
一般地向け 11年度 三菱エコキュート ラインアップ

配管洗浄

インターホンタイプ

インターホンタイプ

リ
モ
コ
ン

屋
内
／
屋
外
兼
用

屋
外
専
用

ベーシックタイプ 給湯専用リモコン

WUXPシリーズシリーズ

タンク
容量

外形寸法
高さ×幅×奥行（mm）
貯湯ユニット

WUPシリーズ WUXシリーズ WXシリーズ WUシリーズ Wシリーズ Cシリーズ Nシリーズ

減圧弁
追いだき・自動たし湯・自動保温

自動湯はり
3階湯はり※
サブリモコン

550L
主に5～7人

460L
主に4～5人

430L
主に4～5人

370L
主に3～4人

370L
主に3～4人

（薄型タイプ）

（薄型タイプ）

460L
主に5～7人

370L
主に3～4人

2100×700×825
ヒートポンプユニット
715×809×300
貯湯ユニット
2170×630×760
ヒートポンプユニット
715×809×300
貯湯ユニット
2170×1120×430
ヒートポンプユニット
715×809×300
貯湯ユニット
1830×630×760
ヒートポンプユニット（プレミアム）
715×809×300
ヒートポンプユニット（上記以外）
638×800×285
貯湯ユニット
1900×1120×430
ヒートポンプユニット
638×800×285
貯湯ユニット
2170×630×760
ヒートポンプユニット
715×809×300
貯湯ユニット
1800×700×825
ヒートポンプユニット
715×809×300
貯湯ユニット
1830×630×760
ヒートポンプユニット
638×800×285

■一般地・寒冷地専用リモコン

SRT-HP55WUX6
希望小売価格 円1,013,250

（税抜価格 円）965,000

SRT-HP55WX6
希望小売価格 円960,750
（税抜価格 円）915,000

SRT-HP55WU6
希望小売価格 円981,750
（税抜価格 円）935,000

SRT-HP55W6
希望小売価格 円929,250
（税抜価格 円）885,000

SRT-HP55N6
希望小売価格 円819,000
（税抜価格 円）780,000

SRT-HP46WUXP6
希望小売価格 円960,750
（税抜価格 円）915,000

SRT-HP46WUP6
希望小売価格 円929,250
（税抜価格 円）885,000

SRT-HP46WUX6
希望小売価格 円908,250
（税抜価格 円）865,000

SRT-HP46WX6
希望小売価格 円855,750
（税抜価格 円）815,000

SRT-HP46WU6
希望小売価格 円876,750
（税抜価格 円）835,000

SRT-HP46W6
希望小売価格 円824,250
（税抜価格 円）785,000

SRT-HP46C6
希望小売価格 円740,250
（税抜価格 円）705,000

SRT-HP46N6
希望小売価格 円714,000
（税抜価格 円）680,000

SRT-HP43WUZ6
希望小売価格 円950,250
（税抜価格 円）905,000

SRT-HP43WZ6
希望小売価格 円897,750
（税抜価格 円）855,000

SRT-HP37WUXP6
希望小売価格 円876,750
（税抜価格 円）835,000

SRT-HP37WUP6
希望小売価格 円845,250
（税抜価格 円）805,000

SRT-HP37WUX6
希望小売価格 円824,250
（税抜価格 円）785,000

SRT-HP37WX6
希望小売価格 円771,750
（税抜価格 円）735,000

SRT-HP37WU6
希望小売価格 円792,750
（税抜価格 円）755,000

SRT-HP37W6
希望小売価格 円740,250
（税抜価格 円）705,000

SRT-HP37C6
希望小売価格 円656,250
（税抜価格 円）625,000

SRT-HP37N6
希望小売価格 円630,000
（税抜価格 円）600,000

SRT-HP37WUZ6
希望小売価格 円866,250
（税抜価格 円）825,000

SRT-HP37WZ6
希望小売価格 円813,750
（税抜価格 円）775,000

SRT-HP46WDM6
希望小売価格 円845,250
（税抜価格 円）805,000

SRT-HP46WD6
希望小売価格 円834,750
（税抜価格 円）795,000

SRT-HP37WUD6
希望小売価格 円803,250
（税抜価格 円）765,000

RMC-D6SE

希望小売価格 円42,000
（税抜価格 円）40,000

RMC-6SE RMC-N6

SRT-HP37WD6
希望小売価格 円750,750
（税抜価格 円）715,000

RMC-D6SE
給湯専用リモコン

希望小売価格 円15,750
（税抜価格 円）15,000

RMC-N6
ベーシックタイプ

希望小売価格 円31,500
（税抜価格 円）30,000

RMC-6SE

台所リモコン 浴室リモコン 台所リモコン 浴室リモコン

サブリモコン

希望小売価格 円15,750
（税抜価格 円）15,000

RMC-KZ6

バブルおそうじ 注水洗浄（手動） バブルおそうじ 注水洗浄（手動）
ハイパワー給湯タイプ 280kPa 高圧力 170kPa 高圧力 170kPaハイパワー給湯タイプ 280kPa

追いだき・自動たし湯・自動保温
自動湯はり

3階湯はり※ 3階湯はり※
サブリモコン

下記価格は本体（貯湯ユニット＋ヒ
ートポンプユニット）のみの価格で
す。ご使用にあたりましては別売リ
モコンが別途必要になります。

★ ★ ★

★

★

★★

★★

★

★

受注生産
エマスト

受注生産
エマスト

受注生産
エマスト

受注生産
エマスト

※3階湯はりには、3階湯はり用水位センサー（GT-A03F）が必要です。　　　  はエマージェンシーストップ機能の略称です（屋内／屋外兼用型）。貯湯ユニットを屋内に設置する場合にはこちらをお選びください。　　　 は受注後、1.5ヶ月程度かかります（詳しい納期については販売店または当社営業窓口にお問い合わせください）。
★印の機種は標準タイプの希望小売価格より40,000円高（税抜）で耐塩害仕様（形名の末尾が-BSになります）も受注生産にて承ります。納期はご注文後、約1.5ヶ月かかります。　★印の機種は標準タイプの希望小売価格より70,000円高（税抜）で耐重塩害仕様（形名の末尾が-BSGになります）も受注生産にて承ります。納期はご注文後、約3ヶ月か
かります。　＊この紙面に掲載の商品の価格には配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

エマスト 受注生産

2011年10月発売予定（430L／370L薄型タイプは12月発売予定）
＊写真は脚部カバー（別売）を取り付けた状態です。

プレミアムタイプ プレミアムタイプ

ハイパワー
給湯

真  空
断熱材

高効率
HPU

バブル
おそうじ

ハイパワー
給湯

真  空
断熱材

高効率
HPU

ハイパワー
給湯

ハイパワー
給湯

バブル
おそうじ

バブル
おそうじ

460L
主に3～4人
（ローボディ）
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寒冷地向け コンパクトエコキュート

大容量連結タイプ

11年度 三菱エコキュート ラインアップ

配管洗浄
減圧弁

追いだき・自動たし湯・自動保温
自動湯はり
3階湯はり※
サブリモコン

インターホンタイプ

■一般地・寒冷地専用リモコン ■コンパクトエコキュート専用リモコン ■大容量連結タイプ
　専用リモコン

希望小売価格 円42,000
（税抜価格 円）40,000

RMC-D6SE

給湯専用リモコン

希望小売価格 円15,750
（税抜価格 円）15,000

RMC-N6
ベーシックタイプ

希望小売価格 円31,500
（税抜価格 円）30,000

希望小売価格 円26,250
（税抜価格 円）25,000

RMC-6SE

台所リモコン 浴室リモコン

インターホンタイプ

希望小売価格 円42,000
（税抜価格 円）40,000

RMC-ESD4
希望小売価格 円15,750
（税抜価格 円）15,000

RMC-GEN5

台所リモコン 浴室リモコン

インターホンタイプ

＊オープン価格

RMC-ESCD4
サブリモコン

希望小売価格 円15,750
（税抜価格 円）15,000

RMC-ESKZ4
サブリモコン

希望小売価格 円15,750
（税抜価格 円）15,000

RMC-KZ6

バブルおそうじ 注水洗浄（手動）
ハイパワー給湯タイプ 280kPa ハイパワー給湯タイプ 280kPa高圧力 170kPa 高圧力 170kPa

追いだき・自動たし湯・自動保温
自動湯はり

減圧弁
追いだき・自動たし湯・自動保温

自動湯はり

高圧力 220kPa 高圧力 170kPa
追いだき・自動たし湯・自動保温

自動湯はり

3階湯はり※
サブリモコン

下記価格は本体（貯湯ユニット＋ヒ
ートポンプユニット）のみの価格で
す。ご使用にあたりましては別売リ
モコンが別途必要になります。

※3階湯はりには、3階湯はり用水位センサー（GT-A03F）が必要です。　　　 はエマージェンシーストップ機能の略称です（屋内／屋外兼用型）。貯湯ユニットを屋内に設置する場合にはこちらをお選びください。　　　 は受注後、
1.5ヶ月程度かかります（詳しい納期については販売店または当社営業窓口にお問い合わせください）。★印の機種は標準タイプの希望小売価格より40,000円高（税抜）で耐塩害仕様（形名の末尾が-BSになります）も受注生産にて承
ります。納期はご注文後、約1.5ヶ月かかります。　★印の機種は標準タイプの希望小売価格より70,000円高（税抜）で耐重塩害仕様（形名の末尾が-BSGになります）も受注生産にて承ります。納期はご注文後、約3ヶ月かかります。
＊この紙面に掲載の商品の価格には配送・設置調整・据付工事などの費用は含まれておりません。

エマスト 受注生産

インターホンタイプリ
モ
コ
ン

屋
内
／
屋
外
兼
用

屋
外
専
用

ベーシックタイプ 給湯専用リモコン

WUXシリーズシリーズ

タンク
容量

外形寸法
高さ×幅×奥行（mm）
貯湯ユニット

WXシリーズ WUシリーズ Wシリーズ Nシリーズ

550L
主に5～7人

460L
主に4～5人

370L
主に3～4人

550L
主に5～7人

460L
主に4～5人
（ローボディ）

370L
主に3～4人

2100×700×825
ヒートポンプユニット
715×809×300
貯湯ユニット
2170×630×760
ヒートポンプユニット
715×809×300
貯湯ユニット
1830×630×760
ヒートポンプユニット
715×809×300
貯湯ユニット
2100×700×825
ヒートポンプユニット
715×809×300

貯湯ユニット
1800×700×825
ヒートポンプユニット
715×809×300

460L
主に4～5人

貯湯ユニット
2170×630×760
ヒートポンプユニット
715×809×300

貯湯ユニット
1830×630×760
ヒートポンプユニット
715×809×300

SRT-HPK55W6
希望小売価格 円971,250
（税抜価格 円）925,000

SRT-ES18W4
希望小売価格 円690,900
（税抜価格 円）658,000

SRT-ES18WD4
希望小売価格 円711,900
（税抜価格 円）678,000

SRT-ESK18WD4
希望小売価格 円753,900
（税抜価格 円）718,000

SRT-ES20CD4
＊オープン価格

SRT-HPK46WX6
希望小売価格 円897,750
（税抜価格 円）855,000

SRT-HPK46W6
希望小売価格 円866,250
（税抜価格 円）825,000

SRT-HPK37WX6
希望小売価格 円813,750
（税抜価格 円）775,000

SRT-HPK37W6
希望小売価格 円782,250
（税抜価格 円）745,000

SRT-HPK55WDX6
希望小売価格 円1,013,250
（税抜価格 円）965,000

SRT-HPK55WD6
希望小売価格 円981,750
（税抜価格 円）935,000

SRT-HPK46WUDX6
希望小売価格 円960,750
（税抜価格 円）915,000

SRT-HPK46WDX6
希望小売価格 円908,250
（税抜価格 円）865,000

SRT-HPK46WUD6
希望小売価格 円929,250
（税抜価格 円）885,000

SRT-HPK46WD6
希望小売価格 円876,750
（税抜価格 円）835,000

SRT-HPK46ND6
希望小売価格 円787,500
（税抜価格 円）750,000

SRT-HPK46WDM6
希望小売価格 円887,250
（税抜価格 円）845,000

SRT-HPK37WUDX6
希望小売価格 円876,750
（税抜価格 円）835,000

SRT-HPK37WDX6
希望小売価格 円824,250
（税抜価格 円）785,000

SRT-HPK37WUD6
希望小売価格 円845,250
（税抜価格 円）805,000

SRT-HPK37WD6
希望小売価格 円792,750
（税抜価格 円）755,000

SRT-HPK37ND6
希望小売価格 円703,500
（税抜価格 円）670,000

RMC-D6SE
RMC-6SE RMC-N6

＊写真は脚部カバー（別売）を取り付けた状態です。

＊写真は脚部カバー（別売）を
　取り付けた状態です。

ESシリーズシリーズ

タンク
容量

外形寸法
高さ×幅×奥行（mm）

貯湯ユニット

177L
主に2～4人

205L
主に2～4人

1830×430×630
ヒートポンプユニット
638×800×285

貯湯ユニット
1830×430×630
ヒートポンプユニット
715×809×300
貯湯ユニット
1250×630×760
ヒートポンプユニット
638×800×285

★★

★

★

★ ★

受注生産
エマスト

受注生産
エマスト

受注生産
エマスト

受注生産
エマスト

受注生産
エマスト

受注生産
エマスト

受注生産
エマスト

エマスト

受注生産
エマスト

受注生産
エマスト

エマスト

エマスト

エマスト

エマスト

エマスト

エマスト

SRT-GE55N5
希望小売価格 円1,260,000
（税抜価格 円）1,200,000

SRT-GE55NS5
希望小売価格 円1,260,000
（税抜価格 円）1,200,000

高温・混合給湯仕様 混合のみ給湯仕様シリーズ

タンク
容量

外形寸法
高さ×幅×奥行（mm）
貯湯ユニット

550L 2100×700×825
ヒートポンプユニット
715×809×300

★★ ★★

2011年10月発売予定

集合住宅向け（300L）

SRT-HP30WD5

タンク
容量

外形寸法
高さ×幅×奥行（mm）
貯湯ユニット

300L 1800×600×650
ヒートポンプユニット
638×800×285

■集合住宅向け専用リモコン
インターホンタイプ

希望小売価格 円42,000
（税抜価格 円）40,000

RMC-D5SE

台所リモコン 浴室リモコン

ベーシックタイプ

RMC-5SE
サブリモコン

希望小売価格 円15,750
（税抜価格 円）15,000

RMC-KZ5

リモコン RMC-ESD4 RMC-ESCD4

希望小売価格 円708,750
（税抜価格 円）675,000

受注生産
エマスト

寒冷地向け（屋内専用）

集合住宅向けローボディ（屋内／屋外兼用）

屋外設置 屋外設置

集合住宅向け（屋内／屋外兼用）

戸建住宅向け（屋外専用）

ハイパワー
給湯

バブル
おそうじ

ハイパワー
給湯

バブル
おそうじ


