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（リ本 No.1213） 
2012 年 8 月 9 日 
三菱電機株式会社 

 
業界初、「ホットあわー」と「バブルおそうじ」の 2 種類のマイクロバブル 

「三菱エコキュート HP シリーズ｣ 新商品発売のお知らせ 
 

 三菱電機株式会社は、入浴時には直径約 0.01mm のマイクロバブル（気泡）が身体全体を包み

こむ「ホットあわー」と入浴後は直径約 0.1mm のマイクロバブル（気泡）が風呂配管を自動洗浄

する「バブルおそうじ」の 2 つの機能を業界で初めて※1搭載したプレミアムタイプ 4 機種を含む 
「三菱エコキュート※2HP シリーズ」の新商品計 73 機種を 9 月 25 日から順次発売します。 

※1：2012 年 8 月 9 日現在。エコキュートにおいて（当社調べ） 
※2：電力会社や給湯機メーカーが自然冷媒 CO2 ヒートポンプ給湯機を総称して使うペットネーム 

 
ヒートポンプユニット    貯湯ユニット 

 新商品の特長  

1．業界初、2 種類のマイクロバブル搭載 ＜プレミアムタイプ＞ 
・浴槽に滞留しやすい直径約 0.01mm のマイクロバブルが身体全体を包みこむ「ホットあわー」 
・直径約 0.1mm のマイクロバブルが風呂配管を自動洗浄する「バブルおそうじ」 

2．節電や電力需要ピークにも配慮した機能を搭載 ＜全機種＞  
・沸き上げ運転モードの「おまかせ」時に 2 段階の設定ができる「節電モード」機能※3 
・電気料金単価の高い昼間時間帯の沸き上げ停止が設定できる「ピーク停止」機能※4 
※3：節電モード「切」時と比較してお湯が不足する場合があります 
※4：毎日の朝晩を除く昼間時間帯の沸き上げを停止。電力契約により沸き上げを停止する時間帯は異なる 

3．年間給湯保温効率(JIS) 3.3※5を達成 ＜プレミアムタイプ 370L＞ 
・高効率熱交換器搭載によるヒートポンプユニットの高効率化 
・真空断熱材を採用した貯湯ユニット構造 
・沸き上げ制御の最適化 
※5：年間給湯保温効率は(JIS)は、2011 年 2 月に新たに制定された日本工業規格 JIS C9220:2011 に基づき、

家庭用ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したもの。 
年間給湯保温効率(JIS)＝1 年間で使用する給湯と風呂保温に係る熱量÷1 年間に必要な消費電力量 

 発売の概要  

商品名 タイプ 
タンク 
容量 

機種数 
希望小売価格 
（税込）※6 

発売日 

プレミアム 
ホットあわー 

バブルおそうじ

370L 
～460L

4 機種 
929,250 円～ 
1,065,750 円 

12 月 21 日 
から順次発売 

バブルおそうじ
370L 
～550L

22 機種
792,750 円～ 
1,034,250 円 

三菱 
エコキュート 
HP シリーズ スタンダード 

― 
370L 
～550L 47 機種

651,000 円～ 
1,002,750 円 

9 月 25 日 
から順次発売※7

※6：本体価格のみ。リモコン(例：形名 RMC-D7SE、希望小売価格(税込)42,000 円)は別売 
※7：550L タイプ、460L ローボディタイプ、薄型 370L・430L タイプは 12 月 21 日から順次発売 
★2012 年度新シリーズ全体として年間生産台数 120,000 台を計画 

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 電話 03-3218-2359 FAX03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部 
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 発売の狙い  

大気の熱を利用してお湯を沸かす自然冷媒 CO2ヒートポンプ給湯機（エコキュート）は、ヒー

ター式電気温水器と比べて約 3 分の 1 の省エネ性と低ランニングコストが評価されています。 
また、昨年の東日本大震災以降、節電や省エネへの関心が一層高まる中、エコキュートは昼間

の電力負荷ピーク時間帯を避け、深夜電力を上手に使う機器として注目されています。 
当社は、従来の直径約 0.1mm のマイクロバブルが風呂配管を自動洗浄する「バブルおそうじ」

に加えて、新たに、直径約 0.01mm のマイクロバブルが身体全体を包みこむ「ホットあわー」を

搭載したプレミアムタイプ 4 機種を含む省エネ性能を高めた計 73 機種を発売します。 
 

 特長の補足  

1．直径約 0.01mm の気泡が身体全体を包みこむ｢ホットあわー｣ ＜プレミアムタイプ＞ 
(1)直径約 0.01mm のマイクロバブル 

気泡は水中に留まる時間が比較的短く、すぐに水面で消失してしまいますが、マイクロバブル

は水中で滞留しやすい性質があります。 

(2)「ホットあわー」機能 
入浴中に浴室リモコンの「ホットあわー」※8を選ぶと、直径約0.01mm※9のマイクロバブルが

浴槽に発生し、身体の前方だけでなく、肩や背中など身体全体を包みこみます。 
運転時間は5パターン※10から選べます。 

 
図 1 上から見た様子（イメージ図） 

※8：「ホットあわー」専用の浴槽アダプター、及び空気供給チューブ（ともに別売部品）が必要です。当社

純正別売部品以外ではマイクロバブルは発生しません 

※9：直径約 0.01mm の気泡は目視では確認できない大きさですが、「ホットあわー」動作時は見える大きさ

の気泡とともに発生します 
※10：運転時間は 5 分、10 分、20 分、30 分、60 分の設定が可能 

 

 その他の特長  

1．非常時のライフラインの役割 ＜全機種＞ 
・停電時、貯湯ユニットのタンク内に残ったお湯を蛇口から使用可能 

・断水時、貯湯ユニットのタンク内に残ったお湯を生活用水として非常用取水栓から使用可能 

・貯湯ユニットの耐震強化 

2．薄型タイプにも「バブルおそうじ」タイプを追加ラインアップ ＜バブルおそうじタイプ＞ 
・貯湯ユニットの幅寸法が 430mm の薄型タイプにも「バブルおそうじ」機能搭載 

3．貯湯ユニット本体の外装を経年の汚れから守る「防汚コーティング」採用 ＜全機種＞ 
・貯湯ユニットの外装ケースに親水性の塗膜を採用 
・汚れがつきにくく、ついた汚れも雨水と一緒に流れ落ちやすい 

 

 

 

 

 

 

吹出口 
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 主な仕様  

形名 SRT-HP37WUXP7 SRT-HP37WUX7 SRT-HP37W7 
プレミアム スタンダード 

タイプ ホットあわー 
バブルおそうじ 

バブルおそうじ ― 

適用電力制度 
（申請予定） 

時間帯別電灯、季節別時間帯別電灯 
（通電制御型） 

定格電圧（周波数） 単相200V（50/60Hz） 
最大電流 16A 

沸き上げ温度範囲 約65～約90℃ 

シ
ス
テ
ム 

年間給湯保温効率

（JIS）※11 
3.3 3.0 3.0 

形名 SRT-HPT37WUXP7 SRT-HPT37WUX7 SRT-HPT37W7 
タンク容量 370L 
ホットあわー ○ ― 

バブルおそうじ ○ ― 
ふろ機能 追いだきフルオート 
外形寸法 

（高さ×幅×奥行） 
1830×630×760mm 

質量（満水時質量） 約75kg（約445kg） 約71kg（約441kg） 約64kg（約434kg）

貯
湯
ユ
ニ
ッ
ト 

通常使用圧力 
（水側最高使用圧力） 

280kPa（320kPa） 170kPa（193kPa）

形名 SRT-HPU45AP7 SRT-HPU45A7 
外形寸法 

（高さ×幅×奥行） 
715×809（+70※12） 

×300（+16）mm 
638×800（+70※12） 

×285（+16）ｍｍ 
質量 約51kg 約45kg 

中間期※13標準加熱能力 
/消費電力 

4.5kW/0.96kW 4.5kW/1.01kW 

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
ユ
ニ
ッ
ト 運転音※14 

(中間期※13/冬期※15） 
38dB/43dB 

※11：算出条件は、沸き上げモード「おまかせ」での、着霜期給湯モード性能試験時の沸き上げ温度 70℃、

冬期給湯モード性能試験時の沸き上げ温度 65℃ 
※12：配管カバー寸法 
※13：作動条件；外気温（乾球温度/湿球温度）16℃/12℃、水温 17℃、沸き上げ温度 65℃ 
※14：運転音は JIS C9220:2011 に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状

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るのが普通です 
※15：作動条件；外気温（乾球温度/湿球温度）7℃/6℃、水温 9℃、沸き上げ温度 90℃ 

 
 特許  

国内 15 件（出願済み） 
 
 製作担当工場  

 三菱電機株式会社 群馬製作所 営業部                
  〒370-0492 群馬県太田市岩松町 800 番地            
  TEL 0276-52-2306 
 
 お客さまからの問い合わせ先  

三菱電機お客さま相談センター 
TEL 0120-139-365 
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