
ソーラー給湯システム 

自然循環式･強制循環式 

私たちは創業1944年。日本で最も長い歴史を持つ、 

太陽熱利用システム専門メーカーです。 

since1944 



型式 250S型 250SFD型 
特徴 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

実績No.1のロングセラー 

様々な屋根に設置可能。冬場

の低い日射を効率良く受ける

ため、受熱面の角度をあげる

架台が標準装備されている。 

 

 

 

 

 

架台不要で屋根すっきり 

屋根に直接設置するタイプ。

高効率湯沸かしのフロート採

湯方式など、高性能＆低コス

ト実現。 

機種 250S-3 250S-4 250SFD-3 250SFD-4 

集熱面積 3㎡ 4㎡ 3㎡ 4㎡ 

貯湯量 230L 

本体価格 ¥319,000 ¥374,000 ¥275,000 ¥313,500 

220L 

自然循環式太陽熱温水器 
Solar Water Heater 

太陽熱集熱器 

給水 

給湯 

断熱材 
貯湯槽 

受熱板 

※10%税込 

型式 200SUP-VH20型 
集熱面積 2.5㎡(真空管20本） 

貯湯量 170L 

本体価格 ¥363,000（税込） 

真空管式太陽熱温水器 NEW 

   ↑↑ 

太陽熱でお湯が沸騰

する動画を紹介中！ 

※10%税込 

Made in China 

仕様、価格は予告なく変更になることがあります。 

ウレタン50㎜ 従来品の3倍断熱 

水道直結で二階のシャワーもＯＫ！ 

真空管とヒートパイプで高温集熱 

ﾋｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 
真空管 

密閉タンク 

陸屋根架台付き※屋根置き架台は別途オプション 



●仕様表 

蓄熱槽 

品番  CSTP305     CSTP372 

貯湯量 300 L 370 L 
満水時重量  378kg 446.5kg 

外形寸法 
(mm) 

300L 
370L 

幅594×奥行718×高1,841 
幅671×奥行781×高1,753  

最高使用圧力  294kPa 245kPa 

貯湯タンク  SUS444   
循環ポンプ   
（60/50Hz） 

出力 5 L/minー13.4/10.2揚程  

消費電力 150/110W  
安全装置  不凍液不足に対し、運転停止   

電源  AC100V   
 

配管径   

給水 

給湯 
Rc 3/4 
Rc 3/4  

排水 Rc 3/4   
ｺﾚｸﾀｰ接続 Rc 1/2   

太陽熱集熱器 

品番 ＣＳＣ２Ｃ 

集熱面積 2.04㎡ 

保水量 1.5 L 
満水重量 36.5kg 

外形寸法(mm) 幅1,020×長2,002×厚72 

透明板 3.2mm強化ガラス 

集熱体 アルミニウム受熱板 

背面断熱材 グラスウール 

枠材 ステンレス鋼板 

接続口径 銅管3/4B（20A） 

強制循環式ソーラーシステム 
Forced circulation system 

機種 CSC306 CSC308 CSC3710 

貯湯量 300 L 300 L 370 L 
集熱器 3面/6.12㎡ 4面/8.16㎡ 5面/10.2㎡ 

架台 

本体セット価格 ¥807,400 ¥924,000 ¥1,050,500 

直 置 き  

特徴① －40℃でも凍らない 
ソーラーシステムの故障の原因となる凍結をなくし

ました。ＣＳＣの不凍液システムなら－４０℃でも

大丈夫。翌朝、日が昇れば元気に活動再開です。 
 

特徴② 腐らない。もちろん水も汚れない 
しっかり保温されたモリブデンフェライトステンレス製貯湯槽。腐食

の心配はなく、清掃はいっさい無用、水道水と不凍液が混ざる心配も

ありません。  
 

特徴③ 雨が降ってもお湯が出る 
３００㍑の貯湯槽いっぱいのお湯が沸きあがっていればと

ても使い切れません。雨が降っても昨日の残りが今日の台

所やお風呂に使えます。 
 

特徴④ 屋根に優しい 
ＣＳＣシステムでは重いタンクは地上置き。 

屋根に乗せるコレクターは、満水でも１面たった３７㎏と軽量で、屋

根に負担をかけません。 
 

特徴⑤ 屋根一体型集熱器も可能 
新築･増改築なら、屋根に組込む方式で、外

観すっきり、屋根一体型が選べます。集熱器

が瓦の役割をします。 

※10%税込 

太陽熱集熱器 

蓄熱槽 

表示器 

熱交換器 

安全弁 

減圧弁 

業務用施設で連結設置 ワイヤレス施工でスッキリ 重塩害地用の特注タンク 水は災害時の生活水に使用可能 

●設置例 



*タンク ① 250型 ② 250SFD型 

外形寸法(mm) 幅2,007×長487×高565 幅2,006×長541×高610 

貯湯容量 230 L 220 L 

重量 
貯湯槽 32 kg 35 kg 

標準架台 10 kg - 

 

各部

材質 

内装材 超高分子量ポリエチレン   

保温材 発泡スチロール   

外装材 ステンレス、その他    

給水/給湯 G 1/2  /  Rc 1/2   

*集熱器 A. 1.5m2 B. 2.0m2 

外形寸法 (mm) 幅1,020×長1,582×高70 幅1,020×長2,002×高70 

集熱面積 1.61m2 2 .04m2 

重量 集熱器 33 kg 41 kg 

各部 

材質 

受熱板 ステンレス  

透明板 半強化ガラス  

外装材 ステンレス、その他  

●仕様表 

集熱器CSC2C 

●寸法 (mm） 

250SFD-3 

250S-4 

本社 〒472-0037 愛知県知立市栄2-33 
phone 0566-81-2262 fax 0566-81-0026 
E-mail：office@chiryuheater.jp 
Web Site：http://www.chiryuheater.jp   

株式会社 

蓄熱槽CSTP305 蓄熱槽CSTP372 

2103P600 

200SUP-VH20 
集熱面積 2.5 m2（真空管 20本） 

貯湯量 170 L 

タンク材質 SUS 

タンク断熱 発泡ウレタン  

総重量 270kg（満水時） 


