換気・給湯器

カーサ・ヴェルディ 標準仕様

※ 商品は施工物件によって変更になることがあります。 （当社指定品）

換気システム

ガス給湯器

お部屋の空気を新鮮に保つ24時間換気システム。

それは、地球に、家族に、やさしいお湯。
安全で健やかなお部屋づくりをサポート。

エネルギー使用量を“見える化”した

DAIKENの換気

先進のエコ機能で、省エネへの意識をもっと。
使いたいときいつでもたっぷりお湯が使えるから、

24時間換気システム

家族みんなにここちよい。そんな環境へのやさしさと

「エアスマート」

使い勝手の良さを両立するのが、ガス給湯器です。

第３種換気方式 ・ 全室換気タイプ

エコロジーでエコノミー、地球にも家計にも
やさしいハイクオリティ給湯器。

エアスマートの特徴

ＲＵＦ－Ｋ２４５ＳＡＷ

24号

●室内の空気を速やかに入れ換えます。
地球にも家計にもやさしい、
排熱を再利用するエコ給湯器

新鮮な空気を取り込み、汚れた空気を排出します。室外の空気を常時取り込む
ことで、燃焼式暖房を使用の際の不完全燃焼などを防ぐ効果も期待できます。
給気口

●いやなニオイや湿気を排出します。

新鮮空気

排気
ファン

居室

トイレ

トイレのニオイなどの様々な生活臭や、カビの元になる湿気を効率よく排出。
給気口

●メンテナンスが簡単です。

新鮮空気
居間

廊下
など

排気
ファン

洗面・
トイレ

排気ファン
人感センサー

エコロジー 13％削減できます。

リモコン ＭＢＣ-２２０ＶＣ
エコジョーズ1台で削減で
きるＣＯ２は年間約141㎏。

排気ファン
湿度センサー

●第３種換気方式 ／ 全室換気タイプ

これは、ユーカリの木約15

排気ファン
人感センサー

本分の植林効果に相当！

給気口

排気ファン

プッシュ式レジスター01型
給気口

Ｅｃｏガイド

台所

インターホン

台所

15本

台所

浴室

昨日と今日の使用したガスやお湯、

1日の省エネ目標値を自動で設定。

通話ボタンを押すだけで浴室と台所

料金、CO2排出量の目安などを表示。

使用量の状況を表示でガイドします。

のリモコン間で会話ができます。

エネ ＬＩＶＥ

・プッシュ式３段階風量調節
「全開」「半開」「閉」

ユーカリ

浴室リモコン

エネルック

給気ファンを使わず、自然給気口から給気してファンで排気
する方式。住宅全体をワンルームととらえ、機械による計画
換気によって空気の流れを作り、空気を入れ替えます。

・フィルター内蔵、気密・断熱
スポンジ付

高い熱効率のエコ
ジョーズなら、地球
るCO2排出量を約

省エネ

台所リモコン

ＳＢ０４１７－０１

コンパクト

温暖化の原因とな

に引き上げました。

ノンダクト方式ですからダクトづまりがなく、点検や万一の修理も容易です。

常に新鮮な空気を循環させ、室内をクリーンに
保ち、爽やかな住環境をつくります。

パワフル

今まで大気中に放出していた排熱を再利用し、
効率的にお湯を温めるのがエコジョーズです。
ガスの消費量も節約できて、熱効率を最大限

台所

Ｅｃｏシグナル

浴室

台所

浴室

音声ガイド

台所

浴室

ボタンを押すと、現在使用しているお

最適なお湯の使用量をシグナルの

各種設定変更の操作時などに、きめ

湯の量などを表示します。

点灯、点滅でお知らせします。

細やかな音声でサポートします。

給気口
給気口

給気口

●プラン例

オ

ー

ト

お湯はりから、おいだき、保温までは自動。
４時間 (可変)

トイレ排気ファン（人感センサー）

洗⾯室排気ファン（湿度センサー）

人がトイレに入ったことを感知すると自動
的に強運転となる人感センサー付。運転
切替しなくても臭気をすばやく排出。また
退室を感知すると約11分後に弱運転に
切り替わります。

湿度上昇を感知すると自動的に強運転と
なる湿度センサー付。湿度が設定湿度よ
りも10％低下すると弱運転に。バスルー
ムからの湿気を排出し、快適な湿度状態
に保ちます。

<センサーレンズ>

ＳＢ０４７１

<グリルを外した状態>

ＳＢ０４７２

排気ファン（中⾵量）

自動

常時70㎥/ｈの風量を
確保。運転音は20ｄＢ
の静音設計。
スイッチをポン！
ＳＢ０４７５

●運転音が静かなファン
なめらかに風が流れる
特殊形状のファンだから、
運転音がとても静か。

自動湯はり

設定湯量でストップ

●ふろ設定温度で、設定湯量まで自動湯はり。

たし湯

●「たし湯」スイッチを
押すだけで、約２０Ｌ
のお湯がたされます。

自動おいだき・自動保温
●浴槽の湯温をチェックし、
湯温が下がると自動おいだき。

●自動保温は、約３０分（気温によって時間が
変化します）ごとにお湯の温度をチェックし
ます。また、４→２→１→０→８→６時間の
切り替えで時間設定が可能です。

カーサ・ヴェルディ 標準仕様

換気・エコキュート(角型)

換気ｴｺｷｭ ﾊﾟﾅ角

※ 商品は施工物件によって変更になることがあります。 （当社指定品）

換気システム

エコキュート

お部屋の空気を新鮮に保つ24時間換気システム。

給湯からはじめるエコ生活。エコキュートがお届けします。
毎日の暮らしに欠かせない給湯のこと。
もっと大切にしたいから。

安全で健やかなお部屋づくりをサポート。

DAIKENの換気

お料理したり、顔を洗ったり、おふろで一日の疲れを癒したり･･･。
私たちの毎日の暮らしに欠かせないのが給湯です。

24時間換気システム

パナソニックのエコキュートは、
大気の熱と割安な夜間電力を使ってお湯を沸かす給湯機。
環境に配慮しながら、電気代をしっかり節約します。
もちろん、快適性にこだわった機能もたっぷり搭載。

「エアスマート」
第３種換気方式 ・ 全室換気タイプ

エアスマートの特徴

パワフル高圧フルオート ３７０Ｌ ＳＵＧシリーズ

■パワフル高圧給湯
給湯圧力の大幅アップで湯温安
定。1階はもちろん2階のおふろ
やシャワーもパワフルで快適。

●室内の空気を速やかに入れ換えます。
新鮮な空気を取り込み、汚れた空気を排出します。室外の空気を常時取り込む
ことで、燃焼式暖房を使用の際の不完全燃焼などを防ぐ効果も期待できます。

■ 自動お湯はり
給気口

●いやなニオイや湿気を排出します。

新鮮空気

排気
ファン

居室

トイレ

ＨＥ－３７０ＳＵＧＱＳ

トイレのニオイなどの様々な生活臭や、カビの元になる湿気を効率よく排出。
給気口

●メンテナンスが簡単です。

新鮮空気
居間

廊下
など

お湯はりからたし湯まで全自動コントロール。

角型

排気
ファン

洗面・
トイレ

ノンダクト方式ですからダクトづまりがなく、点検や万一の修理も容易です。

排気ファン
人感センサー

常に新鮮な空気を循環させ、室内をクリーンに
保ち、爽やかな住環境をつくります。

排気ファン
湿度センサー

●第３種換気方式 ／ 全室換気タイプ

■ 人の出入りに気づいて最適なエコを考える「エコナビ」搭載。

排気ファン
人感センサー

給気口

ヒートポンプ

排気ファン

給気ファンを使わず、自然給気口から給気してファンで排気
する方式。住宅全体をワンルームととらえ、機械による計画
換気によって空気の流れを作り、空気を入れ替えます。

コミュニケーションリモコン

プッシュ式レジスター01型
・プッシュ式３段階風量調節
「全開」「半開」「閉」
ＳＢ０４１７－０１

給気口

給気口

洗⾯室排気ファン（湿度センサー）

人がトイレに入ったことを感知すると自動
的に強運転となる人感センサー付。運転
切替しなくても臭気をすばやく排出。また
退室を感知すると約11分後に弱運転に
切り替わります。

湿度上昇を感知すると自動的に強運転と
なる湿度センサー付。湿度が設定湿度よ
りも10％低下すると弱運転に。バスルー
ムからの湿気を排出し、快適な湿度状態
に保ちます。

ＳＢ０４７１

ひとセンサー

ひとセンサーが入室を検知し、設定温度まで加熱開始。入浴し
ていないときのふろ自動保温によるエネルギー消費を抑えます。

●湯温学習制御

お湯の冷め方を学習し、繰り返しの湯温チェックをカットします。

■ 配管洗浄機能

■ ダブル湯温コントロール

自動配管洗浄 ※ふろ自動で湯はりした後にふろ排水した場合

同時に違う温度のお湯が出ます。

おふろのお湯を抜くたびに、10Ｌのお湯
をふろ配管に流し、配管内に残ってい
る湯水を洗い流します。
リモコンのメニュースイッチより
手動でも配管洗浄ができます。

ふろ湯はりとキッチンなどの給湯を別々
の温度に設定しても、同時に違う温度の
お湯が使えるので、さらに快適です。

給気口

トイレ排気ファン（人感センサー）

<センサーレンズ>

台所と浴室間で会話ができる。
操作内容を音声や文字でお知らせ。
高精細ホワイトバックライト液晶採用。
ＨＥ－ＮＱＦＧＷ

・フィルター内蔵、気密・断熱
スポンジ付

貯湯ユニット

●ひとセンサー

<グリルを外した状態>

ＳＢ０４７２

給気口

●プラン例
ふろ湯はり温度設定

給湯湯温設定

水、36～48℃

水、32・35・38～47
50・55・60℃

排気ファン（中⾵量）
常時70㎥/ｈの風量を
確保。運転音は20ｄＢ
の静音設計。
ＳＢ０４７５

台所リモコン

浴室リモコン

● 給湯ガイド
わが家に最適な沸き上げモードや節約機能
の紹介、使い方のアドバイスなど、給湯につ
いての便利な情報を表示します。

■ 新４本脚 耐震設計技術

従来品

本体脚とタンク脚の新4本化で、基礎にしっ
かり固定し、満水のタンクを支える強度を
アップすることで、耐震性が向上しました。

●運転音が静かなファン

● ひとセンサー

■ 「キレイキープコート」 採用

なめらかに風が流れる
特殊形状のファンだから、
運転音がとても静か。

人の動きや温度変化から人の有無を検知
します。浴室への入室時にバックライトと
ＬＥＤ点灯 （ＬＥＤはふろ保温時のみ点灯）

貯湯ユニットの外装に、汚れが付きにくく、水滴
ができにくい親水性素材を採用。汚れが落ちや
すくお手入れも簡単になりました。

13年度モデル

高強度・
ワイド一体構造脚

ｷﾚｲｷｰﾌﾟｺｰﾄなし

ｷﾚｲｷｰﾌﾟｺｰﾄあり

カーサ・ヴェルディ 標準仕様

換気・エコキュート(薄型)

換気ｴｺｷｭ ﾊﾟﾅ角

※ 商品は施工物件によって変更になることがあります。 （当社指定品）

換気システム

エコキュート

お部屋の空気を新鮮に保つ24時間換気システム。

給湯からはじめるエコ生活。エコキュートがお届けします。
毎日の暮らしに欠かせない給湯のこと。
もっと大切にしたいから。

安全で健やかなお部屋づくりをサポート。

DAIKENの換気

お料理したり、顔を洗ったり、おふろで一日の疲れを癒したり･･･。
私たちの毎日の暮らしに欠かせないのが給湯です。

24時間換気システム

パナソニックのエコキュートは、
大気の熱と割安な夜間電力を使ってお湯を沸かす給湯機。
環境に配慮しながら、電気代をしっかり節約します。
もちろん、快適性にこだわった機能もたっぷり搭載。

「エアスマート」
第３種換気方式 ・ 全室換気タイプ

エアスマートの特徴

パワフル高圧フルオート ３７０Ｌ ＷＵＧシリーズ

■パワフル高圧給湯
給湯圧力の大幅アップで湯温安
定。1階はもちろん2階のおふろ
やシャワーもパワフルで快適。

●室内の空気を速やかに入れ換えます。
新鮮な空気を取り込み、汚れた空気を排出します。室外の空気を常時取り込む
ことで、燃焼式暖房を使用の際の不完全燃焼などを防ぐ効果も期待できます。

■ 自動お湯はり
給気口

●いやなニオイや湿気を排出します。

新鮮空気

排気
ファン

居室

トイレ

給気口

新鮮空気
居間

廊下
など

お湯はりからたし湯まで全自動コントロール。

ＨＥ－ＷＵ３７ＧＱＳ

トイレのニオイなどの様々な生活臭や、カビの元になる湿気を効率よく排出。

●メンテナンスが簡単です。

薄型

排気
ファン

洗面・
トイレ

ノンダクト方式ですからダクトづまりがなく、点検や万一の修理も容易です。

排気ファン
人感センサー

常に新鮮な空気を循環させ、室内をクリーンに
保ち、爽やかな住環境をつくります。

排気ファン
湿度センサー

■ 人の出入りに気づいて最適なエコを考える「エコナビ」搭載。

排気ファン
人感センサー

給気口

●ひとセンサー

●第３種換気方式 ／ 全室換気タイプ

ヒートポンプ

排気ファン

給気ファンを使わず、自然給気口から給気してファンで排気
する方式。住宅全体をワンルームととらえ、機械による計画
換気によって空気の流れを作り、空気を入れ替えます。

コミュニケーションリモコン

プッシュ式レジスター01型
・プッシュ式３段階風量調節
「全開」「半開」「閉」
ＳＢ０４１７－０１

給気口

給気口

洗⾯室排気ファン（湿度センサー）

人がトイレに入ったことを感知すると自動
的に強運転となる人感センサー付。運転
切替しなくても臭気をすばやく排出。また
退室を感知すると約11分後に弱運転に
切り替わります。

湿度上昇を感知すると自動的に強運転と
なる湿度センサー付。湿度が設定湿度よ
りも10％低下すると弱運転に。バスルー
ムからの湿気を排出し、快適な湿度状態
に保ちます。

ＳＢ０４７１

ひとセンサー

●湯温学習制御 お湯の冷め方を学習し、繰り返しの湯温チェックをカットします。
■ 配管洗浄機能

■ リズムｅシャワープラス

自動配管洗浄 ※ふろ自動で湯はりした後にふろ排水した場合

節水できて、しかも省エネ！

おふろのお湯を抜くたびに、10Ｌのお湯
をふろ配管に流し、配管内に残ってい
る湯水を洗い流します。
リモコンのメニュースイッチより
手動でも配管洗浄ができます。

シャワーの温度と流量を同時に変動させ
ることにより、通常シャワーと比較して省
エネ最大約20％節水最大約10％を実現。

給気口

トイレ排気ファン（人感センサー）

<センサーレンズ>

台所と浴室間で会話ができる。
操作内容を音声や文字でお知らせ。
高精細ホワイトバックライト液晶採用。
ＨＥ－ＷＱＦＧＷ

・フィルター内蔵、気密・断熱
スポンジ付

貯湯ユニット

ひとセンサーが入室を検知し、設定温度まで加熱開始。入浴し
ていないときのふろ自動保温によるエネルギー消費を抑えます。

<グリルを外した状態>

ＳＢ０４７２

給気口

●プラン例

ふろ湯はりとキッチンなどの給湯を別々
の温度に設定しても、同時に違う温度の
お湯が使えるので、さらに快適です。

排気ファン（中⾵量）
常時70㎥/ｈの風量を
確保。運転音は20ｄＢ
の静音設計。
ＳＢ０４７５

■ ダブル湯温コントロール
同時に違う温度のお湯が出ます。

台所リモコン

浴室リモコン

● 給湯ガイド
わが家に最適な沸き上げモードや節約機能
の紹介、使い方のアドバイスなど、給湯につ
いての便利な情報を表示します。

■ 新４本脚 耐震設計技術

従来品

本体脚とタンク脚の新4本化で、基礎にしっ
かり固定し、満水のタンクを支える強度を
アップすることで、耐震性が向上しました。

●運転音が静かなファン

● ひとセンサー

■ 「キレイキープコート」 採用

なめらかに風が流れる
特殊形状のファンだから、
運転音がとても静か。

人の動きや温度変化から人の有無を検知
します。浴室への入室時にバックライトと
ＬＥＤ点灯 （ＬＥＤはふろ保温時のみ点灯）

貯湯ユニットの外装に、汚れが付きにくく、水滴
ができにくい親水性素材を採用。汚れが落ちや
すくお手入れも簡単になりました。

13年度モデル

高強度・
ワイド一体構造脚

ｷﾚｲｷｰﾌﾟｺｰﾄなし

ｷﾚｲｷｰﾌﾟｺｰﾄあり

