小型電気温水器

住宅向け

ed警告

第D種接地工事
（アース工事）を必ず行ってください。
設置場所の電源経路に漏電遮断器が設置されて
いない場合は必ず漏電遮断器を設けてください。

洗面用

給湯機器

洗面用

トイレ手洗用

2年
保証

排水器具

不要

電源プラグ

電源プラグ

電源プラグ

アース線タイプ

アース線タイプ

アース線タイプ

タンク容量

タンク容量

1.5ℓ

EHPN-T1N1

K`

本体価格

￥51,800

先止め 減安弁 排水器具 組合せ
式 内蔵 不要 条件付きで可

自動水栓

固定金具（床用・壁用）、排水ビニールホース

■その他の別売部品
プラグ型漏電遮断器：GR-XB ・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,500
自動水栓接続継手（単水栓用）
：EFH-CB1 ・・￥6,800
ウィークリータイマー：EFH-TM2 ・・・・・・・・・・・・￥37,500
タイマー連結ユニット：EFH-TMA2 ・・・・・・・・・・￥26,500
■仕様
品番
本体寸法（突出部寸法含む）
電源電圧

EHPN-T1N1
幅180×奥行157×高さ378㎜
AC100V（50/60Hz）

消費電力
本体質量（満水時）
タンク容量
わきあがり温度
連続出湯時間
わきあがり時間（15→39℃）
出湯温度
標準出湯量※1

490W
約5.2kg
（約6.7kg）
1.5ℓ
約39℃
約12秒（5ℓ/分出湯）
約5分
約39℃
約1ℓ

※1：水温15℃、出湯温度38℃、出湯量4ℓ/分の標準条件で一度に使
用できる湯量。

自動単水栓AM-90(100V)とのセットが可能です
■EHPN-T1N1とEFH-CB1の自動水栓の組合せ方
座付きソケットとニップル、
ニップルと自動水栓の止水栓
の接続はシールテープと配管
用接着剤の併用等で確実に
シールすること。ネジの取付
け方向に注意する。

化粧キャビネット、PB壁等に
取付ける場合は補強用の合
板を現場手配する

タンク容量

K`

EHPN-F6V1（65）
￥56,800
EHPN-F6V1（80） 本体価格 ￥57,200
EHPN-F6V1（100） 本体価格 ￥57,400
（

本体価格

）は給水フレキホースの長さ［cm］です。

■必要な排水器具との組合せ
洗面用キャビネットで、トラップ以降の排水管がφ32樹脂製のジャバラの場合

セット品番：EHPK-F6V1
（65） ￥64,800
本
体：EHPN-F6V1
（65）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥56,800
排水器具：EFH-4K ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥8,000
※Pトラップの場合、条件を満たせばEFH-4 ＋ LF-222PA
（MB
品目￥1,250）
で対応可能です。

洗面用カウンターで排水φ32のSトラップの場合

セット品番：EHPS-F6V1
（65） ￥62,800
本
体：EHPN-F6V1
（65）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥56,800
排水器具：EFH-4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥6,000
※Pトラップの場合、条件を満たせば対応可能です。

手洗用カウンターで排水φ25のSトラップの場合

セット価格

￥65,800

本
体：EHPN-F6V1
（65）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥56,800
排水器具：EFH-4-25 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥9,000
※Pトラップの場合は対応できません。

2温度 先止め 排水器具 自動水栓
組合せ
設定 式 必要 条件付きで可

■本体付属品（同梱・同送部品）

床固定金具、排水ビニールホース、給水分岐継手、
給水ホース、排水器具
（セット手配品番の場合のみ同送）

■その他の別売部品
プラグ型漏電遮断器：GR-XB ・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,500
固定脚セット※1：EFH-DA1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,100
自動水栓接続継手：FH-K1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥9,500
減圧弁・安全弁セット※2：FH-1E・・・・・・・・・・・・・￥6,900
固定金具：EFH-KK1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,200
排水ホース：EFH-1M ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥500
L型接続継手：EFH-HK1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,300
ウィークリータイマー：EFH-TM2 ・・・・・・・・・・・・￥37,500
タイマー連結ユニット：EFH-TMA2 ・・・・・・・・・・￥26,500

※1：カウンター下設置の場合
※2：給水圧力が0.5MPaを超える場合
※給水ホースは本体付属品
（別梱包）
です。

■仕様

座付きソケット
G1/2
R1/2

EHPN-F6V1（65/80/100）
本体寸法（突出部寸法含む） 幅180×奥行232×高さ400㎜
電源電圧
AC100V（50/60Hz）
品番

現場手配部材のパッキンとステン
レスフレキシブル管

消費電力

ニップル

EHPN-T1N1の出湯口への接続

単水栓との組合せ専用です。
● 飲料用としてのご使用はできません。
●

本体質量（満水時）
タンク容量
わきあがり温度
わきあがり時間
（15→85℃）
出湯温度
標準出湯量※1

450W
約4.5kg
（約10.5kg）
6ℓ
約60℃または85℃
約65分

わきあがり切替え温度
約9.5ℓ（60℃）
・約14.5ℓ（85℃）

13ℓ

K`

EHPN-F13N1

本体価格

￥61,500

■必要な排水器具との組合せ
洗面用キャビネットで、トラップ以降の排水管がφ32樹脂製のジャバラの場合

セット品番：EHPK-F13N1

￥69,500

本
体：EHPN-F13N1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥61,500
排水器具：EFH-4K ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥8,000
※Pトラップの場合、条件を満たせばEFH-4 ＋ LF-222PA
（MB
品目￥1,250）
で対応可能です。

洗面用カウンターで排水φ32のSトラップの場合

セット品番：EHPS-F13N1

￥67,500

本
体：EHPN-F13N1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥61,500
排水器具：EFH-4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥6,000
※Pトラップの場合、条件を満たせば対応可能です。
排水器具 組合せ
先止め 減圧弁
安全弁
式 付属 必要 条件付きで可

自動水栓

・

■本体付属品（同梱・同送部品）

床固定金具、排水ビニールホース、
排水器具
（セット手配品番の場合のみ同送）

■その他の別売部品
プラグ型漏電遮断器：GR-XB ・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,500
固定脚セット※1：EFH-DA1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,100
自動水栓接続継手：FH-K1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥9,500
固定金具：EFH-KK1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥4,200
排水ホース：EFH-1M ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥500
ウィークリータイマー：EFH-TM2 ・・・・・・・・・・・・￥37,500
タイマー連結ユニット：EFH-TMA2 ・・・・・・・・・・￥26,500

※1：カウンター下設置の場合

■仕様
品番

EHPN-F13N1

本体寸法
（突出部寸法含む） 幅286×奥行347×高さ370㎜
電源電圧
AC100V（50/60Hz）
消費電力
450W
本体質量
（満水時）
タンク容量
わきあがり温度
わきあがり時間
（15→77℃）
出湯温度
標準出湯量※1

約7.7kg
（約20.7kg）
13ℓ
約77℃
約125分
約77℃
約24ℓ

※1：水温15℃、出湯温度38℃、出湯量4ℓ/分の標準条件で一度に使
用できる湯量。

※わきあがり温度を50℃、60℃に設定した商品もご用意しております。
品番：＊EHPN-F13N1
（50ドタイオウ）
、
＊EHPN-F13N1
（60ドタイオウ）
単水栓との組合せはできません。必ず湯水混合できる先止め
式水栓金具と組み合わせ、水を混ぜてお使いください。高温の
湯が出てヤケドの原因になります。
● 機器内に長時間滞留していた水※は、飲用に用いず雑用水と
してお使いください。
※長時間滞留していた水となる目安：1日に、洗面でお湯を5回以上使わなかった
場合
（1日のお湯の使用量がバケツ3 杯程度以下）
●

※1：水温15℃、出湯温度38℃、出湯量4ℓ/分の標準条件で一度に使用できる湯量。
※わきあがり温度を50℃に設定した商品も用意しております。
品番：＊EHPN-F6V1
（50ドタイオウ）
この場合、必ず給水フレキホースを別途手配してくだ
さい。詳しくはP.894をご覧ください。

単水栓との組合せはできません。必ず湯水混合できる先止め
式水栓金具と組み合わせ、水を混ぜてお使いください。高温の
湯が出てヤケドの原因になります。
● 機器内に長時間滞留していた水※は、飲用に用いず雑用水と
してお使いください。※長時間滞留していた水となる目安：1日に、洗面でお湯
を3回以上使わなかった場合
（1日のお湯の使用量がバケツ1.5 杯程度以下）
●

● 器具の電源プラグはアース線タイプになっています。
コンセントは
「アースターミナル付接地極付コンセント」
をご使用ください。すでにアースターミナルのない接地極付コンセントが施設されている場合は、
コンセント

を付けかえていただくか、それが不可能な場合は別途アースターミナル付変換アダプタ
（定格AC125V15A／参考：松下電工品番WH2881P）
で接続してください。詳しくはP.7をご参照ください。

機能ページ 図面集ページ

K CAD部品データ有

` 画像データ有

ご購入の前にご確認ください。
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本文中の表示価格は税別価格です。
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■本体付属品（同梱・同送部品）

6ℓ

