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イメージ画像です。お客様のプランと異なります。
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＊掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なっております。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。

担当者：菅野 雅士日付：2020年2月16日

見積番号：1900304303-01-001-02

坂口様邸 新築工事 ハウステックオリジナルシステムバスルームのご提案



Option器具仕様

換気扇 鏡 照明

小物棚

浴槽水栓／追いだき金具

窓接続枠 握りバー（正面・背面）

握りバー（浴槽側面）握りバー（洗場正面）

洗場水栓・シャワーヘッド

カラー
バリエーション

タオル掛け

壁

床

浴槽

エプロン

＊掲載の画像はイメージです。印刷のため実際の色とは多少異なっております。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。ご注文の際は、お見積り・カタログにてご確認ください。

担当者：菅野 雅士日付：2020年2月16日

見積番号：1900304303-01-001-02

坂口様邸 新築工事 ハウステックオリジナルシステムバスルームのご提案

※ランドリーパイプ、
ブラケット取付不要

※ランドリーパイプ、ブラケット取付不要
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オフホワイト
ＢＮ８

ピュアホワイト
ＢＷ１

ピンク
ＬＲ８
※受注生産色
２週間

■ カラーバリエーション

■ 汚れを防ぐＧコート

表面にＧコートを施した、より均一で滑らかな
ガラスのような「つるつる表面」。汚れが
つきにくく落ちやくいのが特徴です。

Gコートなし Gコート

■ サイクロン洗浄

「洗う」と「流す」。サイクロン洗浄は、２つの異なる
水流で、ボウル面のすみずみまで洗浄します。
また、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、
いつでも気持ちよく使えます。

■ フロントスリム＆全周フチなし

もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを、
限界まで薄くした独自の「フロントスリム」により、
フチ上のポタポタ汚れを軽減し、つまんで「サッ」と
ひと拭きで掃除ができます。

■ コンパクト＆足元すっきり

座り心地は、ゆったり快適な大型サイズのまま、

タンクを薄くして全長７４０㎜のコンパクトサイズを
実現しました。足元をすっきりさせたことで、

立ち座りも無理なくでき、体に負担がかかりにくい
デザインです。

足元すっきり

■ 節水性アップ大4.8L・小4.0L

２０年前の商品（１３Ｌ）と比較すると最大で約６８％
の節水効果。年間で約１３,６００円も水道料金が
お得になります。（床排水）

※イメージ画像です。

■ アクセサリー

手洗いなし便器セット
ＳＣ８０５０-ＳＧＢ＋ＳＴ６０１４-０ＥＫ

■ 手洗いカウンター（幅1350㎜）

ＳＤＫ１３５０Ｎ◇▽□

キャビネット内
収納付き

ＮＣ８２３ＷＨＬ

■ 暖房便座 （大形便器用）

ソフト閉止

便ふた
ワンタッチ着脱

本体かんたん着脱

便座・便フタ

ココクリン

坂口様邸 新築工事（１階）

８（チャコール）

◇カウンターカラー

▽扉カラー

９（ブラウン） Ａ（ホワイト）

８（チャコール） ９（ブラウン） Ａ（ホワイト）

□ボウルカラー

BW1（ピュアホワイト）BN8（オフホワイト） LR8（ピンク）* BK（ブラック）*

* LR8、BK・・・受注品１４日

タオル掛け
ＮＡ２０１



ＢＮ８ オフホワイト

ＢＷ１ ピュアホワイト

ＬＲ８ ピンク
※受注生産色２週間

■ カラーバリエーション

※イメージ画像です。
アクセサリーなど、仕様と異なります。

手洗い付き便器セット
ＳＣ８０５０-ＳＧＢ＋ＳＴ６０１４-１ＥＫ

■ 汚れを防ぐＧコート

表面にＧコートを施した、より均一で滑らかな
ガラスのような「つるつる表面」。汚れが
つきにくく落ちやくいのが特徴です。

Gコートなし Gコート

■ サイクロン洗浄

「洗う」と「流す」。サイクロン洗浄は、２つの異なる
水流で、ボウル面のすみずみまで洗浄します。
また、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、
いつでも気持ちよく使えます。

■ フロントスリム＆全周フチなし

もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを、
限界まで薄くした独自の「フロントスリム」により、
フチ上のポタポタ汚れを軽減し、つまんで「サッ」と
ひと拭きで掃除ができます。

深い手洗いスペースにより、壁への水ハネを
気にせず手洗いができます。スタイリッシュな
スクエアデザインのタンクに、吐水パイプは
特徴のあるウェーブデザインに。

■ タンクデザインを一新
快適な手洗いにこだわりました

■ コンパクト＆足元すっきり

座り心地は、ゆったり快適な大型サイズのまま、

タンクを薄くして全長７４０㎜のコンパクトサイズを
実現しました。足元をすっきりさせたことで、

立ち座りも無理なくでき、体に負担がかかりにくい
デザインです。

足元すっきり

■ 節水性アップ大4.8L・小4.0L

２０年前の商品（１３Ｌ）と比較すると最大で約６８％
の節水効果。年間で約１３,６００円も水道料金が
お得になります。（床排水）

ＮＣ８２３ＷＨＬ

■ 暖房便座 （大形便器用）

便座・便フタ

ソフト閉止

便ふたワンタッチ着脱

本体かんたん着脱

■ アクセサリー

ワンタッチ式紙巻器
ＮＣ７１ＶＪ

タオル掛け
ＮＡ２０１

ココクリン

坂口様邸 新築工事（２階）



＋

■ ダブル湯温設定

浴槽の湯はり温度と、シャワー（浴室）や蛇口（台所）などでの
給湯温度を別々に設定でき、違う温度でも同時に使えます。

お湯はり

42℃
同時に 台所で皿洗い

40℃

■ 非常時にも生活用水として利用できます

断水や災害などの非
常時に、貯湯ユニット
のお湯（水）を生活用
水としてお使いいただ
けるように非常用水取
水栓を装備しています。

【インテリジェント制御】 でエコＰｏｉｎｔ

■ 省エネ保温

浴槽のお湯の温度をセンサーで検知し、お湯
の温度低下時間などを学習します。自動保温
に比べ、検知する回数を少なくすることで、ふ

ろ保温時最大約 ３５％の省エネになります。

ECO

■ 入浴検知追いだき

■ 沸き増し節約

■ お好み量沸き増し

※外気温7℃。タンク湯温75℃。浴槽湯量180Ｌ。設定温度42℃。ふろ配管呼径13A。架橋ポリエチレン管10m。断熱材10m。高断熱浴槽（保温性能：２時
間あたりの温度低下約１℃）使用。ふろ湯はり完了後120分保温した場合の比較。ふろ保温性能学習後。省エネ保温時：1,600kJ。自動保温時：2,460kJ。

※イメージ図

湯はり完了
省エネ保温
の場合

自動保温
の場合

１５分ごとに
自動保温

前日に学習したお
湯の温度低下時間
によって検知する回
数を少なくします

入浴により浴槽の水位が上昇するとセンサーでお湯の温度を検知し、必要に
応じてすばやく追いだきします。

入浴を検知
必要に応じて
追いだきを開始

前日までの７日間のお湯の使用状況を学習し、深夜時間帯以外は「湯切れ防止」による沸き上げを
できるだけ行わないようにして電気代を節約します。

[お好み量沸き増し]設定時は、リモコンのタンクの残湯量目盛に応じ、沸き増し量が選べます。

※お湯の使用量が多い場合は、昼間も沸き増しすることがあります。

画面を表示した時刻までのお湯の使用実績を昨日・週平均と比較できます。
また、タンクのお湯の残湯量と昨日同時刻以降の使用湯量の比較、確認も
できます。

使用湯量目安

おすすめ設定

シャワーアラーム

上手な使いかた

過去のお湯の使用実績を学習し、おすすめのお湯の「沸き上げ設定」を表示（お知らせ）す
る機能です。表示画面で「沸き上げ設定」を変更することもできます。
※「おまかせ節約」から「おまかせ多め」に変更した場合、効率が低下し節約にならない場合があります。

シャワー（浴室）や蛇口（台所）などでお湯を使用した時に、
あらかじめ設定した連続使用時間を超えると３段階のア
ラームでお知らせする機能です。また、使用時間、使用量
も画面で表示します。

エコキュートを、よりかしこく使用するためのポイントを、リモコン画面で確認することができます。
※表示されている使用湯量などは、設定温度（例えば４２℃）に換算しているため、実際とはことなる場合があります。目安としてご確認ください。

気になる使用実績を比較確認

使用実績に応じた設定をお知らせ

節水管理をサポート

積極的な節約をサポート

※イメージ図 ※イメージ図

※イメージ図

※イメージ図
※設定時間を５分としたときのイメージ図

お湯が減ると
自動でたし湯

たとえば40℃→42℃

約３分
（30℃→40℃の場合、約１３分）

■ フルオート

湯はりからたし湯、保温（追いだき）までリモコンのふろ自動ボタンを押すだけでＯＫ。

湯はり時間（標準時間の場合）

約１１分半 → 約９分
（標準湯はり時） （高速湯はり時）

湯はり開始
お湯が冷めると
自動で保温

高
速
湯
は
り

冷
め
た
お
湯
も

追
い
だ
き

設定湯量・
温度で停止

■ 汚れガードパネルでお手入れラクラク

貯湯ユニットの前・側板に、水滴や汚れがつきにくく落ちやすい
親水性のコーティングを施しているのでお手入れが簡単です。

●外板（コーティングなし）

● 外板 【汚れガードパネル】

外板表面の汚れと水滴が一緒に流れて
スジができる。

※断面イメージ図

※断面イメージ図

外板表面の親水性塗膜により
水がなじみ、汚れ
の下に入り込む
ことで汚れが洗い
流される。

キレイ

お手入れ
しなくても

が続く！

※日立アプライアンス調べ。実際は使用の頻度や環境により状態は異なります。

外板写真（屋外６ヶ月経過）

外板写真（屋外６ヶ月経過）

■ 節約サポート機能

フルオート タイプ

エコキュートで電気を上手に使って、快適なバスタイム。

一般地仕様

-10℃対応

ふろリモコン台所リモコン

ｽﾃﾝﾚｽ・
ｸﾘｰﾝ自動
洗浄ｼｽﾃﾑ

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ
制御

入浴剤
対応

高速湯はリ 追いだき
ダブル湯温
設定

節約
ｻﾎﾟｰﾄ機能

汚れガード
パネル

※画像はすべてイメージ図です。

■ いろいろな入浴剤が使用できる！
（にごりタイプは使用できません。）

〈日立エコキュートで入浴剤をご使用する場合のご注意〉
※日立の推奨品と同じシリーズの入浴剤でもお湯に溶かしたときに、乳白色系に、にごるタイプは
配管内の湯あか等に付着したにごり成分が循環口のフィルター部分等に付着し、目詰まりをこし、
それが原因で誤作動をおこす場合がありますのでご使用できません。また、推奨品以外の発泡する
タイプや硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだものおよび、お湯のにごるタイプやとろみ系また、
固形物が溶けないで残るタイプの入浴剤は、故障の原因となるため使用しないでください。
※複数の入浴剤を混ぜて使用しないでください。※ご使用の際は入浴剤の使用説明書も
よくご確認ください。※自動配管洗浄を必ず「入」にしてご使用ください。
※ステンレス・クリーン システムを搭載する従来機も同様条件で入浴剤が使用できます。
※ステンレス・クリーン システムを搭載していない機種（フルオート（スリムタンク）、
フルオート（床暖房機能付））は、発泡しない中性の透明タイプのみご使用いただけます。
上記推奨品のなかでは、バスクリンおよびバスロマンの透明タイプがご使用できます。

Ｐｏｉｎｔ ウレタン発泡充てん断熱構造の貯湯ユニット 【ウレタンク】を採用

ふろ追いだき時にお湯が循環する、ふろ追いだき配管
すべてに腐食に強く汚れにくいステンレスを採用。
さらに、浴そう排水時にふろ追いだき配管を自動洗浄
することで配管内をより清潔に保ちます。

Ｐｏｉｎｔ

ステンレス
ふろ追いだき配管

ふろ追いだき配管に、
腐食に強く汚れにくい
ステンレスを採用しました。

ふろ追いだき配管
自動洗浄機能

浴そう排水時に、水道水で
ふろ追いだき配管を
自動で洗浄します。

＋

ふろ追いだき配管を清潔に保つ

【ステンレス・クリーン
自動洗浄システム】

従来の発泡スチロール保温材より高断熱のウレタンフォームをタンクの表面・すき間すべてに充てんし、
高い省エネ性能を実現しました。

業界初

タンク（ステンレス）

ウレタンフォーム

[ウレタンク]で
お湯が冷めにくい

[ウレタンク]で
最高レベルの
耐震クラスＳに対応

[ウレタンク]の
構造イメージ図

タンクに接合される脚部を含めて、すき間
なくウレタンフォームを充てんすることにより、
貯湯ユニットの剛性が向上しました。

ウレタンフォーム

※イメージ図

標準タンク

４６０Ｌ
４～６人用

※写真はBHP-F46SUです。
※貯湯ユニットの写真は、脚カバー（別売）装着品です。

坂口様邸 新築工事



■ ８号線沿いです。

金沢ショールーム

【住所】
〒920-8202
石川県 金沢市 西都１-４０
家電住まいる館YAMADA金沢本店内

【電話】 076-254-5008 【ＦＡＸ】 076-254-500７
※元日を除いて年中無休

開館時間： A.M.10：00～P.M.9：00

ショールームでのご案内

アドバイザーによる商品のご説明や、お見積りをご希
望のお客様は事前のご予約をおすすめ致します。
ご予約状況により、ご希望の日時で承れない場合が
ありますので、お早めにご連絡下さい。
当日のご予約は、受付順でのご案内になりますので
ご了承ください。

＜おすすめご予約時間＞

① 10:00 ～ 11:30  

② 13:00 ～ 14:30

③ 14:45 ～ 16:15

④ 16:30 ～ 18:00

家電住まいる館YAMADA金沢本店内


