設置例とオプション品・消耗品
■4 本足・架台設置例

■標準設置例

※足付きや架台をご利用の際は予めご相談ください。

▶

▶

4 本足・浴槽角・段差用
設置台（標準付属品）

補助パネル（標準付属品）

既存の風呂ふたと合わせる
幅広架台

■消耗品（お好みに合わせて各種選択可）
《銀イオン抗菌ろ過材１年セット》

《スーパー繊維ろ過材１年セット》

●標準装備のろ過材

●塩素反応・白濁対策用
水道水の塩素が多く銀と反応
しお 湯 が濁る 場 合 に使 いま
す。銀イオンを除き、セラミッ
クを増量。

銀イオンにセラミックをプ
ラスしてパワーアップ。

・ろ過材 ×2 個
・ヘアーキャッチャー 4 枚入
￥8,000
（税別）

・ろ過材 ×2 個
・ヘアーキャッチャー 4 枚入
￥8,000
（税別）

《大容量ろ過材》

￥8,000〜
¥10,000（税別）

●幅広架台（部材含む）
￥18,000
（税別）

■補助部材
（架台設置などの際に必要です）

●入浴5人位まで対応・大きめ浴槽対応
●手間とコスト削減（最長2年使用可）

ろ過材洗浄は
２週間〜1ヶ月
に1度

●4 本足セット

《大容量フィルターケース》
●大容量ろ過材専用

浄化能力を高め、お手入れの
手間を軽減できます。ご利用
に は 右 の 大 容 量フィル ター
ケースが必要です。

●ホース接続用エルボー
・塩ビ管製
（グレー）1 個 ¥350（税別）

標準フィルターケースを外して付け替
えるだけ。ご利用には左記の大容量
ろ 過 材 が 必 要 で す。大 容 量フィル
ターケースは交換不要です。

・セラミックろ過材
・活性炭フィルター
・ヘアーキャッチャー 2 枚
￥12,000
（税別）

・スノコ ×2
・固定吸盤
¥6,000
（税別）

●延長シリコンホース（60cm）
￥4,000
（税別）

仕
型

式

様

SGR-100 （タイプSGR）

●延長気泡ホース（60cm）

本体材質

ABS 樹脂

本 体 寸 法

幅200mm×高さ280mm×奥行最大200mm

重

本体のみ：約4.5kg・付属品一式を含む梱包全重量：約8.5kg

量

機能対応範囲

標準フィルター：4人位まで 大容量フィルター：5人位まで 浴槽容量320ℓ位まで（実質250ℓ）

電

AC100V 50/60Hz 漏電しゃ断器およびコネクタ付き電源コード7m

源

■殺菌剤

消 費 電 力

最大定格消費電力597/620Ｗ（50Hz／60Hz）
（内電熱装置の定格消費電力500Ｗ）

温度設定範囲

デジタル表示37℃〜45℃ （ヒーター手動ON・OFF機能付き）

保守点検機能

点検お知らせ機能（大きな故障を防ぐために点検やお手入れ必要時に点滅表示でお知らせ）

安 全 装 置

①ポンプ空転防止装置（水流センサー）
②漏電保護装置（漏電しゃ断器）
③ヒーター空焚防止装置（水温センサー・温度ヒューズ）
④モーター異常加熱防止装置（温度ヒューズ）
⑤過電流防止装置（電流ヒューズ）
⑥転倒安全装置（感震センサー）
⑦本体加熱安全装置（水温センサー）

消

耗

品

●購入時は銀イオン抗菌ろ過材1年分が付属。
（ろ過材2個・ヘアーキャッチャー4枚入）

株式会社 京都バストピア

標準小売価格

●衛生管理強化用

塩素剤（錠剤）

・数日〜1週間に一度、半錠の投入で約2年使える。
・殺菌塩素剤（60錠入）
¥3,800（税別）

安全基準認証

PS
C
消費生活用製品安全法
特別特定製品 適合マーク

PS
E
電気用品安全法 適合マーク

《総発売元》 ユニオンテクノス販売（株） 〒001-0034 札幌市北区北34条西2丁目1-5-1F ☎0120-044-026
《製造元》

￥2,000
（税別）

〒606-0817 京都市左京区下鴨西林町28-2

☎075-722-1133

※スーパー繊維・大容量フィルター専用。
銀イオンろ過材には強力な殺菌力があり
使用できません。

安心の全国サービス網
取付工事・アフターサービスは
全国ネットのサービス体制を完備。
全国200ヶ所以上の
サービス店から
迅速対応致します。

295,000 円（税別）・標準取付工事費 20,000 円（税別）

※標準取付工事は標準付属品による屋内配線で可能な範囲となります。また既設機器の取り外し料金は含まれません。
※本カタログの表記は2021年1月現在のものです。仕様や価格は予告なく変更することがあります。
※エコロジーお風呂「節約宣言」はユニオンテクノス販売（株）の登録商標です。
（ 商標登録第5434494号）

商品に関するお問い合わせは

Copyright (C) Union Technos Sales Inc. All rights reserved. SGR-2101-UTS

Type-

SGR

https://www.eco-26.com

特殊フィルター

お風呂

循環
ポンプ

湯サイクル
システム

保温
ヒーター

■標準フィルター▶入浴4人位まで

熱効率の優れた500W省エネヒーターを搭載。さらに
ポンプの熱をお湯の保温に利用する節電構造により、
ヒーターの稼働をできるだけ抑え、電気代が非常に安く
て済みます。一般的な24時間風呂に比べ年間2万円以
上も経済的で、10年使うと20万円以上もお得です。

●他社との電気代の比較
日 135円
135円（年間約
（年間約5 万円）
節約宣言 1日
一般品

標準フィルターケース
銀イオン抗菌フィルター

浄化力の高い特殊活性炭と、 ●大容量フィルターケース
標準フィルターケースと
麦飯石を特殊加工した制菌セ
差換え
（初回のみ必要）
ラミックを使用。麦飯石は制菌
6,000円（税別）
作 用や健 康 的に優れた水 質
改善で広く応用されている原
料です。2週間〜1ヶ月に1度、
各ろ過材を洗浄します。運転し
たまま楽々お手入れ可能。

スノコ
ヘアキャッチャー

フタ

麦飯石制菌セラミック

特殊活性炭フィルター

ヘアーキャッチャー
※入浴6人以上でご利用の場合は節約宣言プレミアムか業務用をご相談ください。※入浴人数は目安ですので水質や体質により前後することがあります。

20cm

従来品ですと交換部品や消耗品が何
種類もあり、年間1万5千円〜2万円以
上も掛かるものが主流でした。
『 節約
宣言』なら年間の消耗品はフィルター
交換だけで済みます。標準フィルター
1年分（2個入）8,000円（税別）で、一
般品の約半分の値段ですから、ラン
ニングコストはとても経済的です。

3

お手入れ楽々・使い方簡単

●節約宣言は24時間保温してもこんなにお得。しかもお風呂掃除いらず！
水道代 4円

5万円

年間約

10万円

LPガス

水道代 61円

LPガス代 242円
242
LPガス代

都 市ガス

水道代 61円

都市ガス代 127円
127
都市ガス代

年間約

灯

水道代 61円

灯油 100円
100
灯油代

5万8千円

油

このほか別売りの架台により据置・床置など様々な設置が可能

5独自の浄化システムで強力浄化
新開発の銀イオン抗菌フィルターや制菌セラミック、特殊
活性炭などの独自の浄化システムでお湯は常に清潔。少
量で強力な浄化・制菌力を発揮し、数々の水質試験をクリ
アしています。一般品のような塩素生成のための電極板や
紫外線ランプなどの高額な部品交換の手間やコストも不
要で、
ろ過材を交換するだけで制菌効果を維持できます。

年間約

年間約

●標準フィルターの水質試験結果
（一般浴槽で35日間・延べ105人が入浴した後の水質）
試験機関
（財）北里環境科学センター

日

数

35日間

レジオネラ属菌数
検出せず（10cfu/100mL 未満）

■1年間の上下水道の節水量

通常のボイラーのように毎回水から沸かすよりも、節約宣言のように
一定温度に保つ方が、わずかな熱量で済むので光熱費は経済的。今
までお風呂に掛かっていた燃料代と水道代が大幅に節約できます。

電気 135
電気代
135円

＜

幅20cm×高さ28cm×奥行最大20cm

従来品のように消耗品が何種類
もあったり、機械の中を開けての
複雑な作業は不要です。
『節約宣
言』なら手のひらサイズのフィル
ターをもみ洗いするだけ。
しかも
運転を止めることなく簡単にお手
入れできます。使い方も簡 単。ス
イッチひとつで楽々始動。

■入浴１回の水道光熱費の比較

節約宣言

28cm

消費電力は30％以上軽減
2ランニングコストが安い

●標準付属品（本体購入時に付属）…交換用1年分セット
（2個入）8,000円（税別）

麦飯石制菌セラミック＋特殊活性炭

本体はA4サイズ（電話帳）ほどの大きさで超小型。狭い
浴室でも場所を取りません。後部が三角なので浴槽の
角にすっきりと収まります。

1日 200円以上（年間約7 万3千円以上）

銀のパワーにより少量で強力な浄化・抗菌力を
発揮。週に2〜3回もみ洗い。
フィルターケースを
外し、手のひらサイズの銀イオン抗菌フィルター
をもみ洗いします。運転を止めることなく楽々お
手入れ可能。

●別売オプション品…最長2年使用可・ろ過材セット12,000円（税別）

4場所を取らない小型設計

※節約宣言の電気代は寒冷地（北海道）の木造住宅における1年間の実測値の平均値（当社試算）。
※一般品とは24時間風呂協議会試算数値および主要他社メーカーの現行仕様データ
（当社調べ）。

銀イオン抗菌フィルター

■大容量フィルター▶入浴5人位まで

！
以上もお得
年間２万円

電話帳や
Ａ４用紙より
コンパクト

浄化・制菌

選ぶなら︑
電気代や消耗品など後々の維持費の安さが重要なポイント

電 気 代は一般 的な 時 間 風 呂に比べ
年間２万円以上軽減！
超 小 型サイズで 消 耗 品 も低 価 格 ︒
24

1

電気代が30％以上安い

6万7千円

一般浴槽
節約宣言 4.8トン

72トン
67.2トンの節水！

お湯は常に浄化されるから、お湯の交換は2週間に1度ほどで済みます。
それにより年間でお風呂約300杯（約65トン）※1の水資源と生活排水の
削減が可能です。金額にすると年間約2万円以上※2の節水が可能です。

■ハイパワー自吸式ポンプ搭載
一般品に比べ50％も強力なハイパワーポンプ搭
載により強力・迅速にお湯を浄化。気泡ジェット
も快適にお楽しみ頂けます。さらに自吸式のため、
一度運転を停止しても面倒な呼び水をすることな
く、スイッチひとつで楽々一発始動できます。

※1.《節水効果》一般的浴槽7分目200リットル(0.2m3)で毎日入浴した場合は、0.2m3×360日＝72m3。節約宣言の場合は15日に1回のお湯換えで年間24回×0.2m3＝4.8m3。差引67.2m3。
※2.《水道料金》一般的浴槽7分目200リットルで毎日入浴した場合で比較。調査時の東京23区上水道従量料金（21〜30m3）にて試算の場合、1日あたり
（上水道163円＋下水道140円）×0.2m3＝約60.6円。 札幌市の場合、調査時の上水道従
量料金（21〜30m3）1日あたり
（上水道230円＋下水道91円）×0.2m3＝約64.2円。本装置は15日に1回のお湯換えで水道代は、東京都で
（上水道163円＋下水道140円）×0.2m3÷15日＝約4.04円。札幌市で
（上水道230円＋下水道91
円）×0.2m3÷15日＝約4.28円。差額は：東京都（60.6-4.04）×360＝20,362円（税抜）
・札幌市（64.2-4.28）×360＝21,571円（税抜）
3
※3.《LPガス代》一般浴槽7分目200リットル、水温15度の水を40度に沸かす。
（湯温40度−水温15度）×200リットル÷熱効率75％÷24,000kcal/m（LPG発熱量概算）
＝0.278m3。単価787.7円/m3×0.278＝約219.0円。追焚き1回（2時間で
2.7度下がった湯温を元通りに）→2.7×200リットル÷熱効率75％÷24,000kcal/m3×単価787.7円＝約23.6円。合計約242.6円（税抜）。単価は調査時の札幌市消費者センター調べ石油製品小売価格調査結果よりプロパンガス10m3の
平均価格（9,918円−基本料金2,049円＝7,877円）
にて算出。
3
※4.《都市ガス代》一般浴槽7分目200リットル、水温15度の水を40度に沸かす。
（40−15）×200リットル÷熱効率75％÷11,000kcal/m（都市ガス発熱量概算）
＝0.606m3→（調査時の北海道ガスの標準モデル家庭平均ガス使用量27m3／
月、一般単位料金0m3 から15m3 までの単位料金189.82円で試算し基本料金は含まず）単価189.82円×0.606＝約115円。追焚き1回（2時間で2.7度下がった湯温を元通りに）→2.7×200リットル÷熱効率75％÷11,000kcal/m3×単価
189.82円＝約12.4円。合計約127.4円（税抜）。

※5.《灯油代》一般浴槽7分目200L、水温15度の水を40度に沸かす。
（40−15）×200L÷熱効率75〜51.2％（機器により大きく異なるため幅を持たせて換算）÷8,767kcal/L（灯油発熱量概算）＝0.76〜1.11L。単価97.04円×0.76〜1.11L＝
約73.8〜107.7円。
（単価は調査時の札幌市消費者センター調べ石油製品小売価格調査結果平均値より）追焚き1回（2時間で2.7度下がった湯温を元通りに→2.7×200L÷熱効率75〜51.2％÷8,767kcal/L×単価97.04円＝8.0〜11.7
円。合計約81.8〜119.4円→平均値100.6円（税抜）
※6.《節約宣言電気代》調査時の全国家庭電気製品公正取引協議会「電気料金目安単価（税込27円）
」にて試算●木造住宅・FRP一般的大きめ浴槽実質300L・1日4〜5人不規則に入浴。●計測機器：電力表示計ELEMONI（トップランド製・測定
精度＋−5％）●数値は北海道の寒冷地で断熱の不十分な古い木造住宅で測定した悪条件での試験。1年間の各月の任意の1日の電力量を計測。実測値から1日の電気代を算出し年間平均値を試算。年間平均気温13.13度・年間平均1日
の消費電力量4.97kw×27円＝134.19円/日
（税込）●寒冷地以外の地域や一般的断熱住宅の場合、全国的通年平均気温18度では、年間平均130円／日以下となります。
※7. 本装置の交換用ろ過材代、お風呂掃除に関わる水道代や燃費、温水機器の償却費用換算、
ガス警報器具のリース料等は含まれません。

