
ハードな使用に耐える性能で、さまざまな業務のニーズにお応えする業務用タイプ

ガス給湯専用機（業務用タイプ）
ホテルやスポーツ施設などに対応する50号連結給湯システムや、理・美容室などの小規模店鋪に最適な16号・
20号タイプ、さらに地下街などで排気ダクトに直結できるHPフードタイプ、また高効率の「エコジョーズ」シリーズもライン
アップ。設置場所や必要な能力に合わせ、さまざまなプランに対応します。

ハードな使用状況、環境にも配慮しています。

■低NOxでクリーンな燃焼
低NOxバーナシステムを組み込み、地球環境保全上重要な課題であるNOxの低減を図っています。（60ppm以下）

■大能力が必要な場所にも対応できる50号タイプ
最大18台（900号）まで連結できるので大能力が必要な施設に対応します。循環ポンプや膨張タンクなどと組み合わせることで規模に
応じた設置が可能です。

■地下街やテナントビルの厨房に最適
通常の排気延長ができない場所でも、HPフード搭載型なら排気ダクトに接続できます。

■業務用全タイプ一年間保証
業務用専用の高耐久設計により、一年間の無償修理保証をしております。サービスはリンナイの全国サービス網で365日24時間体制
で受付しています。

■トラブルを未然に防ぐさまざまな工夫
●熱交換器は、耐酸塗装。
●電装部品関連は樹脂モールド処理をすることで、耐湿性・耐久性・耐塵性に配慮。
●配線コネクタにはインナーロックタイプを採用し、リテーナを付けることで不完全な接続やコネクタ抜けによるトラブルを未然に防止。
●本体外板は亜鉛メッキ鋼板を使用し、塩害対策仕様に塗装。
●熱交換器の給水・給湯の連絡管等には、耐久性を向上させるためにSTC銅管（内面にスズめっきを施した銅管）を使用。
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屋外設置タイプのマルチ設置型50号。

理・美容室、飲食店などの小規模な店鋪から、福祉施設・病
院・ホテルなどの大型施設までさまざまなニーズに対応できる
大能力給湯システムのDECA-QV。たくさん使う業務用だか
らこそ、エネルギーをムダにしないエコジョーズをラインアップ
しました。

給湯システムの特長
50号 50号

2台交互にローテーション運転 1台が故障しても、もう1台が継続運転

【 通　常 】 【 故 障 時 】

25号
（1号機）

25号
（2号機）

25号
（1号機）

25号
（2号機）

ON OFF STOP ON

安定給湯のローテーション／バックアップ運転
リンナイの50号給湯器は、25号給湯器を2台内蔵。能力に応じてこの2台をロー
テーション運転をして均一使用を図ります。万一、片方が故障した場合、該当す
る機器のみ運転を停止し、他の給湯器が運転を継続する構造です。

システムコントローラ内蔵
連結する場合の制御は、親機に内蔵されたシステム
コントローラで対応します。子機に付属の連結用
ケーブルを親機に接続するだけで機器が連動します。
また、メンテナンスや使用時間・故障履歴などの
情報もシステムコントローラで確認できます。

子機は横・後設置用をご用意
給湯器の連結は、あらゆる設置現場に対応するため、横設置対応用・前後設置対応用と2種類の子機が
あります。外観もすっきり連結します。

施工規模に応じて設置
大規模な現場では、規模に応じて循環ポンプ・
膨張タンクなどを選定して現場に応じた設備が
構築できます。

低外気温でも充分な給湯能力を発揮。

横設置 前後設置

子機親機 親機

子機

最大900号（18台連結）まで、施設のニーズに応じた連結プラン
給湯器を横設置、または前後設置することによって最大6台連結（300号）を1ユニットとしています。さらに施設の規模に合わせて
給湯器を最大18台（3ユニット：900号）まで連結でき、ひとつのリモコンで制御できます。

6台設置まで （300号）

親機

親機

（300号）

（300号）

子機 子機 子機 子機 子機

子機 子機 子機 子機 子機

親機

親機

親機

（300号）

（300号）

（300号）

子機 子機 子機 子機 子機

子機 子機 子機 子機 子機

子機 子機 子機 子機 子機

親機 子機 子機

親機 子機 子機

子機子機 子機

子機 子機 子機

（300号）

1ユニットは最大6台連結まで
7台～12台設置 （600号）

別売の「システムユニット」を使用して
2ユニットを並列に設置します。

13台～18台設置 （900号）

別売の「システムユニット」を使用して
3ユニットを並列に設置します。

  ☆札幌地区での外気温データ
（2009年10月～2010年3月）
　－10℃以下…7日間（全て2月）
　－15℃以下…0日間　　     

　（気象庁観測による）

従来は80％程度の熱効率ですが、エコジョーズ
の潜熱回収技術で95％までアップ。例えば、
60人の施設で考えると、

約650,000円／年の削減が可能です。
（給水温15℃、シャワー42℃・7,200L/日、洗面38℃・4,800L/日、
厨房45℃・2,880L/日、ふろ50℃・3,000L/日、ガス種LPG・16.0円/kWhの場合）

熱 効 率

95％

■エコジョーズで高効率95％（RUXC-Kタイプ）

■冬期でも安定した給湯能力

■凍結を防ぐ措置

外気温度－15℃、風速5ｍ/sでの耐凍
結性能を確保。安定した給湯能力を
実現します。

給湯器内にヒータとドレンヒータ（オプ
ション品）を搭載し、過酷な寒冷地での
対応を可能にしました。（設置可能地
域、条件については最寄りの支社、支
店、営業所へお問い合せください。）

ヒータ（オプション）

保温材（現地手配） ドレン管

保温材

中和器ヒータ

配管ヒータ

保温材

給水配管
中和器

給湯配管

内部
構造図

※機器外の配管の凍結予防については施工業者様の責任において行ってください。

ガス給湯専用機
（業務用タイプ）
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ガス給湯専用機
（業務用タイプ）

※このページに掲載の価格は、すべて希望小売価格です。

屋外据置型
〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉 

50号 給湯ガス消費量/91.9kW（79,000kcal/h） ●別売のドレンヒータが必要です。

（50～2.2号）　　外形寸法（mm）/高さ1,730×幅710×奥行566（後増設子機は奥行491）

親 機

RUXC-K5000MGK（23-3499）
希望小売価格 ￥735,000（税抜価格）
●給湯・給水接続　50A 絶縁フランジ

子機・横設置

RUXC-K5000SK（23-3503）
希望小売価格 ￥725,000（税抜価格）
●給湯・給水接続　50A（R2）フレキ管

子機・後設置

RUXC-K5000BK（23-3511）
希望小売価格 ￥675,000（税抜価格）
●給湯・給水接続　50A（R2）フレキ管

屋外据置型専用その他オプション
ベース金枠Q  UOP-MQ-BWQ（23-6866） ￥31,500（税抜価格）
ベース金枠Q  UOP-MQ-BWS（23-6874） ￥42,000（税抜価格）

ベース金枠Q  UOP-MQ-BWB（23-6882） ￥36,800（税抜価格）
配管キットQB  UOP-MQ-QB（A）（23-1232） ￥92,400（税抜価格）

配管キットBB  UOP-MQ-BB（A）（23-1224） ￥65,100（税抜価格）

架台付屋外設置型

共
通

オ
プ
シ
ョ
ン

システムユニット UOP-SU-18C（23-9003）  ￥52,500（税抜価格）
排気カバー　ROP-C301（25-4071） ￥10,500（税抜価格）

給湯専用 【即出湯対応可…循環ポンプ、膨張タンクなど市販品を組みあわせて、即出湯システム構築可能。】

 リモコン（別売品です）

MC-91-1（23-5646）
希望小売価格
￥12,600（税抜価格）

即出湯リモコン
MC-84（23-9380）
希望小売価格
￥15,800（税抜価格）

リモコンは上記のみとなります

即出湯システム用給湯単機能用

ポンプユニット一体型／
分離型専用

新シミュ／FF+FB 水量サーボ 温度調節
即湯ユニット※1  ※1 給湯単能機のみ

RUXC-K5000MGKシリーズ

●対応ガス種：
LPG 13A・12A

・最大900号（18台連結）まで連結可能。
 50号マルチ設置タイプの高効率「エコジョーズ」。

RUXC-K5000MGK

低NOx

専用オプション
品　名 型　式 品名コード 価格（税抜価格） 備　考

UOP-K50DH-1 23-2778 ¥18,500 1台単独、2台前後
UOP-K50DH-2 23-2787 ¥22,500 2台横、3台前後、4台前後
UOP-K50DH-3 23-2795 ¥26,000 3台横、5台前後、6台前後
UOP-K50DH-4 23-2808 ¥29,500 4台横
UOP-K50DH-5 23-2817 ¥33,000 5台横
UOP-K50DH-6 23-2825 ¥36,500 6台横

ドレンヒータ

※給湯器とは別電源とし、凍結の恐れがない季節にはコンセントを抜いてください。

●くわしくは、業務用ガス給湯機器カタログをご覧ください。
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ガス給湯専用機
（業務用タイプ）

※このページに掲載の価格は、すべて希望小売価格です。

●対応ガス種：
LPG 13A・12A

低NOx

FF方式・屋内壁掛型
〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉 

32号（32～2.5号）
RUXC-V3201FF（23-1207）
本体価格 ￥314,000（税抜価格）
本体＋台所リモコンセット合計価格

￥325,100（税抜価格）
●給排気延長 φ100　7m4 曲りまで
●φ100KP 給排気延長部材が必要です。

屋内 壁掛 FF方式

 おもな仕様
32号

型　式 RUXC-V3201FF
寸　法（mm） 高さ600× 幅470× 奥行220
質　量（kg） 25.0
給湯ガス消費量 69.2kW（59,500kcal/h）

接続口径
LPG 20A（R3/4）
13A・12A 20A（R3/4）
給湯・給水 20A（R3/4）

必
要

オ
プ
シ
ョ
ン

2芯ケーブル　UC-25-10（10m）（21-7919） ￥1,600（税抜価格）
給排気筒トップ　FFTL-10-200B（24-1684）  ￥36,000（税抜価格）
※給排気筒トップは壁厚の条件にあわせてお選びください。（159ページをご覧ください）
※ケーブルの長さは、他にもご用意しておりますのでお問いあわせください。（164ページをご覧ください）

そ
の
他

オ
プ
シ
ョ
ン

浴室リモコン　BC-45-A（23-4907）  ￥12,100（税抜価格）
2芯コネクタ付ケーブル　UC-25C-05（5m）（21-3888） ￥1,100（税抜価格）
配管カバー　UOP-A101（K2）（24-5407） ￥6,100（税抜価格）
リモコン（連結時に使用）　SC-120（24-4046） ￥12,600（税抜価格）

連
結
用

オ
プ
シ
ョ
ン

2台連結ケーブル　UOP-EZC（23-4215） 
 ￥1,600（税抜価格）
配管カバー　ROP-L101（K）-650（25-5575） 
 ￥14,000（税抜価格）
システムユニット　UOP-SU32（A）（23-4305） 
 ￥52,500（税抜価格）
連結スタンド　UOP-V32-STD（23-7222）
 ￥62,000（税抜価格）
※連結用オプションは、
他にもご用意しておりますのでお問いあわせください。

 リモコン（別売品です）

台所リモコン
MC-33-A（24-7460）
希望小売価格
￥11,100（税抜価格）

増設リモコン
SC-120（24-4046）
希望小売価格
￥12,600（税抜価格）

浴室リモコン
BC-45-A（23-4907）
希望小売価格
￥12,100（税抜価格）

給湯専用
Q機能 新シミュ／FF+FB バイパスサーボ 水量サーボ 温調・定温

即湯ユニット※1 SU1※2 ソーラー接続  ※1 2台連結まで　※2 連結時不可

【【ご注意】「 即湯ユニット」と「SU1（ソーラー接続ユニット）」の併設はできません。
　　　　屋内設置型の工事は、特定ガス消費機器設置工事監督者の監督のもとに行ってください。

RUXC-V3201FFシリーズ

・屋内設置専用です。

特定保守製品

・簡単64号から本格6台連結の192号まで、マルチ設置可能。

RUXC-V3201FF

62
.5

60
0

57
0

15
ガス接続口

ケーブル接続口
給水接続口給湯接続口

428

164

450
470

10
0

14
6 84

46

57
0

220 10～50
（調節範囲）

450
335
277
225

10
φ100.8 φ100.82.

7

150
110

給気筒
排気筒

（機器上方よりの透視図）
配管図

32号は連結可能
（RUXC-V3201シリーズ）

簡単64号から本格6台連結の192号まで、ニーズに合わせてマルチ設置が可能です。

2台連結ケーブル
（UOP-EZC）

必ず1台めはSC-120、
2台めはBC-45-Aを
使用してください。

32号用
システム
ユニット

UOP-SU32（A）
リモコン

MC-91-1を
最大4台まで
接続可

●簡単64号（2台連結） ●3～6台連結
急なトラブルでも、もう１台が運転できるので安心です。湯切れ
の心配もありません。また、2台でローテーション運転するので
耐久性も向上します。電気式即湯循環ユニットRPU-6QEも
接続可能です。

32号ずつ増やせるので、お店や施設の規模に合わせて能力
が設定できます。また、システムユニットは外付け循環ポンプ用
出力端子付きなので即湯システムへの対応もできます。

※その他、連結および即湯につきましては、業務用ガス給湯器カタログをご覧ください。

システムユニットで連結する場合はMC-91-1をご使用ください。

・ 選択可能リモコン
上記以外のリモコンからもお選びいただけます。

140V 140Vシリーズをお選びいただくと 　　　　　　　　機能が使えます。
（くわしくは27ページをご覧ください）

音声ナビ
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ガス給湯専用機
（業務用タイプ）

※このページに掲載の価格は、すべて希望小売価格です。

（機器上方よりの透視図）
配管図

ケーブル取出口

給湯接続口

ガス接続口

給水接続口

15
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8

15
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0

9910
1
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350
334

1
φ60
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.5

128
43

60 62

78
170 10～45

（調節範囲）

336
246

（機器上方よりの透視図）
配管図
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φ148 28

ガス接続口

給水接続口

6260

給湯専用

給湯専用

Q機能 新シミュ／FF+FB 水量サーボ 温度調節  

Q機能 新シミュ／FF+FB 水量サーボ
温度調節  

【ご注意】  屋内設置型の工事は、特定ガス消費機器設置工事監督者の監督のもとに行ってください。

【ご注意】 屋内設置型の工事は、特定ガス消費機器設置工事監督者の
　　　　監督のもとに行ってください。

RUXC-V1615SWFシリーズ

RUXC-V1615SWF-HPシリーズ

・不完全燃焼防止装置を義務付けた2007年4月1日施行の省令基準改正に適合しています。
・屋内設置専用です。

・屋内設置専用です。

特定保守製品

特定保守製品

●対応ガス種：
LPG 13A・12A

 リモコン（別売品です）

増設リモコン
SC-120（24-4046）
希望小売価格
￥12,600（税抜価格）

油取り
フィルタ（付属）

浴室リモコン
BC-45-3（23-6734）
希望小売価格
￥12,100（税抜価格）

リモコンは左記のみとなります

RUXC-V1615SWF

RUXC-V1615SWF-HP

リモコン、油取りフィルタ（付属）は
RUXC-V1615SWFシリーズと同じです

台所リモコン
MC-33-3は
給湯器本体に組み
込まれています。

台所リモコン
MC-33-3は
給湯器本体に組み
込まれています。

FF方式・屋内壁掛型（本体温度調節型）〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉 

■理髪店・美容院にはご利用できません。スプレーや薬品などにより故障の発生する可能性があります。

屋内 壁掛 FF方式

HPフードタイプ・屋内壁掛型（本体温度調節型）
〈受注生産のものがありますので、お問いあわせください〉 屋内 壁掛 HPフード

16号 10号（16～2.6号） （10～2.6号）

RUXC-V1615SWF（23-9209）
●給湯・給水接続20AはRUXC-V1605SWF（23-0246）
希望小売価格 ￥174,400（税抜価格）

RUXC-V1015SWF（23-9217）
希望小売価格 ￥158,100（税抜価格）

●排気延長　φ60　7m4曲りまで
●φ60KP排気延長部材が必要です。

●排気延長　φ60　7m4曲りまで
●φ60KP排気延長部材が必要です。

16号 10号（16～2.6号） （10～2.6号）

RUXC-V1615SWF-HP（23-9226）
●給湯・給水接続20AはRUXC-V1605SWF-HP（23-0254）
希望小売価格 ￥196,200（税抜価格）

RUXC-V1015SWF-HP（23-9234）
希望小売価格 ￥179,900（税抜価格）

●FE方式・屋内壁掛型の排気部材はφ60KP部材（160ページ参照）をご使用ください。
●FE方式・屋内壁掛型の排気トップは、EFT-10NJをご使用ください。EFT-10NJは直排専用の排気トップですが、
　EFA-10NJ（延長用接続管セット）を排気トップの室内側へ組み込むことで、排気が可能になります。

FE方式・屋内壁掛型の排気部材

不完全燃焼をおこす前に
自動消火する
不完全燃焼防止装置。

地下街やテナントビルの厨房に最適。排気ダクト直結タイプ。

もしもの、CO（一酸化炭素）事故を未然に防ぎます。

通常の排気延長ができない場所でも、HPフード搭載型で排気ダクトに接続できます。

使用頻度の高い業務用給湯専用機だから、安全性と耐久性が特に重要です。屋内設置タイプには、COセンサーを搭載し、排気ガスが室内にもれてもCO事故にならない
ように機器がCO濃度を常に監視します。経年劣化などで万一、機器が不完全燃焼をおこしてCO濃度の上昇を検知した場合には、危険な状態になる前に自動的に運転を
停止します。また、給気用のエアフィルタがほこりや油煙などで閉塞されても、機器が異常燃焼する前に検知し安全側に動作させる自己診断機能を搭載しています。

■直結する排気ダクトの条件

 おもな仕様
16号 10号

型　式 RUXC-V1615SWF RUXC-V1015SWF
寸　法（mm） 高さ538×幅350×奥行170
質　量（kg） 16.0
給湯ガス消費量 34.9kW（30,000kcal/h） 23.3kW（20,000kcal/h）

接続口径
LPG 15A（R1/2）
13A・12A 15A（R1/2）
給湯・給水 15A（R1/2）

 おもな仕様
16号 10号

型　式 RUXC-V1615SWF-HP RUXC-V1015SWF-HP
寸　法（mm） 高さ714×幅350×奥行200
質　量（kg） 18.0
給湯ガス消費量 34.9kW（30,000kcal/h）23.3kW（20,000kcal/h）

接続口径
LPG 15A（R1/2）
13A・12A 15A（R1/2）
給湯・給水 15A（R1/2）

必
要

オ
プ
シ
ョ
ン

排気トップ EFT-10NJ（21-8959）  ￥7,500（税抜価格）

そ
の
他

オ
プ
シ
ョ
ン

浴室リモコン　BC-45-3（23-6734）  ￥12,100（税抜価格）
2芯コネクタ付ケーブル　UC-25C-05（5m）（21-3888）  ￥1,100（税抜価格）
配管カバー　UOP-Y101（K）UW（23-5815）  ￥6,500（税抜価格）
操作部カバーセット　RU-FFKC（21-9308）  ￥2,500（税抜価格）
油取りフィルタ（10枚入）　UPF-F02（23-0874）  ￥3,200（税抜価格）

そ
の
他

オ
プ
シ
ョ
ン

浴室リモコン　BC-45-3（23-6734）￥12,100（税抜価格）
2芯コネクタ付ケーブル　UC-25C-05（5m）（21-3888）
  ￥1,100（税抜価格）
配管カバー　UOP-Y101（K）UW（23-5815） ￥6,500（税抜価格）
操作部カバーセット　RU-FFKC（21-9308） ￥2,500（税抜価格）
油取りフィルタ（10枚入）　UPF-F02（23-0874）
  ￥3,200（税抜価格）

16号 10号
排気ダクト能力 650Nm3/h以上1,300Nm3/h以下 410Nm3/h以上865Nm3/h以下

必要静圧（この機器の設置による排気ダクトの圧力損失） 6mmH2O（排気量650m3/hのとき） 3mmH2O（排気量410m3/hのとき）

低圧損のHPフードを搭載し排気ガスと空気を混同することで50℃以下の排
気温度におさえます。HPフード内部で排気温度が下げられない場合は、機器
の運転を停止するので、排気ダクトの防火ダンパの誤作動を防ぎます。また、
ダクト中から落下する油分が給湯器内部に入らない構造で安全です。

不完全燃焼防止装置
（COセンサー）付き

COセンサー（一酸化炭素濃度
検出装置）付き
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