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Business Sink

新製品紹介

BS-U

1. 広々とした作業スペース

2. 多機能電気給湯器を組込済

3. サイズ・カラーを各種ご用意

オールインワンのミニキッチン
イトミックの流し台給湯ユニットは、吊戸棚付の流し台キャビネットに飲料用の
熱湯栓と洗い物用の混合栓、そして多機能電気給湯器を組み込んだオールインワ
ンのミニキッチンです。あらかじめ電気給湯器を組み込んだ設計のため、ポット
などを置く必要もなくキッチンを広々とご利用可能です。

特　長

組み込み電気給湯器とセット製品

オフィスビルなど各種施設の給湯室や休憩室おすすめ使用場所

イチオシ製品紹介

流し台給湯ユニット
Electric water heater built-in mini kitchen.

ライトグレ

電気ポットや各種の湯沸器が設置されることで狭くなりがち

なキッチンスペースですが、当社の給湯ユニットなら標準で給

湯器が組み込まれているため広々と使うことができ、見た目も

スッキリ。3サイズ、2カラーをご用意。

体に優しい F☆☆☆☆の材料のみを使用していますので、お子

様やお年寄りが多い施設でも安心してお使いいただけます。

また、全てがユニット化されているため工期も短く、リニュー

アルにも適しています。

組み込まれる電気給湯器は、約92℃の熱湯と約50℃の混合湯を利用できる飲用洗い物両用型の電気給湯器です。流しの下にすっぽり納まる床置型。

■ 使い勝手と施工性に考慮したミニキッチン

壁掛け型ガス湯沸器 BS-1500U
Business Sink特殊仕様

W=1500mm

リニューアル事例

貯湯量： 12/20/35ℓ（いずれか）

沸かし上げ温度：92℃

タイマー機能： あり

湯温変更機能： あり

主な仕様（詳細→裏面）

膨張水排出装置
ブローキャッチャー  BCH-6M

関連商品

対応仕様変更

組込電気給湯器ESDシリーズとセット商品 ※ご発注の際に給湯器の仕様をご指定いただきます。

BCH-6M用耐熱塩ビチーズESDシリーズ 熱湯専用単水栓 NT-2 シングルレバー混合栓 KG-2

電気給湯器 水　栓 膨張水排出装置

360°回転する利便性の高い出

湯管、本体のどこをさわっても熱

さを感じない安全設計など、高

いデザイン性でありながら機能

性と安全性に優れた単水栓。

給湯器からの膨張水を輩

出します。密閉式のため

臭気や湿気が外に漏れま

せん。逆止弁内蔵で、逆

流も防ぎます。

分水孔を備えたシングルレバー式

混合栓。本体両側面の分水（湯）孔

で、大きな工事をせずに食器洗浄

機やアルカリイオン整水機などを

併せてお使い頂くことができます。

浄水器

塩ビチーズ
40A×40A×20A

塩ビパイプ
20A×50

※関連商品の写真は実際とは多少異なる場合があります。

・IHクッキング
　ヒーター取付

・換気扇穴開け加工



電気給湯器 ESD について

価格一覧

標準配管図

寸　法

給湯コントローラーを搭載 自動入替機能に対応

設定した曜日に自動的にタンク内の湯を入れ替えることで、給湯器内のお
湯を新しくする機能です。給湯コントローラにより、給湯器を稼働する日の
み設定することも可能です。

【自動湯水入替】 【沸かし上げ】

排水

給水
沸かし上げ

タイマーや温度の管理、節電・省エネ設定などを行うことができます。
全機種に標準搭載。

〈機能一例〉
■ 1日に2つの設定を登録することが可能なウィークリータイマー。
■ タイマー設定に関係なく強制的に沸かし上げ可能な再沸かし上げ機能。
■ 沸かし上げ温度の設定可能範囲は60～92℃

運転開始前に
自動湯水入替を開始。

タンク内の湯を排出し、
水で満たした後沸かし上げを開始。

外形寸法（㎜） W D H
BS-900U　 900

600 2,000BS-1200U 1,200
BS-1500U 1,500

W

D

H

寸法図 シンク位置例
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セット内容（以下の合計金額がセット価格になります） お客様手配品
※4

【関連商品】
Business Sink

※ 1
電気給湯器

ESDシリーズ※2 排水金具 混合水栓
※3

熱湯用
水栓

BS-900U（R/L）
￥200,000

ESD12B（R/L）X
￥291,000

・ブローキャッチャー
BCH-6M：￥22,000

・逃し銅管セット：￥2,000

KG-2
￥39,000

NT-2
￥37,000

・止水栓
・排水用耐熱塩
ビパイプ※5

ESD12C（R/L）X
￥321,000

ESD20B（R/L）X
￥322,000

ESD20C（R/L）X
￥352,000

BS-1200U（R/L）
￥240,000

ESD20B（R/L）X
￥322,000

ESD20C（R/L）X
￥352,000

ESD35B（R/L）X
￥353,000

ESD35C（R/L）X
￥383,000

BS-1500UM
￥300,000

ESD20BRX
￥322,000

ESD20CRX
￥352,000

ESD35BRX
￥353,000

ESD35CRX
￥383,000

型式
★1

寸法W×D×H
（mm）

電気給湯器 ★2
セット価格
★3

本体色
★4貯湯量

（L）
ヒーター容量（kW） 湯水

入替単相100V 単相200V

BS-900U（R/L） 900×600×2000
12 1.1 1.5

なし ￥591,000

ライトグレー
ダークグレー

あり ￥621,000

20 1.1 2.0
なし ￥622,000
あり ￥652,000

BS-1200U（R/L）1200×600×2000
20 1.1 2.0

なし ￥662,000
あり ￥692,000

35 1.1 3.1
なし ￥693,000
あり ￥723,000

BS-1500UM 1500×600×2000
20 1.1 2.0

なし ￥722,000
あり ￥752,000

35 1.1 3.1
なし ￥753,000
あり ￥783,000

★ 1：ご購入時に、右側・左側シンクをお選びください。★ 2：電気給湯器の貯湯量および電源仕様を
お選びください。★ 3：別途荷造運賃がかかります。配送先地域とともにご確認ください。★ 4：本体
色のライトグレー・ダークグレーをお選びください。

■ご発注の前にご確認ください

Rタイプ Lタイプ Mタイプ

※：RタイプとLタイプはBS-900での例です。　

Rタイプ・Lタイプがご選択いただけます。
（BS-1500はMタイプのみの設定となります）

設定温度
℃

現在温度
℃

メニュー

決
定

クリア戻る

夏･節電

再沸し
上げ

沸し中

ON/OFF

運転

熱湯専用単水栓
NT-2

シングルレバー混合栓
KG-2

給湯（熱湯）

膨張水処理

（BCH-M関連商品）

（二次給水）
混合栓用給水

給湯
（混合湯：約50℃）

逃し銅管
膨張水排出装置ブローキャッチャー
BCH-6M

飲用洗物両用
電気給湯器 ESD

給湯（飲用：約92℃）
給湯（混合湯：約50℃）
給水（一次給水）
混合栓用給水（二次給水）
排水

塩ビチーズ

●電気給湯器は屋内用です。屋外には設置しないでください。●床面に防水、排水処理を施してください。●水の凍結が予測される所では凍結防止処理をして施してください。●床置型電気給湯器は沸かし上げ中に膨張水が排出されます。膨
張水の処理は当社の膨張水排出装置ブローキャッチャーもしくは、間接排水を行ってください。●給湯・給水配管は、付属品、ステンレス製、銅製いずれかの材質を使用してください。●配管を施工する前に配管内をきれいに清掃し給湯器に
ごみが入らないようにしてください。●配管接続部は漏水防止のためパッキンもしくはシールテープを使用してください。●配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。●給水管に30cm以上のフレキ管を使用
する場合には必ず壁に固定してください。●事前にお渡しする図面にて給排水管立ち上げ位置、コンセント位置をご確認ください。●排水管は熱による変形や割れなどを防ぐため耐熱性のあるものをお使いください。

①事前にお渡しする資料にて、必ず寸法・電気給湯器の電気容量・注意事項等をご確認ください。②地震などによる転倒を防止するため、固定用ボルトを別途ご用意頂き、施工頂きますようお願い致します。また、壁面・床面に十分な強度
があることを確認してください。③事前にシンクの木面の色見本をお渡し致しますので色調をご確認ください。④給湯器を含むセット販売となります。シンクのみの販売は致しておりません。⑤価格は製品本体の価格です。別途荷造り運賃
および施工費がかかります。弊社にて施工の場合、都度お見積りいたしますので営業担当へご相談ください。

■施工時の注意事項

※1：本体色をお選びください。※2：単相100V/単相200Vお選びください。電気給湯器の貯湯量変更や仕様変更
については電気給湯機器総合カタログにて確認下さい。※3：シングルレバー混合栓KG-2を節湯タイプにすると本体
価格が+2,000円となります。ご購入時にご指定下さい。※4：フレキ管およびパッキン・ニップル（給湯・二次給水・熱
湯用）はBusinessSink本体に同梱されております。※5：排水施工は耐熱塩ビパイプ（40A）をご使用下さい。


