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＜ニュースリリース＞ 
2018 年 4 月 24 日 

株式会社コロナ 
              

 

株式会社コロナ（本社：新潟県三条市、社長：小林一芳）は、使い勝手と給湯効率を高めた、石油給

湯機SAシリーズの屋内設置型26機種と屋外設置型（無煙突タイプ）2機種をモデルチェンジし、2018年

5月下旬から順次発売します。本体希望小売価格（税抜）は、189,000円～418,000円。 

水道直圧式石油給湯機のスタンダードモデルである SA シリーズは、水道と同じ圧力でお湯を供給でき

るので、シャワーの圧力が強く、安定してお湯を使うことができます。また、「フルオート」「オート」「給湯+追

いだき」「給湯専用」から暮らしにあった給湯タイプを選ぶことができます。 

新商品は、本体内部の構造を見直したことで連続給湯効率が 88.0％に向上しました（従来商品※1 の

連続給湯効率は 87.0％）。また、灯油を節約する「省エネ＆ひかえめ設定」とお湯の使いすぎを抑える

「給湯量セレクト」を 1 つのスイッチから ON/OFF できる「eco モードスイッチ」や、停電復帰時、時計の再設

定が不要な「停電時時計保持機能（4 時間）」を新たに搭載するなど、使いやすさも向上しています。 

 

■新商品の特長 
・連続給湯効率が88.0％に向上 

・ecoモードスイッチを新たに搭載。スイッチ1つでエコ機能をON/OFF（給湯専用タイプを除く） 

・停電時時計保持機能を搭載（給湯専用タイプを除く） 

 

当社は、石油給湯機をはじめとした商品の快適性・利便性を追求し、環境に配慮した商品を提供

することでお客様に喜んでいただけるように努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fタイプ      FFタイプ       Aタイプ      FKタイプ      FFKタイプ 

【本件に関するお問合せ先】 株式会社コロナ  http://www.corona.co.jp/ 

 〒９５５-８５１０ 新潟県三条市東新保７番７号   TEL：０２５６（３２）２１１１   E-mail：info@hode01.corona.co.jp 

● 報道関係からのお問合せ先 

● お客様からのお問合せ先 

株式会社コロナ 広報室 

株式会社コロナ 営業本部 

石油給湯機 SA シリーズの屋内設置型 26 機種と 

屋外設置型（無煙突タイプ）2 機種を 5 月から発売 

“あなたとともに夢・・・” 
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★新商品の特長 
 

■連続給湯効率が88.0％に向上 

本体内部の構造を見直したことで連続給湯効率が 88.0％に向上しました（従来商品※1 の連続給湯

効率は 87.0％）。限りあるエネルギーを大切に使うために、高効率化を図っています。 

 

■ecoモードスイッチを新たに搭載。スイッチ1つでエコ機能をON/OFF（給湯専用タイプを除く） 

灯油の使用量を節約する「省エネ＆ひかえめ設定」とお湯の使いすぎを抑える「給湯量セレクト」を搭

載しています。従来商品は各機能をそれぞれ設定する必要がありましたが、新商品は 1 つのスイッチで

大 6 種のエコ機能を ON/OFF できる「eco モードスイッチ」を搭載し、切り替え操作の手間を省きます。 

 
 

フルオートタイプでは、上記の「省エネ＆ひかえめ設定」と「給湯量セレクト」を活用することで、灯油と

水道にかかるランニングコストを年間 17,200 円※2 節約することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

■停電時時計保持機能を搭載（給湯専用タイプを除く） 

従来商品は数分間停電状態が続くと西暦・日付・時刻設定が初期設定に戻ってしまい、再設定を行う必

要がありましたが、新商品は「停電時時計保持機能（4 時間）」を搭載しています。 大 4 時間バックアッ

プし、時計の再設定が不要になりました。 
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★新商品の仕様 

 

 

 

 

名称 直圧式石油給湯機 SA シリーズ（屋内設置型） 

型式 UKB-SA470FMX 

給湯タイプ フルオート 

設置場所 屋内 

排気タイプ FP FFP F FF FK FFK 

リモコン種類 インターホン ボイス 

外形寸法（㎜） 

（高さ×幅×奥行き） 
845×300×600 

連続給湯出力（ｋW） 46.5 

連続給湯効率（％） 88.0 

消費 

電力（W） 

給湯 106 

給湯 

ふろ同時 
123 

待機時 0.8 0.7 

給湯 高 

設定温度（℃） 
60 

本体希望小売価格（税抜） 394,000 円 418,000 円 383,000 円 407,000 円 383,000 円 407,000 円

名称 直圧式石油給湯機 SA シリーズ（屋内設置型） 

型式 UKB-SA470AMX UKB-SA380AMX UKB-SA470MX 

給湯タイプ オート 給湯+追いだき 

設置場所 屋内 

排気タイプ F FF F FF F FF FK FFK 

リモコン種類 ボイス 

外形寸法（㎜） 

（高さ×幅×奥行き） 
845×300×600 

連続給湯出力（ｋW） 46.5 38.4 46.5 

連続給湯効率（％） 88.0 

消費 

電力（W） 

給湯 106 93 106 

給湯 

ふろ同時 
123 110 123 

待機時 0.7 

給湯 高 

設定温度（℃） 
60 

本体希望小売価格（税抜） 359,000 円 383,000 円 331,000 円 355,000 円 308,000 円 336,000 円 308,000 円 336,000 円
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○開発中につき仕様等が変更となる場合があります。 

※1：UKB-SA470FRX、UKB-SA470ARX、UKB-SA380ARX、UKB-SA470RX、UKB-SA380RX、UIB-SA47RX、UIB-SA38RX 

※2：条件）札幌市の水道料金＋下水道使用料金の合算で家庭用の口径 20mm の配管を使用した場合 383 円／㎥ ●給湯量セレクト 14,600L

＋ふろ湯量ひかえめ 3,650L ●18,250L＝18.25 ㎥ ●18.25 ㎥×383 円／㎥＝6,990 円 ●計算条件（一例）：4 人家族想定、入水温度は通

年で 11℃、ふろお湯はり：200L、42℃ ・シャワー：12L／分×5 分／人×4 人＝240L、40℃ ・洗面：6L／分×2 分／人×4 人＝48L、40℃、

台所：8L／分×3 分／回×3 回＝72L、37℃ ●灯油価格：93 円／L（2018 年 1 月 9 日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表） 

名称 直圧式石油給湯機 SA シリーズ（屋内設置型） 

型式 UKB-SA380MX UIB-SA47MX 

給湯タイプ 給湯+追いだき 給湯専用 

設置場所 屋内 

排気タイプ F FF FK FFK F FF FK FFK 

リモコン種類 ボイス シンプル 

外形寸法（㎜） 

（高さ×幅×奥行き） 
845×300×600 

連続給湯出力（ｋW） 38.4 46.5 

連続給湯効率（％） 88.0 

消費 

電力（W） 

給湯 93 105 

給湯 

ふろ同時 
110 ― 

待機時 0.7 0.5 

給湯 高 

設定温度（℃） 
60 75 

本体希望小売価格（税抜） 278,000円 306,000 円 278,000 円 306,000 円 229,000円 253,000円 229,000円 253,000円

名称 直圧式石油給湯機 SA シリーズ（屋内設置型） 直圧式石油給湯機 SA シリーズ（屋外設置型） 

型式 UIB-SA38MX UKB-SA380MX UIB-SA38MX 

給湯タイプ 給湯専用 給湯+追いだき 給湯専用 

設置場所 屋内 屋外 

排気タイプ F FF FK FFK A A 

リモコン種類 シンプル ボイス シンプル 

外形寸法（㎜） 

（高さ×幅×奥行き） 
845×300×600 

連続給湯出力（ｋW） 38.4 

連続給湯効率（％） 88.0 

消費 

電力（W） 

給湯 92 93 92 

給湯 

ふろ同時 
― 110 ― 

待機時 0.5 0.7 0.5 

給湯 高 

設定温度（℃） 
75 60 75 

本体希望小売価格（税抜） 189,000円 213,000円 189,000円 213,000 円 278,000 円 189,000 円 


