間

●標準取付費　 もリース料金に含んだ
　月々のお支払いで負担がらくらく！
●故障しても修理費不要！
●リース期間満了後は、
　「取替更新」  で最新モデルに！

らくらくリースの仕組み

リース料金 本体価格 標準取付費 無料修理= ＋ ＋

頭金なし！
お支払いは
月々のリース
料金だけ。

標準取付費
込み！
リース料金に
標準取付費も
含まれています。

無料で修理！ 下記からお選びいただけます。
リース期間中に故障しても、
お客さまの負担はゼロ。

修理は設置を行ったリベナス エネドゥ、
エネドゥが行います。

取替更新 再リース
（1年ごとのご契約）

購　入 終　了

※2

※3

※1

※1

※1
※2

※4

※3

※2

※1　標準取付費とは、同一の場所・位置における同種の
機器の取替え（取外しおよび取付け）にかかる費用
です。

※2○お客さまに起因する故障、地震・風水害・火災等によ
る故障の修理はお客さま負担です。

 ○電池および電球等の消耗品の交換、機器汚損等の
性能上の機器の故障でない場合は対象外です。

 ○再リース期間中の修理は有料となります。
※3　契約期間満了日および取替更新申込日において、リ

ース商品設置場所で東邦ガスまたは東邦ガスがガス
小売事業者となるガス取次事業者と都市ガス使用
契約を締結しているお客さまが対象です。

※4　取外し費用等は、お客さまのご負担になります。

■ご利用いただける方（次の条件をすべて満たす
お客さまにご利用いただけます。）

○東邦ガスと都市ガス使用契約を締結しているお客
さま、または東邦ガスがガス小売事業者となるガス
取次事業者と都市ガス使用契約を締結しているお
客さま（リース申込日にリース商品を設置する場所
で東邦ガスまたは東邦ガスがガス小売事業者とな
るガス取次事業者と都市ガスの使用契約を締結し
ていることが必要です。）

○現在お住まいの住宅に設置されるお客さま
○既築持ち家（一戸建住宅・集合住宅）のお客さま
○家庭用として対象機器を使用されるお客さま

■その他
○リース料金は東邦総合サービス（株）が定める価格です。
○賃貸住宅にお住まいの方はリース契約できませんが、オーナー様にご契約

していただける場合はリース契約できることがあります。オーナー様にご相談
の上、詳しくは担当者へお問い合わせください。

○東邦総合サービス（株）による事前審査があります。審査によりご契約をお
受けできない場合がございます。

○76歳以上のお客さまの場合は、75歳以下の連帯保証人が必要です。
○お客さまの設置条件によっては、ご利用いただけない場合がございます。
○同一機器において、「らくらくリース（再リースを含む）」と「らくらくメンテ」を重

複して契約することはできません。
○標準取付費やご利用条件等、詳しくは担当者へお問い合わせいただくか、

らくらくリースカタログをご覧ください。

床暖房や浴室暖房乾燥機、ミストサウナが楽しめるわが家。
ガスでつくるお湯が、快適なくらしへ導きます。

ガ ス で 実 現 す る 快 適 なくらし 。

エコジョーズ
暖房給湯器

エネファーム または

給湯＋暖房給湯＋暖房＋発電

月々のリース料金（税込）一覧表

ー

ー

24号

20号

16号 ー

給湯
能力

ふろ給湯器暖房給湯器リース
期間

3,320円～

2,806円～

3,292円～

3,177円～

2,781円～

2,686円～

集合住宅取替用

3,733円

3,931円

3,591円

3,317円

3,151円

3,032円

給湯器

1,716円～

2,019円～

1,923円

1,786円

1,635円

1,520円

8年間
10年間
8年間
10年間

10年間

8年間

ふろがま　ウォールインタイプ給湯器　小型湯沸器　

暖房放熱器　リモコンオプション品はデジタルチラシでご確認ください。

月々のお支払いで負担がらくらく、便利＆快適ガスライフ！



目 的 に 合 わ せ て 最 適 な 温 水 機 器 を お 選 び く だ さ い！
STEP1　基本的な機能から選ぶ
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ガス給湯器
省エネ型「エコジョーズ」 従来型給湯器エネファーム

排熱を利用して効率良くお湯をつくる、省エネ設計。
●従来型のしくみ

排気約200℃

約1500℃

水 お湯

●エコジョーズのしくみ

水 お湯

排気約50～80℃

約1500℃

約200℃約200℃

熱利用…2
1次熱交換器からの
排熱（約２００℃）を
２次熱交換器で再利用。

熱利用…1
バーナーの約1500℃の
熱により1次熱交換器を
加熱。

お湯の流れ…1
送られてきた水は、
まず２次熱交換器で
予備加熱。

お湯の流れ…2
温められたお湯を、
さらに1次熱交換器で
再加熱。
少ないガス消費量で
　　お湯をつくります。 

1次熱交換器

２次熱交換器

だから省エネ！！

だから経済的！！

 
「 エ コ ジョー ズ 」な ら 環 境 に や さしく、
さら に ガ ス 代 が お 得 で す。※1

※1 従来型ガス給湯器との比較

ふろ給湯器 全自動タイプならお湯はり、
追いだき、たし湯までスイッチ一つ

ecoジョーズの
マークがある製品は
ガス代がお得！

発電から給湯・温水暖房まで、
一つで可能な先進システム

床暖房、浴室暖房乾燥器を
ご利用の方はこちら暖房給湯器

エネファーム

給湯器

暖房専用熱源機 今ご利用のふろ給湯器または
給湯器にプラスして設置

追いだき、温水暖房を使わない
ご家庭に

●弊社試算条件にもとづくシミュレーションによるものであり、試算結果はあくまで一例です。実際の光熱費は、各家庭でお使いの機器、使用状況などの条件に
よって異なります。●シミュレーションには、導入時に必要となる初期費用（ガス機器購入費や設置工事費など）を含んでおりません。＜試算条件＞●給湯負荷
15,843MJ、暖房負荷10,200MJ（「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説」を元に東邦ガスで算定）。●ガス料金：ふろ給湯器・給湯器
の場合、従来型給湯器・エコジョーズともに一般ガス供給約款B。暖房給湯器の場合、従来型暖房給湯器は床暖トクトク料金標準プラン、エコジョーズは床暖トク
トク料金エコジョーズプラン※2。従量料金単価は全て2023年3月時点。ガス料金は、原料調整費および、消費税等相当額を含む料金。基本料金は加算せず。●熱
効率（給湯部）を従来型80％、エコジョーズ95％、熱効率（暖房部）を従来型80％、エコジョーズ89％として試算したものです。●2023年2月検針分以降のガス・電気料金
については、経済産業省資源エネルギー庁の電気・ガス価格激変緩和対策事業の政府支援に基づく値引きが適用されますが、本カタログにおける光熱費の試算結果にお
いては値引きを反映せずに試算しております。実際のご請求金額や料金単価およびメリット額とは異なる場合があります。
※2 床暖トクトク料金のご契約にはお客さまのお申込みが必要です。詳しくは東邦ガスホームページまたは裏表紙の東邦ガスおトクダイヤルまで。

エコジョーズふろ給湯器・給湯器なら、従来型給湯器に比べ、ガスの使用量を約16％（69㎥）削減。

なお、エコジョーズ暖房給湯器の場合は、従来型暖房給湯器に比べ、ガスの使用量を約14％（98㎥）削減し、ガス代が1年間で約18,100円の節約となります。
ガス代が１年間で約14,800円の節約となります。

STEP2　給湯能力から選ぶ　

発電追い
だき

温水式
暖房

給湯

追い
だき

温水式
暖房

温水式
暖房

給湯

追い
だき

給湯

給湯

例えば4人家族の場合

24号がおすすめ！

一度にたくさんお湯を使う
4人家族なら

例えば2人家族の場合
たくさんお湯を使うことの
少ない2人家族なら

例えば単身世帯の場合

一度に複数箇所で使用
しない単身世帯なら

20号がおすすめ！ 16号がおすすめ！



光熱費がおトクに
電気料金とガス料金をあわせたトータルで、従来システムと比べて、同等の設備・使用方法で光熱費※1の削減が可能で
す。さらに、東邦ガスへ売電する発電余剰電力買取制度へご加入すると、光熱費の削減により貢献します。

エネファームtypeS 2022年度モデル（専用暖房給湯器ノーリツ標準タイプ）

エネファームtypeSで発電した電力の内、ご家庭の電気使用量を上回る
電力を、東邦ガスに売電することができます。

詳細は
こちらを確認▶

※1 ここでいう光熱費とは、電気料金とガス料金を合わせた年間のランニングコストを意味します。発電余剰電力を買い取る場合は、
　　さらに売電収入を差し引きます。
○ガス契約：東邦ガス、電気契約：中部電力ミライズ（株）の場合。東邦ガス試算条件についてはP.4をご確認ください。

特長
1

発電余剰電力買取制度とは

おトクでエコで安心なエネファームの特長

3

年間の
光熱費グラフ

▶経済性

光熱費
ガス料金
電気料金
売 電

292,000
279,000

   55,000
42,000

¥
¥

- ¥

¥光熱費
ガス料金
電気料金

303,000
237,000

66,000
¥
¥

¥光熱費
ガス料金
電気料金

410,000
192,000
218,000

¥
¥

¥

潜熱回収型でない
暖房給湯器を使用、

床暖房・浴室暖房乾燥機あり

107,000 118,000

が1台でできる先進のシステムです

エネファームとは

発電 温水暖房給湯

エネルギーをつかう家からつくる家ヘ

生活パターンを学習して発

電するパナソニックモデル

もございます。詳しくはエ

ネファームtypeS及びパナ

ソニックモデルの各カタロ

グをご確認ください
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試 算 条 件

建 物 構 造

家 族 構 成 ○4人家族

○戸建２階　延床面積120.08㎡ 　
　間取り：LDK／29.81㎡ 　寝室／13.25㎡ 　子供部屋／10.76㎡　子供部屋／10.77㎡ 　和室／16.56㎡
○熱損失係数Q値＝2.7W/㎡k（平成11年省エネ基準Ⅳb地域相当）

◯本状記載の数値（年間光熱費など）は、以下の試算条件で算出しています。
◯実際の光熱費は家族構成・生活パターン、建物、使用機器や使用方法によって異なります。
　また、気温や水温によっても異なります。
◯導入時に初期費用（ガス機器購入費や設置工事費など）が必要となります。
◯一次エネルギー換算係数：電気9.76MJ/kWh、ガス45MJ/㎥

年間負荷

エネファームtypeS 発電余剰電力買取 エネファームtypeS 従来システム（電気・ガス併用住宅）

使 用機 器
（主なもの）

適
用
料
金

試 算条 件
・

その 他

太陽光
発電あり

太陽光
発電なし個

別
条
件

共 通 条 件

○調理：2.1GJ 　○給湯：18.1GJ　○暖房：12.6GJ 　○冷房：11.5GJ 　○浴暖：1.0GJ 　○家電・照明等：14.4GJ

○調理・給湯・暖房・冷房の負荷は国立研究開発法人建築研究所が公開する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報
（住宅）」（以下、省エネ基準）に基づき、東邦ガスにて設定。外気温および日射量は省エネ基準の地域区分「6地域」、年間日射量地域区分「A4」相当。　○浴室暖房乾
燥機（以下、「浴暖」）は、暖房11月～3月に週5回、衣類乾燥は通年週1回使用。暖房および、乾燥に要するエネルギー量は東邦ガス調べ。　○家電・照明等の電力負荷は、
東邦ガスが過去にエネファームのご提案をさせていただいた際に毎月の電力負荷をご回答いただいたお客さまの電力負荷の中央値を基に東邦ガスにて設定。　○
LDKは冷房をエアコン、暖房は床暖房を使用。その他の部屋の暖冷房はエアコンを使用。　○電気（買電量や売電量）・ガス使用量などのエネルギー計算は省エネ基
準を参考に東邦ガスにて独自に計算。　○太陽光発電あり（搭載容量：4.0kW、南向き、傾斜角30°）の場合、年間発電量は4,448kWh。　○2023年2月検針分以
降のガス・電気料金については、経済産業省資源エネルギー庁の電気・ガス価格激変緩和対策事業の政府支援に基づく値引きが適用されますが、本カタログにおけ
る光熱費の試算結果においては値引きを反映せずに試算しております。実際のご請求金額や料金単価およびメリット額とは異なる場合があります。　○電気料金は、
燃料価格（原油・液化天然ガス・石炭）の変動に応じて、燃料費調整額として電気料金を毎月調整いたします。当社電気料金は、2022年12月1日以降、燃料費調整額
を算定する際に用いる平均燃料価格に上限を設定していないため、上限を設定している他社の電気料金と比べて高くなることがあります。

○ガス料金・割引メニュー、電気料金・割引メニューは、2023年3月時点のもの（それぞれ東邦ガス、または中部電力ミライズ（株）
　の該当月の基本料金および原料（燃料）調整費および消費税10%等相当額を含む）。
　なお、ガス料金、電気料金は、原料・燃料価格の変動に応じ、毎月見直されます。金額は1,000円未満を四捨五入。

○エネファームtypeS 発電余剰電力買取　
○ガスコンロ　○ガス温水浴室暖房乾燥機　　
○ガス温水床暖房　　○エアコン　

買電量 789ｋWh、ガス使用量 1,423㎥、
売電量 3,858ｋWh

○エネファームtypeS
○ガスコンロ　○ガス温水浴室暖房乾燥機　　
○ガス温水床暖房　　○エアコン　

○ガス暖房給湯器（潜熱回収型でないタイプ）
○ガスコンロ　○ガス温水浴室暖房乾燥機　　
○ガス温水床暖房　　○エアコン　

買電量 3,063ｋWh、ガス使用量 1,008㎥、
売電量 2,437ｋWh

買電量 1,082ｋWh、ガス使用量 1,715㎥、
売電量 1,853ｋWh
○ガス：家庭用燃料電池契約（床暖乾燥割引）
○電気：中部電力ミライズ（株）
　おとくプラン50A

買電量 1,379ｋWh、ガス使用量 1,423㎥
○ガス：家庭用燃料電池契約（床暖乾燥割引）
○電気：東邦ガス ファミリープラン50A
　家庭用燃料電池割引
　中部電力ミライズ（株） おとくプラン 50A

買電量 5,074ｋWh、ガス使用量 1,008㎥
○ガス：家庭用床暖房契約2種（乾燥割引）
○電気：中部電力ミライズ（株）
　おとくプラン 50A

▶環境性

○計算条件により異なります。東邦ガス試算条件については下記をご確認ください。
○ガスのCO2排出量原単位＝2.29kg-CO2/㎡（東邦ガス調べ）
○電気のCO2排出量原単位＝0.65kg-CO2/kWh（火力発電）（2021年10月「地球温暖化対策計画」） 

年間の
CO2 排出
削減量 潜熱回収型でない

暖房給湯器を使用、
床暖房・浴室暖房乾燥機あり

エコなくらしに貢献特長
2

○停電時発電継続機能を使用するためには、停電発生時にエネファームtypeSが発電中
である必要があります。 ○都市ガスや水の供給停止、およびその他の理由によりリモコン
にエラーが表示されている場合、エネファームtypeSは発電を継続しません。 ○断水時は
使用できる電気量を抑制したり、出力が不安定になることがあります。また、貯湯タンク内
の水の残量が少なくなると、機器保護のため、運転を停止します。 ○発電継続可能時間に
ついては、機器の状況および使用状況によって異なります。 ○停電時発電継続仕様につい
ては、エネファームtypeSカタログP30の「停電時発電継続機能について」の項もご確認く
ださい。

※2 エネファーム専用暖房給湯器、凍結予防運転に必要な 電力も含みます。

▶運転イメージ
　 ［電気使用量］

エネファームtypeS発電中に停電が発生しても、発電を継続します。

エネファームtypeSは従来システムに比べて大きなCO2削減効果があります。

通常時

700W

通常時

電力会社などから
電気を購入

電力会社などから
電気を購入

停電中

※2

発電
最大700W

停電時

停電発生 停電復旧

自動切替自動切替

停電時の備えに特長
3















ガス温水浴室暖房乾燥機
ミストタイプ

ガスだから早くて経済的

ガス温水式は、暖房や乾燥が短時間でできるの
で、その分省エネ。そのため電気ヒーター式より
ランニングコストが抑えられて経済的です。

［ランニングコスト算出条件］【出典】東邦ガス実測値。実際の光熱費は、住宅の構造や断熱性能、各家庭でお使いの機器、使用状況などの条件によって異なりま
す。●ランニングコストには、導入時に必要となる初期費用（ガス機器購入費や設置工事費など）を含んでおりません。　＜試算条件＞天井面埋込設置形：ユニット
バス1坪タイプ・ガス温水式3.3kW、電気ヒーター式1.25kW（東邦ガス試験室実測）●浴室暖房試験条件：外気温５℃。●衣類乾燥試験条件：外気温５℃、湿度
６０％。乾燥率９７％になるまでの時間。実用衣類２kgの場合。●ガス料金：東邦ガス一般ガス供給約款B・床暖トクトク料金標準プラン乾燥割引適用※（2023年3
月時点）。●電気料金：中部電力ミライズ（株）従量電灯B（2023年3月時点）。●ガス料金、電気料金はそれぞれ東邦ガス、中部電力ミライズ（株）の原料（燃料）
調整費および消費税等相当額を含む料金。基本料金は加算せず。●2023年2月検針分以降のガス・電気料金については、経済産業省資源エネルギー庁の電
気・ガス価格激変緩和対策事業の政府支援に基づく値引きが適用されますが、本カタログにおける光熱費の試算結果においては値引きを反映せずに試算してお
ります。実際のご請求金額や料金単価およびメリット額とは異なる場合があります。
※床暖トクトク料金のご契約にはお客さまのお申込みが必要です。詳しくは東邦ガスホームページまたは裏表紙の東邦ガスおトクダイヤルまで。

＜一般ガス料金＞91
＜床暖トクトク料金＞68

98

ガス温水式ならより経済的でうれしい。 73
143

約 円浴室乾燥の
ランニングコスト

1回あたり
（約60分） ＜一般ガス料金＞

11

23

＜一般ガス料金＞8
6 ＜床暖トクトク料金＞

5
33

60

毎日のバスタイムを快適にしてくれる 4つの基本機能
心地よさに包まれて。おふろも暖房する時代です。

洗濯物を早く確実に乾かす
ことができるので、ニオイの
元となる細菌の繁殖を抑制
することができます。また、
浴室内なので花粉の付着も
ほとんどありません。

雨の日や花粉の季節のお洗濯には「衣類乾燥」

［洗濯物の乾燥前後に付着している細菌数の比較］

洗濯後
100

天日干し（曇天）
21

室内干し
29

天日干し（晴天）
0

浴暖くん
1

250
850

390,000

0 40
0
10
100

1,000

100,000
1,000,000

細
菌
数（
個
／
㎠
）

水分含量（％）

なんと
室内干しの
約1万分の1！

【出典】大阪ガスエネルギー技術研究所
＜乾燥条件＞●浴暖くんの温風乾燥運転2時間、天日干し3時間、室内干し18
時間（湿度80％、30℃の環境試験室で実施）　●細菌数の計測：タオルを
10cm角に切断して、滅菌水で細菌を溶出し、標準寒天培地で培養（30℃、2日
間）後、細菌数を計測。　＜試験方法＞実際の室内干しタオルに存在する細菌
を10Lの滅菌水に混ぜ、タオルを浸し試験用タオルとして使用。このタオルを洗
濯・脱水後に浴暖くんによる乾燥、室内干し、晴天時と曇天時の天日干しを行い、
乾燥後それぞれのタオルに付着した細菌数を比較評価。
○通常洗濯物に付着している約5倍の細菌数の濃度で評価した結果です。

換気をしながら送風し、
湿気を追い出すので、
夏の入浴もさわやかに！

入浴をさわやかに「涼風」

○冷房ではありません。

【出典】東邦ガスと名古屋大学環境医学研究所との共同研究
＜試験条件＞入浴方法：室温約30℃ 相対湿度65～77％，湯温40℃半身浴，
入浴時間20分，N=7　風あり：浴室暖房乾燥機（壁面設置形）の涼風運転を使
用。顔に当たるようルーバーを調整。

［涼風運転による顔の快適感※の変化］

やや
不快

不快

どちらでも
ない

やや
快適

快適
入浴中に風なし
入浴中に風あり

快
適
感

入浴前 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

入浴中 入浴後

長湯をしても
快適が続く！

時間の経過（分）

※快適感には個人差があります。

暖かく快適で安全な入
浴のためには、脱衣室
と浴室の温度差を小さ
くすることが大切です。
浴室暖房によって浴室
を暖かくすることで、血
圧上昇がほとんど見ら
れませんでした。

パワフルな暖房で冬場の温度差を解消「浴室暖房」

【出典】大阪ガスエネルギー技術研究所
条件：外気温 5℃、脱衣室温度20℃、
浴室内温度 浴室暖房運転時約30℃、
浴室暖房非運転時約11℃

＜実験方法＞
〇被験者：健康男子6名（20～50才）
〇計測項目：最高（収縮期）血圧、
　　　　　 最低（拡張期）血圧、心拍数
〇着衣条件：短パン（海水パンツ）のみ 
〇手順：安静（脱衣室、10分）⇒浴室（30分）

脱衣前
0

0.9

1

1.1

浴室入室
直後

入室
1分後

浴室暖房運転時

浴室を暖かくするので、
浴室暖房実験では
血圧上昇がほとんど
見られませんでした。

浴室暖房非運転時

1.09 1.09

1.01 0.97
脱衣室で脱衣する前
の血圧値を1としたと
きの最高（収縮期）血
圧の変化の割合を示
しています。

［浴室暖房の有無による血圧値の変化］ 浴室の湿気を取り除くことでカ
ビなどの発生を抑える乾燥機
能。そしてお掃除がラクラクに。

浴室のカビの発生を抑える「浴室乾燥」

乾燥機能で
カビの発生を抑制します！
○浴室乾燥運転の前に
　壁面や床面の水滴をふきとって
　おくとさらに効果的です。

【出展】東邦ガス
〈条件〉外気条件：温度15℃、
湿度60％／浴室：1坪ユニットバス／
乾燥運転前：30分入浴相当の
結露発生

乾燥運転なら
約10分でカビが
発生しにくい
湿度60％以下に

［浴室乾燥運転による浴室内湿度の変化］

50 60（分）



ミストサウナでもっとキレイに！

じっくりと汗をかくことで、毛穴の奥から肌の汚れを洗い流します。ミストサウナのあと
は、お肌はしっとり、うるうるです。

バスルームを40℃前後に保ちながら、暖かい霧状のお湯でカラダを包み込むミスト
サウナ。芯まで温まり、湯冷めもしにくくなります。

ミストサウナでもっと快適に！

ミストサウナでもっとリフレッシュ！
ミストサウナは、ストレス解消にも効果的。カラダだけでなく、心の中のモヤモヤや疲
れもさっぱり洗い流してみてはいかが。毛穴が開き、汗と一緒に皮膚の汚れや老廃
物、古い角質層が洗い流され、きれいな素肌のベースをつくります。

ミストサウナの 3つの魅力

ミスト・ミストサウナ使用上のご注意（安全上のご注意）

必ず守ってください
次のような方は、ミスト・ミストサウナ
入浴が可能か、必ず医師に相談し
許可を得てください。
・循環器（心臓や血管など）や呼吸器  
（肺や気管など）に疾患や障害のある
方
・妊娠中の方　・通院中の方　
・健康状態に不安のある方

必ず守ってください
ミスト・ミストサウナ入浴中に、心臓がどきど
きする、胸が痛い、吐き気がする、顔色が
悪いなど、おかしいなと感じたらすぐにミス
ト・ミストサウナ入浴を中止してください。ま
た次のような方は、特に注意してください。
・高血圧症の方　・貧血の方　
・皮膚に異常のある方

禁止
次のような方は、ミスト・ミストサウ
ナ入浴をしないでください。
・体調の悪い方（発熱、頭痛、め

まいなど）
・飲酒された方　
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

必ず守ってください
次のような方がミスト・ミストサウナ入浴する場合は、
入浴中は機器を停止、あるいは周りの人が温度設定
や入浴時間に注意してください（長時間、温風にあ
たったり、ミスト・ミストサウナ入浴をしたりすると、のぼせ、
脱水症状、低温やけどなどの危険性があるため）。
・乳児、小児　・お年寄り　・皮膚感覚の弱い方
・身体機能あるいは認知機能の低下のある方

警告

右記料金プランをご利用のお客さまは、「浴暖くん（浴室暖房乾燥機）」を
住居部分にてお使いなら、ガス料金が５％おトクになります!!
●あったかトクトク料金の場合は居室で暖房を使用していることが条件となります。
●検針時のガス使用量が0㎥の場合、割引額は0円になります。　●割引上限額は、3,300円／月（税込）です。
●ご契約にはお客さまのお申込みが必要です。　●詳しくは東邦ガスホームページまたは裏表紙の東邦ガスおトクダイヤルまで。
●基準平均原料価格にもとづく試算です。なお、ガス使用量が少ない場合や原料価格が高い場合、一般料金よりも高くなることがございます。

1室換気機能付タイプ2室換気機能付タイプ
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ミストタイプ 標準タイプ

換気機能について 浴暖くんシリーズは、24時間換気機能がついた機種、中間ダクトファン対応（標準タイプのみ）機種も用意しています。

低温で湿度が高く、お肌になじみやすいのがミストサウナの魅力です。乾いた熱気の中で汗をかくドライサウナと比べてもカラダへの負担が少なく、
気持ちよく汗をかくことができます。リラックスできるミストタイプをおすすめします。

12

カラダにうれしい、ミストサウナでリラックス（浴暖くんミストタイプに搭載）



機能マーク一覧

寒い時期の浴室を暖めることができ、入浴時
の肌寒さをやわらげます。お好みに合わせて
風量等が選べます。

暖 房

人感センサーで入浴時間を学習し、浴室が寒い
ときは自動で暖房を開始し、浴室を暖めます。安心暖房

スプラッシュ
ミスト

お湯を霧状に噴射して、浴室を暖かく高湿
度の状態にします。入浴前の予備暖房とし
てもお使いいただけます。

マイクロ
ミスト

温風と目に見えない微細な温ミストを噴
霧して浴室を高温状態にします。

水ミスト

水を霧状に噴射して、送風とともに火
照ったカラダをクールダウンできます。

パンチ

マイクロミスト運転の温度・湿度で浴室
のカビを抑制します（浴室の天井や壁面
の付着カビにダメージを与えます）。

衣類乾燥と浴室乾燥ができます。衣類乾燥・浴
室乾燥の切替ができるタイプもあります。衣類
乾燥は約4kgまでが目安です。花粉対策の室
内干しにもおすすめの機能です。

乾 燥

洗濯物や浴室の乾き具合を、湿度センサーが
チェックして自動停止します（布地、洗濯物の
干し方により、完全に乾かない場合があります。
上手な干し方は取扱説明書をご参照ください）。

自動乾燥

涼 風

換気をしながら送風し、湿気を追い出すの
で、夏の入浴もさわやかにします。
○冷房ではありません。また換気なしの
タイプもあります。

ミスト報知

ミストサウナの準備が完了した
ら、熱源機の台所リモコンから
音声でお知らせします。
○対応する熱源機とミスト報知
機能付リモコンが必要です。

自動換気

湿度センサーにより換気を自
動停止します。

衣類リフレ

マイクロミストを活用し、衣類の脱臭・しわ低
減ができます。

浴室の換気を行います。
換 気

ランニングコストを抑えて乾燥運転します。
エコ乾燥

リモコンで操作内容を音声で
お知らせします。音声ガイド

浴室暖房乾燥機以外から操作
された場合に、浴暖リモコンに
「遠隔」の表示または音声でお
知らせします。

遠隔操作

スプラッシュミストと、温風による温度と
湿度でカビを抑制します（浴室の天井や
壁面の付着カビにダメージを与えます）。

カビガード
ミスト

オートルーバー

自動でルーバーを上下にスイ
ングさせます。

ガス温水浴室暖房乾燥機 ミストタイプ

ミストタイプ
共通機能 暖 房 乾 燥 換 気

スプラッシュ
ミスト涼 風 オートルーバー水ミスト

★は 対象機種

スプラッシュミスト マイクロミスト＋スプラッシュミスト
1.25坪ユニットバスサイズ ／ ● コンパクトタイプ 東邦ガス（株）製

HBD-3322KCSKJ3MP 希望小売価格（税込）…リモコン含む
236,500円（税抜価格215,000円）3室24時間換気

HBD-3322KCSKJ2MP 希望小売価格（税込）…リモコン含む
227,260円（税抜価格206,600円）2室24時間換気

10年間8年間 月々2,227円（税込）月々2,636円（税込）（リース期間）

HBD-3322KCSK-JMP 希望小売価格（税込）…リモコン含む
209,000円（税抜価格190,000円）1室24時間換気

1.5坪 東邦ガス（株）製

自動換気 遠隔操作ミスト報知エコ乾燥 ベターリビング自動乾燥

FBD-4121ACSKJ3M 希望小売価格（税込）…リモコン含む
241,120円（税抜価格219,200円）

ユニットバスサイズ ／

ユニットバスサイズ ／

3室24時間換気

3室24時間換気

2室24時間換気

1室24時間換気

1.5坪 東邦ガス（株）製

安心暖房 ベターリビング

プラズマクラスターロゴ（図形）
およびプラズマクラスター、
Plasmaclusterは
シャープ株式会社の登録商標です。

カビガード
ミスト ミスト報知自動乾燥 エコ乾燥 音声ガイド 遠隔操作自動換気

安心暖房 ベターリビング

プラズマクラスターロゴ（図形）
およびプラズマクラスター、
Plasmaclusterは
シャープ株式会社の登録商標です。

カビガード
ミスト ミスト報知自動乾燥 エコ乾燥 音声ガイド 遠隔操作自動換気

HBD-4122ACSKJ3MP 希望小売価格（税込）…リモコン含む
212,300円（税抜価格193,000円）

HBD-4122ACSKJ2MP 希望小売価格（税込）…リモコン含む
203,720円（税抜価格185,200円）

HBD-4122ACSK-JMP 希望小売価格（税込）…リモコン含む
188,650円（税抜価格171,500円）

◎その他機種もあります。

ユニットバスサイズ ／

3室24時間換気

2室24時間換気

1室24時間換気

1室換気

自動換気パンチエコ乾燥 ミスト報知衣類リフレ 遠隔操作
マイクロ
ミスト

ベターリビング自動乾燥

1.5坪 パナソニックエコシステムズ（株）製

ABD-4121ACSKJ3M オープン価格 …リモコン含む

オープン価格 …リモコン含むABD-4121ACSKJ2M
オープン価格 …リモコン含むABD-4121ACSK-JM

ABD-4121ACSK-M オープン価格 …リモコン含む

浴室外リモコン浴室内リモコン ABD-4121ACSKJ2M浴室外リモコン浴室内リモコン HBD-4122ACSKJ3MP

NEW

13 ◎らくらくリースについては、P.1をご参照ください。
◎浴暖くんミストタイプには、暖房乾燥器または暖房専用熱源機、その他部材、施工費が必要です。
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3室24時間換気

2室24時間換気

1室24時間換気

3室24時間換気

2室24時間換気

1室24時間換気

3室24時間換気

2室24時間換気

3室24時間換気

2室24時間換気

1室24時間換気

1室24時間換気

1室24時間換気

1室換気

3室24時間換気

2室24時間換気

1室24時間換気

1室換気

1室換気

HBD-3322KCSK-JP ABD-4121ACSK-J3

ガス温水浴室暖房乾燥機 標準タイプ

標準タイプ
共通機能 暖 房 乾 燥 涼 風 換 気オートルーバー

★は 対象機種

◎浴暖くんには、暖房給湯器または暖房専用熱源機等、その他部材、施工費が必要です。
◎らくらくリースについては、P.1をご参照ください。

標準 コンパクトタイプ 標準

1坪1.25坪 東邦ガス（株）製

ベターリビング

※浴室乾燥のみ

自動乾燥

※

HBD-3322KCSK-J 希望小売価格（税込）…リモコン含む
100,210円（税抜価格91,100円）

1坪1.25坪 東邦ガス（株）製

HBD-3322KCSKJ3P 希望小売価格（税込）…リモコン含む
135,740円（税抜価格123,400円）

HBD-3322KCSKJ2P 希望小売価格（税込）…リモコン含む
115,280円（税抜価格104,800円）

10年間8年間 月々1,240円（税込）月々1,456円（税込）（リース期間）

希望小売価格（税込）…リモコン含む
102,520円（税抜価格93,200円）HBD-3322KCSK-JP ★

1坪1.25坪 東邦ガス（株）製

HBD-3322LCSK-JP 希望小売価格（税込）…ワイヤレスリモコン含む
108,790円（税抜価格98,900円）

1坪1.25坪 東邦ガス（株）製

10年間8年間 月々1,189円（税込）月々1,394円（税込）（リース期間）

FBD-3322KCSK-J3 希望小売価格（税込）…リモコン含む
148,940円（税抜価格135,400円）

FBD-3322KCSK-J2 希望小売価格（税込）…リモコン含む
111,320円（税抜価格101,200円）

FBD-3322KCSK-J 希望小売価格（税込）…リモコン含む
107,250円（税抜価格97,500円）

希望小売価格（税込）…リモコン含む
103,290円（税抜価格93,900円）FBD-3322KCSK ★

1.5坪1.5坪 東邦ガス（株）製

自動乾燥 エコ乾燥 音声ガイド 遠隔操作自動換気 ベターリビング

プラズマクラスターロゴ（図形）
およびプラズマクラスター、
Plasmaclusterは
シャープ株式会社の登録商標です。

安心暖房

HBD-4122ACSKJ3P 希望小売価格（税込）…リモコン含む
156,970円（税抜価格142,700円）

HBD-4122ACSKJ2P 希望小売価格（税込）…リモコン含む
153,450円（税抜価格139,500円）

HBD-4122ACSK-JP 希望小売価格（税込）…リモコン含む
132,000円（税抜価格120,000円）

自動換気エコ乾燥 遠隔操作 ベターリビング自動乾燥

1.5坪1.5坪 東邦ガス（株）製

FBD-4121ACSK-J3 希望小売価格（税込）…リモコン含む
155,980円（税抜価格141,800円）

FBD-4121ACSK-J2 希望小売価格（税込）…リモコン含む
148,390円（税抜価格134,900円）

希望小売価格（税込）…リモコン含む
103,950円（税抜価格94,500円）FBD-4121ACSK

1.5坪1.5坪 パナソニックエコシステムズ（株）製

自動乾燥 ベターリビングエコ乾燥 遠隔操作

自動乾燥 エコ乾燥 遠隔操作

ABD-4121ACSK-J3 オープン価格 …リモコン含む

ABD-4121ACSK-J2 オープン価格 …リモコン含む

ABD-4121ACSK-J オープン価格 …リモコン含む

ABD-4121ACSK オープン価格 …リモコン含む

ユニットバスサイズ ／ ユニットバスサイズ ／

ユニットバスサイズ ／

ユニットバスサイズ ／

その他バス（従来工法） ／ その他バス（従来工法） ／

その他バス（従来工法） ／

その他バス（従来工法） ／

その他バス（従来工法） ／

その他バス（従来工法） ／

その他バス（従来工法） ／

ユニットバスサイズ ／

ユニットバスサイズ ／

ユニットバスサイズ ／

◎その他機種もあります。

※1 3室換気タイプもあります。

ベターリビング

プラズマクラスターロゴ（図形）
およびプラズマクラスター、
Plasmaclusterは
シャープ株式会社の登録商標です。

ベターリビング

自動乾燥 エコ乾燥 遠隔操作

※2 その他機種もあります。

ベターリビング

自動換気

エコ乾燥 遠隔操作

自動乾燥

暖 房 涼 風 オートルーバー
乾燥、換気機能は

ありません。ベターリビング

FBD-4121ACS
希望小売価格（税込）…リモコン含む
93,280円（税抜価格84,800円）

ABD-4121ACS
オープン価格 …リモコン含む

HBD-5420KCSKSJ2P
希望小売価格（税込）…リモコン含む
179,190円（税抜価格162,900円）

2室24時間換気 FH-3302ACS-T
希望小売価格（税込）…
リモコン別売 7,480円（税抜価格6,800円）
67,430円（税抜価格61,300円）

HH-3322KCS-T
希望小売価格（税込）…リモコン含む
110,880円（税抜価格100,800円）

中間ダクトファン※2

東邦ガス（株）製1.5坪ユニットバス
サイズ ／ 1.5坪ユニットバス

サイズ ／その他バス
（従来工法） 1.5坪／ その他バス

（従来工法） 1.5坪／

2室換気＋脱衣室暖房※1

東邦ガス（株）製1.25坪ユニットバス
サイズ ／ その他バス

（従来工法） 1坪／

脱衣室暖房専用
東邦ガス（株）製● コンパクトタイプ

安心暖房 ベターリビング

プラズマクラスターロゴ（図形）
およびプラズマクラスター、
Plasmaclusterは
シャープ株式会社の登録商標です。

自動乾燥 エコ乾燥 音声ガイド 遠隔操作自動換気

安心暖房 ベターリビング

プラズマクラスターロゴ（図形）
およびプラズマクラスター、
Plasmaclusterは
シャープ株式会社の登録商標です。

自動乾燥 エコ乾燥 遠隔操作自動換気

音声ガイド 遠隔操作

音声ガイド 遠隔操作

※HH-3322KCS-Tのみ※※
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ガス温水浴室暖房乾燥機 壁面設置形

注）ランドリーパイプの設置位置が低くなります。

注）ランドリーパイプの設置位置が低くなります。

ミストタイプ ミスト1.5坪 暖房1.5坪

プラズマクラスターイオン
発生装置搭載タイプ。

8つのノズルで抜群のミスト感。抗菌ステンレスフィルター搭載タイプ。

スタンダードタイプ

暖房2.0坪

基本機能を備えたお求めやすいシンプルタイプ。
シンプルタイプ

暖房2.0坪

暖房1.5坪

暖房1.5坪

脱衣室に暖かさをプラス。服を脱ぐ時からポカポカです。脱衣室用暖房放熱器

プラズマクラスターロゴ（図形）
およびプラズマクラスター、
Plasmaclusterは
シャープ株式会社の
登録商標です。

ミストタイプ
共通機能 暖 房 乾 燥 涼 風自動乾燥 換 気オートルーバー水ミスト

スタンダードタイプ
共通機能 暖 房 乾 燥 涼 風自動乾燥 換 気オートルーバー

シンプルタイプ
共通機能 暖 房 乾 燥 涼 風 換 気オートルーバー

暖 房 涼 風 暖 房 涼 風 オートルーバー

抗菌ステンレスフィルター搭載タイプ。

暖房も乾燥も自慢のパワーで快適に。

HBD-4114AUSK-P
希望小売価格（税込）…リモコン含む

82,500円（税抜価格75,000円）

HBD-4114AUSK
希望小売価格（税込）…リモコン含む

64,790円（税抜価格58,900円）

FBD-4109AUSK
希望小売価格（税込）…リモコン含む

84,370円（税抜価格76,700円）

FBD-4118AUSK
希望小売価格（税込）…リモコン含む

74,360円（税抜価格67,600円）

8年間
10年間

月々1,377円（税込）
月々1,173円（税込）

（リース期間）
8年間

10年間
月々1,377円（税込）
月々1,173円（税込）

（リース期間）

8年間
10年間

月々1,235円（税込）
月々1,056円（税込）

（リース期間）
8年間

10年間
月々1,235円（税込）
月々1,056円（税込）

（リース期間）

★ ★

★

★

★は 対象機種

★は 対象機種

8年間
10年間

月々2,442円（税込）
月々2,064円（税込）

（リース期間）

ミストノズル

FBD-4108AUSK-MC
希望小売価格（税込）…リモコン・ミストユニット含む

167,860円（税抜価格152,600円）

★
東邦ガス（株）製

東邦ガス（株）製 東邦ガス（株）製

東邦ガス（株）製
東邦ガス（株）製

RBH-W414T
希望小売価格（税込）…リモコン含む

77,000円
（税抜価格70,000円）

リンナイ（株）製

ベターリビング

FH-3109AUS
希望小売価格（税込）…リモコン含む

70,620円
（税抜価格64,200円）

東邦ガス（株）製

自動換気

自動換気

スプラッシュ
ミスト

エコ乾燥

エコ乾燥

■仕様表

形式
タイプ ミストタイプ

FBD-4108AUSK-MC
8個

283×620×170
199×274×139
370×238×150

暖房 4.40／ミスト 7.6
56／45
45／40
0.6～3.8

60（給湯推奨温度48）
5分～6時間（切）・時刻指定（入）

5分～12時間（ゆっくり4～12時間）
5分～12時間
5分～2時間

●
01055-000007

ミストノズルの数
本体室内側
本体室外側
室外ミストユニット

外形寸法[mm]
高さ×幅×奥行

定格出力 [kW]
消費電力(急速乾燥/標準乾燥) [W]
騒音値(急速乾燥/標準乾燥) [dB]
ミスト流量 [ℓ/分]
ミスト温度 [℃]

らくらくリース対象機器 ※１

暖房（切・入タイマー）
乾燥（切タイマー）
換気／涼風（切タイマー）
ミスト（切タイマー）

リ
モ
コ
ン

TAISコード※2

5分～6時間（切）時刻指定（入）
5分～12時間（ゆっくり4～12時間）

FBD-4118AUSK

240×620×170
199×274×139

暖房 4.07／立ち上がり時 4.8
急速 56／標準 45
急速 45／標準 40

5分～12時間

●

5分～6時間（切）5分～24時間（入）

FH-3109AUS

240×495×170
ー

暖房 3.10
暖房 23
暖房 36

ー／5分～12時間

ー

ー
5分～6時間（切）5分～24時間（入）

RBH-W414T

240×620×165
ー

ー ー

ー ー

ー ーー ー

ー ーー ー

ー ーー ーー ー
ー ーー ーー ー

ー ーー ーー ー

ー ーー ーー ー

暖房 4.07
急速 57／強 31
急速 46／強 36

ー／5分～12時間

ー

ー
5分～6時間（切）5分～24時間（入）

5分～6時間（エコ4～12時間）

240×620×165
202×269×162

暖房 4.07／立ち上がり時 5.0
自動・タイマー 80／エコ 71
自動・タイマー 48／エコ 43

5分～12時間

●

HBD-4114AUSK-P

240×620×170
199×274×139

暖房 4.07／立ち上がり時 4.8
急速 56／標準 45
急速 45／標準 40

5分～6時間（切）時刻指定（入）
5分～12時間（ゆっくり4～12時間）

5分～12時間

●

FBD-4109AUSK

5分～6時間（切）5分～24時間（入）
5分～6時間（エコ4～12時間）

240×620×165
202×269×162

暖房 4.07／立ち上がり時 5.0
急速 80／標準・エコ 71
急速 48／標準・エコ 43

5分～12時間

●

HBD-4114AUSK
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脱衣室用暖房放熱器スタンダードタイプ シンプルタイプ

◎らくらくリースについては、P.1をご参照ください。 ◎浴暖くんには、暖房給湯器または暖房専用熱源機等、その他部材、施工費が必要です。



◎床暖房設置には、床仕上げ材、床暖房マット・パネル、床暖房リモコン、暖房給湯器または暖房専用熱源機等、施工費（建築側工事含む）が必要です。
　価格については販売店へお問い合わせください

○この他にも取りそろえております。詳しくは担当者へお問い合わせください。

温水パイプ
床暖房マット・パネル
マット・パネルのパイプ内を温水が流れ床をほぼ均一に暖めます

暖房給湯器

暖
房
用
温
水

床暖房リモコン

設置イメージ図

床暖房リモコン（セーブモード機能付き）

ガ ス 温 水 床 暖 房
新築・本格リフォーム用 「はやわざ」簡単リフォーム用・後付け用

HユカコントローラーF-R30
HユカコントローラーF-R60
HユカコントローラーF-RB

FユカコントローラーF-R30
FユカコントローラーF-R60
FユカコントローラーF-RB

○床暖房２系統の制御が
　できるタイプもあります。
　Hダブルユカコン
　F-R30 /F-R60 /F-RB
　希望小売価格（税込）

　17,710円
　（税抜価格16,100円）

○床暖房２系統の制御が
　できるタイプもあります。
　Fダブルユカコン
　F-R30 /F-R60 /F-RB
　希望小売価格（税込）

　19,470円
　（税抜価格17,700円）

希望小売価格（税込）

13,200円（税抜価格12,000円）
高さ120×幅120×奥行15mm

希望小売価格（税込）

14,960円（税抜価格13,600円）
高さ120×幅120×奥行15mm

東邦ガス（株）製

東邦ガス（株）製

セーブモードとは、床暖房とエアコンを併用運転する
ことにより、省エネを目指した運転モードです。
お部屋の空気はエアコンで温め、床暖房は床表面を温め
るために能力を抑えて運転します。
また、床暖房の能力を抑えているため、春先や秋口など、
床暖房が暖まりすぎると感じるときにもおすすめです。

※エアコンとの通信連動は行っていないため、 床暖房の
セーブモード運転を行うと共に、エアコンの暖房運転
を行う必要があります。

※セーブモードでは、床暖房の能力を抑えて運転します
ので、通常運転に比べて床表面温度が低く感じる場合
があります。

暖房器具を置かなくてもいいので
お部屋もすっきり。

3

心地よくて
自然に家族が集まります。

4

床暖房にしたらお部屋全体が暖まり、新たな生活スタイルが始まります。
「ガス温水床暖房」「ガス温水床暖房はやわざ」からお選びいただけます。

［ランニングコスト算出条件］【出典】東邦ガス実測値。実際の光熱費は、住宅の構造や断熱性能、各家庭でお使いの機器、使用状況などの条件によって異なります。●ラ
ンニングコストには、導入時に必要となる初期費用（ガス機器購入費や設置工事費など）を含んでおりません。
＜試験条件＞ ●洋室16畳、Q値2.7相当、外気温5℃、定常時室温20℃。●立上げは1回。●1日7時間運転のランニングコストは立上げ時の費用を含みます。●床仕
上げ材は木質フローリング。床暖房敷設率は68％。●2温度タイプの暖房給湯器を使用。●ガス温水床暖房は小根太入り温水マット（高放熱）を使用。●ガス料金：東邦
ガス床暖トクトク料金標準プラン※（2023年3月時点）。●電気料金：中部電力ミライズ（株）従量電灯B（2023年3月時点）。●ガス料金、電気料金はそれぞれ東邦ガス、
中部電力ミライズ（株）の原料（燃料）調整費および消費税等相当額を含む料金。基本料金は加算せず。●2023年2月検針分以降のガス・電気料金については、経済産
業省資源エネルギー庁の電気・ガス価格激変緩和対策事業の政府支援に基づく値引きが適用されますが、本カタログにおける光熱費の試算結果においては値引きを反
映せずに試算しております。実際のご請求金額や料金単価およびメリット額とは異なる場合があります。
※床暖トクトク料金のご契約にはお客さまのお申込みが必要です。詳しくは東邦ガスホームページまたは裏表紙の東邦ガスおトクダイヤルまで。

足もとから暖めるため、足もとの
ひんやりが気になる方にもおすすめ。

1

頭寒足熱だから集中力もアップ。
子供部屋にも最適。

2 1650

2300
（mm）

1150

150

↑床面↑床面

［ガス温水床暖房とエアコンの併用運転］ ［エアコン］

↑天井↑天井

約25℃
約21℃

約21℃

約21℃

約19℃
約19℃

約22℃

約22℃

●ガス温水床暖房とエアコンの併用運転
　エアコンの垂直温度分布（定常時）を比較

【出典】東邦ガス（株）
＜試験条件＞洋室16畳、Q値2.7相当
床暖房：エアコンとの併用運転、敷設率68％、
          床暖房（セーブ運転・温度レベル4）
エアコン：5.6kWタイプ、暖房18℃自動設定
環境試験室条件:外気温5℃

床面からの熱でダニを追い出すので
カーペットのお部屋も快適
（仕上げ材にカーペットを選ばれた場合）。

5

16

・床暖房セーブモード運転と
 エアコン（18℃設定）の併用運転の場合

●冬場の１日あたりのランニングコスト
　（定常時の実測値）

※1日7時間運転として

※

240約 円

 1日 1日

 ガス代電気代 
あわせて

 ガス代電気代 
あわせて

 ガス代電気代 
あわせて

 ガス代電気代 
あわせて





床暖房使用上のご注意（安全上のご注意）

●床に衝撃を加えないでください。床が破損し、水漏れの恐れがあります。
●暖房以外の特殊な用途（例えば衣類の乾燥や動物の飼育、植物の栽培、
食品の保存など）には使わないでください。

●暖房を設置している床に、突起物（釘・画びょう・きり・裁縫針・ダニ防虫剤
の注射針・はさみなど）を刺したりしないでください。水漏れの原因になり
ます。
●キャスター付きの椅子や家具および車椅子などの使用は避けてください。
傷やへこみ、床鳴り等の原因となります。

●閉め切ったお部屋では、ごくまれに体調が悪くなる場合があります。その場
合には床暖房が原因のひとつに考えられますので、窓を開放し、換気を
行ってください（床暖房以外の製品が原因の場合もありますので、施工店
にご相談ください）。
●床暖房の上に、カーペット、ゴザ等の敷物を敷かないでください。性能が発
揮できない場合や、床暖房の熱がこもって、床仕上げ材にひび割れ、変形、
収縮、変色などの不具合が生じることがあります（ホットカーペットやこた
つなどとの併用はしないでください）。
●また、調度品、家具などを直接置きますと、家具などに熱がこもり、ひずみ
等が発生する恐れがあります。床表面と家具などの間に空間を設けるよう
にし、熱がこもらないように配慮してください。
●ピアノなど重量物にはパッド等の緩衝材を敷いて集中した荷重がかからな
いよう設置してください。床が破損し、水漏れの恐れがあります。
●重い家具などを動かす場合には、引きずらずに必ず持ち上げて移動する
ようにしてください。また、椅子などを引きずりますと床仕上げ材に傷がつ
きます。床と接触する部分にフェルトなどを貼り付けて保護してください。
●次のようなものをこぼした場合には床仕上げ材、床暖房パネルの変色な
ど品質を損なう場合がありますので、乾いた布などで速やかに拭き取って
ください（水、薬品、醤油、ペットの排泄物など）。
●常時、水の飛び散る台所や洗面所周辺は、濡れたまま長時間放置しない
でください。床仕上げ材や床暖房パネルの品質を損なうことがあります。
●毛染剤、家庭用パーマ液、靴墨などの汚染はとれません。使用する時は、必
ず床の上にカバーをしてください。
●フローリングやカーペット、畳は直射日光に長時間さらされると日焼けに
よる変色が生じる恐れがあります。カーテンやブラインドで直射日光をで
きるだけ遮ってください。

●床暖房を使用すると、まれに床面から音がする場合があります。これは、
床暖房の熱によって本体および床仕上げ材、床の構造体が膨張・収縮し
発生するものや温水の通水音によるもので、異常ではありません。

●床暖房部やその周辺部分および温水配管接続部、温水配管部などで、床面
の足触りが部分的に周辺部分と異なることがありますが異常ではありませ
ん。
●床暖房を単独でご使用される場合、セーブモードを解除しても、建物条件、
外気条件によっては補助暖房が必要な場合があります。

●フローリングや畳などは天然材を使用しています。耐熱処理や含水率調
整した床暖房用のものを使用していますが、床暖房の熱やエアコンなどの
暖房装置の連続使用による乾燥で素材が収縮し、わずかですが継ぎ目に
隙間が生じることがあります。

〈フローリングの場合〉
●植木鉢やプランターの下には必ず皿を敷いて、水がフローリングの上に流
れないようにしてください。
　水が流れるとフローリング表面に、変色やヒビワレが生じる恐れがありま
す。
●耐傷性フローリングにワックスをかけないでください。艶ムラなど仕上げ感
を損なう場合があります。
●床暖房パネルどうしやダミーパネル（マット）との継ぎ合わせ部分、床仕
上げ材の継ぎ合わせ部分には、多少の凹凸があります。光の照らし具合
により、目立つことがありますが異常ではありません。

〈畳の場合〉
●畳は通常の畳と同様、多湿によりカビが生えることがあります。特に天然い
草はカビが発生しやすいため、取扱説明書をよくご覧いただき、お手入れ
をしてください。

〈カーペットの場合〉
●シミ取り剤・漂白剤・カビ取り剤などは、パイルを変色させる可能性があり
ますのでご使用はお避けください。

●床暖房中の床面に長時間座ったり、寝そべると比較的低い温度でも皮膚障
害を起こす危険があります。特に病人・高齢者・乳幼児・皮膚の弱い方など
には、ご家族の方が十分にご注意ください。

警告

A温水パイプは半密閉式回路になっていますので
パイプがつまる心配はありません。また丈夫なパイ
プを使用していますので、誤って床に釘などを打ちつ
けたりすることがない限り水漏れの心配はありません。

A床暖房を単独でご使用される場合は、セーブモードを解除してご使
用ください。目安としてお部屋の広さの６０％以上（７０％以上推奨）に、
温水が循環する床暖房パネルを敷設しますので、電気カーペットのよう
に足もとだけ暖めるのではなく、お部屋全体を暖めることができます。た
だし、吹きぬけの場合や家の断熱性能等のお部屋の条件によっては、補
助暖房が必要になる場合があります。

A床暖房上に家具等を置きますと、熱がこもり、ひずみ、ひび割れ、変
色などが生じる可能性があります。できる限り、その部分は避けて床暖
房を敷設していただくか、熱がこもらないように家具の底面と床面が密
着しない工夫をお願いします。また、ピアノなど重いものに関しては、フ
ローリングのような仕上材自体に強度のあるものは問題ありませんが、
カーペットなど仕上材の種類によっては、床暖房中の温水パイプをつぶ
す可能性があるので、敷板を敷くなどで荷重を分散させる必要がありま
す。詳しくは担当者へお問い合わせください。

Aガス温水床暖房の温水パイプは現在までに約３０年相当の耐久試
験を繰り返しております。ただしお湯をつくる熱源機については、一般的
には温水パイプより先に交換していただく必要があります。

温水パイプがつまったり、
水漏れをしたりしませんか？

A座ぶとん程度であれば、ガス温水床暖房の上でご利用いただいても問
題ありません。ただしカーペットを常時敷くと、暖房性能が発揮できない場
合や、フローリングに熱がこもって変形などが生じる可能性があります。

暖かくなるところに重いピアノなどを
置いても大丈夫ですか？

ガス温水床暖房だけで
部屋全体が暖まりますか？

ガス温水床暖房の上にカーペットを
敷いてもいいですか？（床仕上げ材がフローリングの場合）

何年くらい使用できますか？

Q 1 Q 3

&Q A

Q 4

Q 5

Q 2

ガス温水床暖房
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〒456-8511  名古屋市熱田区桜田町19-18

ホームページアドレス

https://www.tohogas.co.jp

●温水機器
・機器を設置される場合は、各地域の条例を事前にご確認ください。また、修理・

点検のしやすい場所に設置してください。設置場所によっては修理ができない
場合があります。

・機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。また、給気口・排気口を
物などでふさがないでください。不完全燃焼の原因となります。

・機器や排気筒等の周囲に燃えやすい物やスプレー缶を置かないでください。
 また、機器が作動しているとき、近くでガソリンやベンジンのような引火しやすい物
を使わないでください。やけど・火災の恐れがあります。

・使用中や使用直後は、機器の排気口（排気筒）が高温になっているので、手を
触れないでください。やけどの恐れがあります。

・シャワー、ふろの湯、出湯口などが高温になることがあるので、確かめて使用してください。やけどの恐れがあります。
・給水用に地下水（井戸水・温泉水等）をお使いにならないでください。

・乾電池を使用する機器を廃棄する際は、乾電池を取り外してください。
●ガス温水浴室暖房乾燥機
・故意に水をかけないでください。水がかかると感電の恐れがあります。
・スプレー缶などを直接温風が当たるところに放置しないでください。熱によりスプ
レー缶の圧力が上がり、爆発などの恐れがあります。

・半密閉式（CF・FE）のふろがまや給湯器などが設置された浴室には使用できま
せん。排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

・長時間にわたり温風や送風をからだに直接あてないでください。「脱水状態」や
「低温やけど」の恐れがあります。
・入浴中に温風が直接、濡れた体に当たると寒く感じる場合があります。不快に感じる場合は、風向きを

変えたり風速を弱めたりしてください。それでも不快に感じる場合は、入浴中のご使用をお控えください。
●エネファームtypeS
・東邦ガスのエネファームtypeSカタログ2023.4　P.29～30をご参照ください。

・ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。取扱
いを誤りますと、火災・やけど・不完全燃焼などの原因になります。

・地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえ、お買い求めください。

ガス種が違いますと、火災・やけど・不完全燃焼の原因となります。
・本カタログの商品は家庭用です。業務用などで長時間使用しますと著しく機器の寿命が縮まることがあります。
・機種の目的とする用途以外に使用しないでください。故障の原因になります。
・施工を伴う機器の設置、移動および給排気設備などの付帯工事は、お買上げの

販売店または専門業者に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。

ガス機器のご購入から、その付帯工事まで、簡単な手続きで、お気軽にご利用いただけます。　●ローン提携先…東邦総合サービス（株）〈東邦ガスグループ〉
○ご返済方法の詳細については、担当者へお問い合わせください。　金利・手数料なしのボーナス一括払いもご利用いただけます。

お支払いには便利な をご利用ください。

ガスコンロの清掃・ガス給湯器の点検 ガスコンロ清掃・ガス給湯器点検サービス

東 邦 ガ ス な ら ガ ス 機 器 修 理 も 安 心
修理受付 24時間365日

※当日の訪問をご希望の方は、17時までにお電話ください。（訪問時間は19時までです。）
ただし、「東邦ガスとガス契約のあるお客さま」で、「家庭用のガス機器」については、19時まで 

 にお電話いただければ、当日21時まで訪問いたします。詳しくはホームページをご覧ください。

修理訪問 21時まで※

オ ナ オ シ コール

IP電話・海外からご利用のお客さまは、                               へおかけください。
お客さまセンターで受付いたします。

052-889-2828

お 客さまにあったガスと電 気 の 料 金メニュー をご案 内

東邦ガス おトクダイヤル
（ガス・電気）

受付時間 平日9：00～19：00（土日、祝日、12/29～１/3を除く）
IP電話・海外からご利用のお客さまは、TEL:                                  へおかけください

あんしん点検（有償）について
○ご利用いただいておりますガス機器は長期間ご使用いただくと、経年劣化によって安全上支障が生じ、お客さまに危害を及ぼす恐れがあります。　○使用期間の目安である「設計上の
標準使用期間」を超えてのご使用は、経年劣化による事故発生の危険度が高くなります。継続してご使用される場合は、「あんしん点検」をおすすめいたします。　○「あんしん点検」は、
お客さまの任意で受けていただく有償の点検です。点検結果は点検実施時点の状態をお知らせするものであり、継続的な性能維持や故障予防を保証するものではありません。

安全に関するご注意

●本カタログに掲載しております希望小売価格は、機器本体に消費税及び地方消費税の税率10％を加算した「税込価格」と機器本体の「税抜価格」を併記しています。◎販売価格は販売店にお
問い合わせください。　◎月額リース料金は消費税率10％を加算した「税込価格」のみを記載しております。　◎修理用部品の在庫がない場合は、機器の修理ができない場合がございます。　◎本
カタログの価格や仕様は2023年4月時点のものです。変更することがありますのでご了承ください。　◎らくらくリースの価格等の表記についてはP.1をご確認ください。　◎本カタログに掲載している
写真およびイラストの一部はイメージです。　◎商品の色は、印刷上、実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。　◎「はやわざ」は、大阪ガス（株）の登録商標です。◎「エコジョー
ズ」および「ecoジョーズ」は、東京ガス（株）の登録商標です。　◎「エネファーム」および「ENE・FARM」は、東京ガス（株）、大阪ガス（株）、ＥＮＥＯＳの登録商標です。

0570-019104
オ ト ク ト ー ホ ー

月々のわずかなお支払いで
もしもの故障時にしっかりサポート。
給湯器とビルトインコンロの
メンテナンスサービス。
※　お申込み時期に応じて、月額メンテナンスサー
ビス料金は異なります。月額メンテナンスサービス
料金は、消費税 10%を加算した税込価格です。

お電話での
お問合せはこちら

東邦ガスグループ公式Webショップ

0120-41-0001 受付時間／平日・土日 9時～18時　
（祝日・ゴールデンウィーク・夏期休暇・年末年始を除く）

東邦ガス リベナスショールームであなたも体験しませんか
東邦ガス リベナスショールーム

オンライン相談・バーチャルショールーム

おうちにいながらショールーム体験やガス機器
相談ができます。詳しくは右記からご確認ください。

ショールーム全体を
ご案内するガイドツアーを
ご用意しています。

要予約 要予約※

ガイドツアー

※オンライン相談のみ

詳しくはこちら

リベナス今池 ■営業時間／10：00～17：00（営業時間は変更となる場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。）　■駐車場／あり　■休業日／水曜日（祝日の場合は営業）・年末年始・お盆
名古屋市千種区今池1-8-8 今池ガスビル3・4F（地下鉄東山線・桜通線「今池駅」下車 ⑩番出口直結） ☎ 052-732-2961

23.4・28（T）


