
■電化でナイト・セレクト
■季時別電灯（通電制御型）
■時間帯別電灯（通電制御型）
■ピークシフト電灯（通電制御型）

高圧力型

システム品番

貯湯ユニット品番

ヒートポンプユニット品番

YU37NRH-SF09（タンク容量：370L）
YTS37NL22

YHD45N16

□

●保証書は「お買い上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ
て、販売店（据付工事店）からお受け取りください。
●この給湯機は『電化でナイト・セレクト』、『季時別電灯契約』、
『時間帯別電灯契約』、『ピークシフト電灯契約』専用です。
『深夜電力Ｂ契約』ではご使用になれません。

このたびは、ユノカエコキュートをお買い上げいただき、まことにあ
りがとうございました。
ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、ただしく
お使いください。そのあとは、必要なときにいつでもお読みになれる
よう大切に保管してください。

YNKSFA-2206

システム品番

貯湯ユニット品番

ヒートポンプユニット品番

YU46NRH-SF10（タンク容量：460L）
YTS46NL22

YHD60N16

□

●お買い上げいただいた給湯機の品番チェック欄『□』に
　チェックし、修理等のお問い合わせの際にご利用ください。
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給湯機の湯沸かしモードを設定する
深夜のみを設定する
お湯をたくさん使う（沸き増し）
最低貯湯量を設定する（自動沸き増し）
ピークカット設定をする

……………………………16夜間時間帯を変更する
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電気料金プランを確認する



■「電化でナイト・セレクト/季時別電灯/時間帯別電灯/ピークシフト電灯」（通電制御型）
（24時間通電）

19



●時刻/空気抜き運転/深夜のみ/ピークカット
　夜間時間帯の設定が出来ます。
　（→9・10・12・15・16ページ）

●時刻/空気抜き運転/深夜のみ/ピークカット
　夜間時間帯の設定時に選択した内容を確定
　します。　（→9・10・12・15・16ページ）







手動での解除を行なうか、夜間時間帯終了時刻
になると解除されます。



設定

確定

湯沸 沸増

確定

湯沸 沸増

夜間時間帯を変更する
夜間時間帯は各電力会社の電気料金プランによって異なりますので、ご契約される電気料金
プランにあった時刻に設定してください。

2

1

でメニュー番号を６に合わせ

お知らせ

3

＜表示内容＞

＜表示内容＞

を押す

を押す

で開始時刻を選択し、

＜表示内容＞

を押す

通常時の表示のときにお買い上げ時の設定
　開始時刻………23:00
　終了時刻………  7:00

※設定ボタンを押すことでメニュー番号を選択できます。

●開始時刻・終了時刻は１時間単位での設定です。
●終了時刻は開始時刻から１２時間を超えて設定
　できません。
●夜間時間変更中に「設定」を押すと、設定変更せ
ずに元の画面に戻ります。
●夜間時間変更中に６０秒以上ボタン操作がされ
　ないときは、設定変更せずに元の画面に戻りま
　す。
●変更した時刻がご契約されている電気料金プラン
　と合っていないと、電気料金が割高になる場合が
　あります。
●変更した開始時刻と終了時刻の時間差が小さい
　と、全量沸き上がらない場合があります。

沸増エラー

操作部

全量（長押し）

確定 沸増

湯沸設定

確定

湯沸 沸増4 で終了時刻を選択し、

＜表示内容＞

を押す

●ご契約されている電気料金プランについては
ご契約の電力会社にお問い合わせください。

お願い
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[JIS C 9220:2018に基づく表示]

YU37NRH-SF09 YU46NRH-SF10

15A 16A

3.2 3.2

YTS37NL22 YTS46NL22
370L 460L

幅 650mm 650mm
奥行 708mm(操作カバー部+15mm) 708mm(操作カバー部+15mm)
高さ 1,860mm 2,200mm

64kg(434kg) 74kg(534kg)

YHD45N16 YHD60N16
4.5kW/0.970kW 6.0kW/1.325kW

6.00A 7.20A
4.5kW/1.500kW 6.0kW/2.000kW

幅 820mm(カバー部+80mm) 820mm(カバー部+80mm)
奥行 300mm 300mm
高さ 650mm 650mm

48kg 50kg
51dB/58dB 53dB/58dB

CO2(0.675kg) CO2(0.725kg)

[JIS C 9220:2011に基づく表示]省エネルギー法に基づく区分名及び年間給湯効率と運転音(音圧レベル)
YU37NRH-SF09 YU46NRH-SF10

3.2 3.2
区分名 19 19

※1

家庭用ヒートポンプ給湯機は、2011年2月制定のJIS C 9220:2011"家庭用ヒートポンプ給湯機"に基づく性能表示から、2018年3月改正の
JIS C 9220:2018に基づく性能表示になりました。運転音の表示が『音圧レベル』から『音響パワーレベル』に変わりました。

名　　　称 自然冷媒CO2家庭用ヒートポンプ給湯機　給湯専用タイプ(かんたんエコキュート)

85℃

仕向地 次世代省エネ基準Ⅳ地域以南 ※2

「電化でナイト・セレクト/季時別電灯/ピークシフト電灯」対応通電制御型

最大電流
単相 200V(50/60Hz)

約65℃～85℃シ
ス
テ
ム

品番
適用電力制度
定格電圧

沸き上がり温度
冬期最高沸き上げ温度

質量

運転音(音響パワーレベル)(中間期※5/冬期※6)※7

種類 屋外

冷媒名(封入量)

タンク容量
定格消費電力(制御用)

年間給湯効率（JIS）は、日本工業規格であるJIS C 9220の評価に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及
び保温熱量を表したものです。
着霜期高温条件：外気温（乾球温度／湿球温度）2℃／1℃、水温5℃、沸き上げ温度85℃
冬期給湯モード条件時の沸き上げ温度69℃（460Lは65℃）
着霜期給湯モード条件時の沸き上げ温度72℃（460Lは67℃）
算出条件：沸き上げ設定「省エネ」、深夜のみ：「通常」、最低貯湯量：「50L」で測定した値であり、実際には地域条件・各種設定やご利用条件により

夜間消費電力量比率とは、上記条件下でヒートポンプ給湯機を1日運転した時の総消費電力に対する夜間電力量の比率です。

システム品番

給水配管口・給湯配管口・排水配管口:R3/4、ヒートポンプ配管口:R1/2
タンク材質

190kPa（減圧弁設定圧力:170kPa)

屋内・屋外兼用
上部振れ止め金具

付属部品

ヒ

ト
ポ
ン
プ
ユ
ニ

ト

貯
湯
ユ
ニ

ト

貯湯ユニット品番

配管口径

年間給湯保温効率

85℃

80%

着霜期高温沸き上げ温度

年間給湯効率(JIS) ※1

夜間消費電力量比率※1

使用水 水道水(井戸水、温泉水は使用不可)
安全装置 漏電しゃ断器、缶体保護弁

-10℃
配管口径 ヒートポンプ配管口:R1/2

外形寸法

5W
ステンレス鋼板

外形寸法

中間期標準加熱能力/消費電力※4※5

中間期標準運転電流

付属部品
ヒートポンプユニット品番

冬期高温加熱能力/消費電力※3※4※6

設置可能最低外気温度

最高使用圧力

質量（満水時）
据付場所

設計圧力(高圧/低圧) 14.0/8.5MPa

運転音（音圧レベル）

ヒートポンプユニット(中間期※5/冬期※6)※8 38dB/43dB 40dB/45dB

ドレンニップル

20

20

※2 次世代省エネ基準Ⅳ地域：主に関東、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州北部など。
また、最低気温が-5℃を下回る地域では、機器の性能を十分に発揮できないことがあります。

※3 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。
※4 沸き上げ終了直前では加熱能力が低下することがあります。
※5 動作条件：外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸き上げ温度65℃
※6 動作条件：外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度85℃
※7 運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲環境により異なります。

2018年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル（騒音レベル）」はJIS改正で定めたある1点で測定したものでしたが、今
回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、表示を開
始しました。製品の運転音が大きくなった訳ではありません。詳しくは、一般社団法人日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
（http://www.jraia.or.jp)

※8 運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなります。

区分 基準エネルギー
消費効率

3.2

区分名 想定世帯 貯湯容量 仕様 保温機能 貯湯缶数

19 標準 320L 以上
550L 未満

寒冷地
仕様以外 無 一缶

【2017 目標年度省エネ基準について】
区分 基準エネルギー

消費効率

3.5

区分名 想定世帯 貯湯容量 仕様貯湯缶数

E 標準 320L 以上
550L 未満

寒冷地
仕様以外一缶

【2025 目標年度省エネ基準について】

　　　　　　 異なります。

E区分名（2025目標年度省エネ基準）


