
ガス暖房機器

RHF-310FT  リンナイ（株）製
希望小売価格（税込）135,630円 ［税抜価格123,300円］

（別売品／給排気トップ）
暖房能力（kW）／2.88　質量／18kg
寸法／高さ695×幅465×奥行257mm
取付部材費・取付工事費別途

RHF-570FT  リンナイ（株）製
希望小売価格（税込）213,730円 ［税抜価格194,300円］

（別売品／給排気トップ）
暖房能力（kW）／5.28　質量／23kg
寸法／高さ582×幅760×奥行257mm
取付部材費・取付工事費別途

RHF-1006FT  リンナイ（株）製
希望小売価格（税込）261,910円 ［税抜価格238,100円］

（別売品／給排気トップ）
暖房能力（kW）／9.30　質量／39kg
寸法／高さ670×幅930×奥行320mm
取付部材費・取付工事費別途

木造
8畳まで

コンクリート
10畳まで

木造
14畳まで

コンクリート
19畳まで

木造
24畳まで

コンクリート
33畳まで

■比例制御
センサーが室温をチェックして、最適な燃焼や送
風を選択。室温をより快適にコントロールします。

■エコ運転
室温が設定温度に到達後、設定温度を自動的に下げ
ます。また、設定温度を超える場合は自動的に燃焼を
停止し、室温が下がってくると燃焼を再開します。

■おやすみタイマー
30分・60分・90分を選んだ後、選択した時間が経
過すると、自動的に運転をストップします。

■おはようタイマー
指定時刻あるいは指定時間の経過後に暖房を開
始します。

■フィルターサイン
フィルターに、ほこりがたまるとランプが点灯して、
掃除のタイミングをお知らせします。

■ロック機能
お子さまがふれても運転モードが変わらないロック
機能です。

【別売品】 給排気トップ＜リンナイ（株）製＞
適用形式 RHF-310FT・RHF-570FT RHF-1006FT

給排気トップ形式 FOT-084K FOT-085K FOT-086K FOT-260 FOT-261 FOT-262

希望小売価格
7,040円（税込）

［税抜価格6,400円］
8,360円（税込）

［税抜価格7,600円］
9,570円（税込）

［税抜価格8,700円］
10,010円（税込）

［税抜価格9,100円］
11,330円（税込）

［税抜価格10,300円］
12,540円（税込）

［税抜価格11,400円］
備考 140～300mm（φ35用） 240～400mm（φ35用） 400～600mm（φ35用） 115～240mm（φ50用） 240～400mm（φ50用） 400～600mm（φ50用）

【別売部品】 1／2ネジ自在型プラグ＜リンナイ（株）製＞（ガスコード接続対応部品）　希望小売価格（税込）1,045円 ［税抜価格950円］
○RHF-1006FTには使用できません。

ガスFF暖房機
家の外で給排気。お部屋の空気を汚さず、換気いらず。

ガスFF暖房機の標準機能

ガスFF暖房機とは…

燃焼に必要な空気を
屋外から取り入れ、燃
焼後の排気ガスは屋
外へ排気する強制給
排気タイプです。

室内屋外

排気

給気

◎ガスファンヒーターは別途専用カタログをご用意しております。



R-852PMSⅢ（C）  リンナイ（株）製
希望小売価格（税込）49,610円 ［税抜価格45,100円］
ガス消費量（kW）／4.07　質量／6.8kg
寸法／高さ505×幅350×奥行284mm
ガスコード接続

ソフィアR520  （株）ダンロックス製
希望小売価格（税込）1,595,000円

［税抜価格1,450,000円］
給排気方式／強制排気式
○ガス暖炉の燃焼部分は
　暖炉ユニットDU520を用いております。
　価格はDU520を含んだ価格です。

DU520  （株）ダンロックス製
希望小売価格（税込）836,000円

［税抜価格760,000円］
給排気方式／強制排気式

プラハ320MC  （株）ダンロックス製
希望小売価格（税込）1,067,000円

［税抜価格970,000円］
給排気方式／開放式
○ガス暖炉の燃焼部分は
　暖炉ユニットDU320を用いております。
　価格はDU320を含んだ価格です。

DU320  （株）ダンロックス製
希望小売価格（税込）517,000円

［税抜価格470,000円］
給排気方式／開放式

【本体】
RHFE-750ETR  リンナイ（株）製
希望小売価格（税込）900,900円

［税抜価格819,000円］
給排気方式／強制給排気式
○フロントパネルは別売品です。
○取り付けには別売部材が必要です。
　詳しくはお問い合わせください。
○写真は本体とフロントパネルを
　組み合わせたイメージとなります。

【フロントパネル】
ステンレス
RHFE-750ETR-S-F  リンナイ（株）製
希望小売価格（税込）120,120円

［税抜価格109,200円］

R-1290VMSⅢ（C）  リンナイ（株）製
希望小売価格（税込）84,920円 ［税抜価格77,200円］
ガス消費量（kW）／5.81　質量／9.3kg
寸法／高さ610×幅360×奥行360mm
ガスコード接続

木造
11畳まで

コンクリート
15畳まで

木造
15畳まで

コンクリート
21畳まで

■立消え安全装置
バーナーの火が消えたときなど、自
動的にガスをストップします。

■転倒時ガス遮断装置
地震などで万一、倒れたりした時、ガ
スを遮断します。

■不完全燃焼防止装置
不完全燃焼になりそうな場合に、異常をす
ばやく感知し、自動的にガスを止めます。

■火力2段切替式
室温に応じて火力を2段階に切り替
えることができます。

ガスストーブ
ガスの炎を赤外線に変えて暖房。

ガス暖炉
本物志向のリアルな炎。

ガスストーブの標準機能

オリジナルデザインの暖炉が設計できます

強制給排気式の本格タイプ。

◎上記掲載以外にもいろいろな種類のガス暖炉を揃えておりますので、詳しくはメーカーカタログをご参照ください。

リモコン

ステンレス

ガスストーブの接続には、ガスコードが必要です

ガスコード  光陽産業（株）製

ワイヤー入りで耐久性に優れ
ています。コンセント継手で
ガス機器と接続します。抜け
る心配はなく、簡単に取り外
せます。接続部分は自在に動
きます。

希望小売価格（税込）
0.5m   4,807円 ［税抜価格4,370円］
   1m   5,214円 ［税抜価格4,740円］
   2m   6,358円 ［税抜価格5,780円］
   3m   7,480円 ［税抜価格6,800円］
   5m   9,317円 ［税抜価格8,470円］



暖房放熱器
温水を利用してお部屋をやさしく温めます。

ラジエータータイプ（固定形）

床置きタイプ（移動形）
温水コンセント

旭イノベックス（株）製

（株）ノーリツ製

○この他、床置き・壁掛兼用、壁取付タイプの
　固定形もあります。
　詳しくは担当者へお問い合わせください。 ◎暖房放熱器には、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。

○この他壁掛・床置共用タイプもあります。

○その他の機種もあります。
　詳しくは担当者へお問い合わせください。

暖房の目安

木造
2.5畳まで

鉄筋
3.5畳まで

暖房の目安

木造
2.5畳まで

鉄筋
3.5畳まで

暖房の目安

木造
10畳まで

鉄筋
16畳まで

暖房の目安

木造
3畳まで

鉄筋
4畳まで

暖房の目安

木造
3.5畳まで

鉄筋
4.5畳まで

【縦型】
ZIR-0703AWN-1603
希望小売価格（税込）124,850円

［税抜価格113,500円］

【パネル型（壁掛タイプ）】
ZIR-0803AWN-0216
希望小売価格（税込）64,240円

［税抜価格58,400円］

FH3818AME-RT（WH）
希望小売価格（税込）84,700円

［税抜価格77,000円］

【パネル型（壁掛タイプ）】
ZIR-1003AWN-0316
希望小売価格（税込）67,320円

［税抜価格61,200円］

【パネル型】
ZIR-0203AWN-0204
希望小売価格（税込）36,740円

［税抜価格33,400円］

【タオルウォーマー型】
ZIR-0303AWN-0504
希望小売価格（税込）78,870円

［税抜価格71,700円］

【タオルウォーマー型】
ZIR-0403AWN-0804
希望小売価格（税込）94,160円

［税抜価格85,600円］

【縦型】
ZIR-1003AWN-1604
希望小売価格（税込）157,410円

［税抜価格143,100円］

ラジエータータイプには
別途リモコンが必要です。

温水コンセントを家の各所に設
置しておけば、移動形の暖房放熱
器が、お好きな部屋で使えます。

RC-D841C-G  （株）ノーリツ製
希望小売価格（税込）15,400円 ［税抜価格14,000円］

■タイマー機能
おはようタイマーは設定時間後にス
タート。おやすみタイマーは設定時
間後に自動停止します。

●自動制御機能付
部屋の温度に合わせてＯＮ・ＯＦＦを
自動制御。風速も自動調整して運転
時・停止時の制御ムラを抑えます。

暖房放熱器の標準機能

接続時

設置例（縦型）



暖房放熱器をご利用の方は床暖トクトク料金もお選びいただけます。
詳しくは弊社担当者へお問い合わせください。

　　 安全に関するご注意

・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となります。
・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。

●本チラシ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。

●本チラシの商品は、家庭用の室内暖房機器です。衣類の乾燥や温室の暖房
等、別の用途には使用しないでください。火災の原因となったり、思わぬ事故
や故障につながります。

●ガスストーブ、開放式暖炉の使用中は換気に注意し、時 (々1時間に1～2回、
1～2分程度)窓をあけるか、換気扇を回して部屋の空気を入れ換えてくださ
い。室内で換気不十分な状態で使用すると、一酸化炭素中毒を起こし、死亡
事故にいたるおそれがあります。

●本体銘板に表示してあるガス種・電源以外では使用できません。転居された
時にも、ガスの種類、電源の種類が一致していることを必ずお確めください。

●カーテンや燃えやすいものやスプレー缶のそばで使用しないでください。
●機器の使用中や使用直後は、温風吹き出し口等が高温になっているため、手

を触れないでください。やけどをすることがあります。また、長時間温風吹出

し口付近にいますと、低温やけどなどになる恐れがありますのでご注意くだ
さい。

●ガスストーブの上にやかんを乗せたりしますと、落下したりストーブが倒れる
原因になり危険ですので乗せないでください。

●お部屋のガス栓は必ず全開にしてください。ガス栓でガス量をしぼると不完
全燃焼をおこす恐れがあります。

●暖房放熱器を使用する際は給水用の地下水(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FF暖房機・ガス暖炉・暖房放熱器の設置、移動および付帯工事は購入
された販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。

●ガスストーブは棚の下など落下物の危険のあるところは避けてください。
●ガスストーブの接続は必ずガスコードを使い、「取扱説明書」をよくお読みの

上、正しく取り付けてください。取付けに不備がありますと、ガス漏れや火災の
原因になります。

用途について

ご使用上の注意と使用場所について

設置について

ガス料金がもっとおトクに！
おふろの給湯やキッチンの調理に加えて、ガスFF暖房機などの暖房にもガスをお使いいただければ、
あったかトクトク料金※1をご選択いただけます。

電気も東邦ガスにおまかせ！
20A以上なら中部電力ミライズの基本プランよりおトク※3になります。

お客さまにあったガス料金メニューをご案内いたします。
受付時間 平日9：00～19：00（土日、祝日、12/29～1/3を除く）

●電気料金がおトクになる料金のモデルケース

ガスと電気のセットで
電気料金が年間約2,800円おトク！ さらに

●あったかトクトク料金適用時のメリット額目安（暖房期）

7m3/月

一般料金（供給約款料金）

あったか
トクトク料金

１ヵ月あたりの使用量（㎥/月）

１
ヵ
月
あ
た
り
の
ガ
ス
料
金（
円
／
月
）
○グラフは料金水準のイメージです。

※1　ご契約にはお客さまのお申込みが
必要です。

※2　標準プランの場合、暖房期（12月～
4月）に7m3/月以上ガスをお使い
いただいた場合、一般料金よりお
トクです（注）。

（注）基準平均原料価格にもとづく試算
です。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。

※3　当社のファミリープラン・ビジネスプランと中部電力ミライズの基本プラン（ポイントプラン、おとくプラン、とくとくプラン）との比較です（2023年4月現在）。
※4　割引の適用条件等の詳細は、お問い合わせください。
○毎月のご使用量の変動によりおトク額は変動いたします。　○契約電流が15A以下の場合、使用量によってはおトクにならない場合がございます。
〇試算には、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、および電気料金に係る割引を含みません。消費税等相当額を含みます。

年間電気使用量4,800kWh（月間400kWh）かつ契
約電流50Aの場合。おトク額は東邦ガスのファミリー
プランと中部電力ミライズのおとくプランの差額
（2023年4月現在）。

この部分がおトク

○■は一般料金より高くなります。

  1㎥
20㎥
40㎥
60㎥
80㎥
100㎥

約△200円
約400円
約600円
約700円
約900円
約1,500円

月使用量 メリット額
（税込）

0570-019104
オ   ト   ク    ト ー  ホ ー

※IP電話のお客さまは052-848-2495へおかけください。

電気料金おトク額
ガスFF暖房機等の利用で
電気基本料金の5％を割引！

  暖房割引※4

おふろ キッチン 暖房

●本チラシ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。◎修理用部品の在庫が無
い場合は、機器の修理ができない場合がございます。◎本チラシの価格は2023
年5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。◎本チラシ
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、画面や
印刷の都合上、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。 2023.5


