PelletsUnit ETA PU
7 to 15 kW

快適で暖かい
The pellet boiler for
一戸建て住宅用ペレットボイラー
pleasantly warm single-family homes

完璧への情熱。
www.eta.co.at.

U S A使用領域
G E A R EA

アパート

15 kW

7 and
11 kW

一世帯の家

ETA PelletsUnitは理想的なボイラーです

The ETA PelletsUnit is the ideal boiler
戸建て住宅やアパートの効率的な暖房
for
efficient heating in single-family homes
and
apartment buildings.
を実現します。

すでに全てが入っている
Everything already

in it

ETA PelletsUnitは、リフォームや新しく建てられた一戸
建て住宅とアパート両方に理想的なペレットボイラー
The ETA
PelletsUnit is the ideal pellet boiler for
です。
暖房システム全体がコンパクトなボイラーに詰
both
renovated
newly
built single-family homes and
め込まれています。
高効率ポンプ、安全装置などがす
apartment
buildings.
An
entire heating system is
でに組み込まれているため、必要なスペースと設置コ
packed
into
a
compact
boiler.
Highly efficient pump,
ストが削減できます。
safety
devices
and
more
are
already
integrated. This
PelletsUnitは小型で柔軟性があり、第2の加熱回路を組
reduces
the
space
required
and
installation
costs.
み込むこともできます。

The PelletsUnit is not just small, but also flexible:
even a second heating circuit can be integrated.
どこにでも設置できます
ETA
PelletsUnitは外からでも操作することができま
Can
be set-up anywhere
す。燃焼には外部から酸素が供給されるため、ボイ
The ETA PelletsUnit can be operated with external
ラーは暖房付きの建物や空調付きの部屋に設置する
air, i.e. the combustion is supplied with oxygen
こともできます。
PelletsUnitはとてもスタ
from outside. This実際、ETA
means that
the boiler can also
イリッシュに見えるので、目に見える場所に設置す
be located in heated buildings or in rooms with air
ることもできます。

最大の効率を得るための木材ペレット：ペレットは、圧縮木材
Wood pellets for maximum efficiency ペレットを使用
副産物から作られたエネルギーのボールです。
Pellets are balls of energy made from compressed
するということは、燃焼時に自動的に最高効率で加熱されるこ
wood by-products. Relying on the pellets means
とを意味し、灰のビンのみいつも空にする必要があります。
heating fully automatically and with the highest effiペレット貯蔵室は、ボイラーから最大20メートル離れていても
ciency. Only the ash bin needs to be emptied every
よく、油タンク室よりもスペースを必要としません。
now
and again. The pellet store room can be up to
ETA
PelletsUnitは、暖房システムの交換にも最適です。ですの
20
metres
away from the boiler and needs no more
で、運転コストを削減するだけでなく、CO2排出量を大幅に削
space
than
減します。 an oil tank room. The ETA PelletsUnit is

also ideal for heating system replacements. So you
not only reduce operating costs, but also significantly lower the CO2-emissions.

リソースを賢明に使用する
石油やガスなどの燃料とは対照的に、ペレットは気候変動にほ
Using resources sensibly
とんど影響しません。
成長の間、木は燃焼中に放出するCO2を
In contrast to fuels such
as oil and gas, pellets
吸収し、木質廃棄物が単に腐敗するときよりも多くのCO2が放
hardly effect the climate. During its growth, the tree
出されることはありません。

absorbs as much CO2 as it later releases during combustion. In addition, during combustion no more
CO2 is released than when wood waste simply rots.

conditioning. In fact, the ETA PelletsUnit looks so
stylish that you can even set it up where it is visible.
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F U E燃料貯蔵
L STO R AG E

ペレットのための
Always
space for
スペース
pellets
オイルタンクが以前に立っていた場所であれば、ペレ
The pellet store can easily be set up anywhere an oil
ット貯蔵庫を簡単に設置することができます。貯蔵庫
tank has previously stood. It doesn‘t even have to
はボイラーの近くにある必要はなく、最大20m離れた
be near the boiler, but can be located
up to 20 m
場所からでも燃料を搬送できます。
ペレット貯蔵庫が
away. If the pellet store is located beneath the boiler,
ボイラーの下に位置し、適切な搬送システムを使用し
and if using a suitable conveying system, up to two
ている場合は、最大2階まで搬送可能です。
storeys can be overcome. If there's no space in the
屋内にスペースがない場合は、隣接する建物に貯蔵庫
house, the store room can also be set-up in an
を設置したり、地下タンクを使用することもできま
adjacent
building or an underground tank can be
す。
貯蔵庫は、ペレットが膨潤しないように乾燥させ
used. The store room
just needs to be dry so that
るだけで十分です。
木製の外装材は、かなり湿った部
屋で役立ちます。
the pellets don't swell up. Wooden cladding can

help in rather damp rooms.
クリーンなソリューション

A木材産業の圧縮された廃棄物から作られたペレット
clean solution
The
pellets, which are created from the compacted
は、タンカーによって配送され、貯蔵庫に搬送され
waste
of the wood industry, are delivered
ます。products
貯蔵庫が密閉されている場合は、搬送時にほ
by
tanker and blown into the store room. This
こりが立つこともありません。これはペレットの送
means
the delivery of pellets is an extremely clean
達がきわめてクリーンなプロセスであることを意味
process.
します。If the store is sealed, then no dust can
escape here either.

ペレットはどのようにボイラーに到達す
How do the pellets get to the boiler?
るのですか？
傾斜した滑らかな床の上で、ペレットは自動的に輸送スクリュー
Discharge screw:
排出スクリュー：
排出スクリューは貯蔵室の全長に亘って伸び、最大
It stretches the entire length of the store room, can
5mです。貯蔵室からペレットが輸送ホースを通り
be up to 5 m long and transports the pellets from
ボイラーにつながります。
ここから、ペレットは
the store room to the transport
hoses, which lead
真空タービンでさらに搬送される。
to the boiler. From here, the pellets輸送後、ホー
are conveyed
スは空になっています。
ペレットは詰まることは
further with a vacuum turbine.
After transport the
なく常に最高の効率で動作します。
hoses are vacuumed empty. Hence この標準的な
they do not
システムで、倉庫を完全に空にすることができま
clog up and always work with the highest degree
す。
of efficiency. With this standard system, the store

Over
the inclined smooth floor, the pellets
に滑り込みます。
automatically
slide into the transport screw. The
衝撃保護マットが充填ノズルの反対側に吊り下げられているの
impact
protection mat is suspended opposite the
で、ペレットがトラックから倉庫内に吹き飛ばされた場合、衝撃
filling
nozzles, so that the pellets do not shatter on
で粉砕する事はありません。
the
wall when they are blown into the store room
この構造の前提条件は、ボイラーへの輸送用ホースの接続部が貯
from
the truck. The prerequisite for this construction
蔵室の狭い側に位置することが大事です。そうする事で部屋の全
is長をスクリューで利用することができます。
that the connections for the transport hoses to the
boiler are located on the narrow side of the store
room, so that the whole length of the room can be
used with the screw.

room can be completely emptied.

Impact protection mat
衝撃保護マット

背面空気お
Back air and
よび充填
ﬁlling nozzles
ノズル

With
the ETA System, pellet transport
ETAシステムでは、ペレット輸送が特に迅
goes
速に行われます。吸引時間は非常に短いで
particularly quickly - the suction
す。 are very short.
times

リターンと吸引ホース
Return and
suction hose

Basic set for pellet discharge conveyor channel

Trough screw
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吸引プローブ：
Suction probes:
部屋の形状が排出スクリューに適していない場合は、ETA吸引プロ
If the shape of the room is not
suitable for a discharge
ーブシステムが理想的です。
ここで、ペレットは傾斜した滑らかな
screw, the ETA suction probe system is the ideal choice.
木製の床の上を4つの吸引プローブに直接滑り、ペレットを貯蔵室
Here, the pellets slide over
the slanting and smooth
から交互に移送します。
自動切換えにより、ある時点でプローブが
ペレットを吸引できない場合、燃料供給は中断されません。
wooden floor directly to the four suction probes, which
スクリューとは異なり、吸引プローブは貯蔵室を完全に空にしない
alternately transport pellets away from the store room.
ため、このシステムの前提条件は貯蔵室が同じ階以上もしくは、
Through automatic changeover, the fuel supply is not
ボイラーの反対側に位置し、貯蔵室が4m以下であることです。
interrupted if a probe doesn't get any pellets at a certain
保管室の容量が狭い場合、吸引プロープは欠点となります。
利点
point in time. The prerequisite for this system is that the
は、このシステムが斜めになった貯蔵庫でも使用できることです。
store room is situated opposite the boiler in the same

storey or higher, and that the store room is no longer
than 4 m. Unlike screws, the suction probes do not fully
empty the store room. When the storage room capacity is tight, this can be a disadvantage. The advantage
is that this system can be used even in angled store
rooms.
リターンと
吸引ホース

耐火ドア

ction hose

!
ETAのヒント：ETAボックスへの保管
ETA
tip: storage in the ETA Box

特に実用的な解決策の1つがETAボックスで
One
particularly practical solution is the
す。ボイラールーム、屋根裏部屋、納屋に直
ETAbox. It can be set up directly in the
接設置することができます。それは湿った部
boiler room, in an attic, in a barn or – if
屋でペレットを乾燥させてしまいます。
covered – even outside. It even keeps the
ボックスからボイラーまでの最大20mの吸引
pellets dry in damp rooms. Distances of
ホースの距離は問題ありません。
up to 20 meters of suction hose stretching
ETAボックスは壁に直接設置することはでき
from the box to the boiler are no problem.
ませんのでご注意ください。
Please
note that the ETAbox cannot be set
必要なスペースは、同じ容量のレンガ店に比
up
directly
on a wall. Which is why the
べて少し大きめです。
space required is a bit larger compared to a
brick
store with the same capacity.
ETAboxモジュラーシステムは、2トンから8.8
トンの充填量まで様々なサイズがあり、レン

The
ETAbox modular system is available in
ガ層や大工なしですぐに設置できます。重要
various
sizes from 2 tonnes to 8.8 tonnes
なことは、箱が置かれている部屋を充填中に
fill
volume
and can be installed in no time
換気することができることである。
without a bricklayer or carpenter. What is
important
is that the room in which the box
ETAボックスがボイラールームに直接設置さ
is
located can be ventilated during filling.
れている場合、関連する地域建築規則を考慮
する必要があります。ほとんどのドイツの州
では、ボイラールームに最大6.5トンの
If
the ETAbox is set up directly in the
ペレットを貯蔵することができます。
boiler
room, the relevant regional building
オーストリアでは、一部の州で最大9.75トン
regulations
must be taken into account. In
が許可されています。スイスでは、最大6.5
most
German states, up to 6.5 tonnes of
ボイラーからのクリアランスは1mでなけれ
pellets
can be stored in the boiler room.
ばならないですが、木材は別々のボイラール
In
Austria, up to 9.75 tonnes is allowed
ームに保管することができます。
in
some states. In Switzerland, up to 6.5
tonnes of wood can be stored in separate
boiler rooms, though the clearance from the
boiler must be 1 m.

自動スイッチン
グユニット

Automatic switching unit

衝撃保護マット
Impact protection mat

吸引プローブ
Suction probes

吸引プローブでは、部屋が角張っていても、
With
the suction probes, nearly any room can
ほぼすべての部屋をペレット貯蔵庫として使用
be
used as a pellet store, even if the room is
できます。
angular.

私のペレット貯蔵庫はどれくらい大きくなければならない
How big does my store room have to be?
のですか？
The approximate pellet requirement per year in tonnes
ペレットの必要量は1キロワット単位で3で割って計算され
is calculated by dividing the heating load in kilowatts
ます。ペレットの要求量を立方メートルで計算するには、
加熱負荷を2で割ってください。たとえば、12
by 3. To calculate the pellet requirement inkWの加熱負
cubic meters,
荷の場合、
4トンまたは6m3ペレット/年。
divide the
heating load by 2. So, for example, for 12 kW

窓越しに充填確

認

heating load you need approx. 4 tonnes or 6 m3 pellets
per year.

別のエネルギー源から移動する場合、ペレット要件は以前の
消費から決定することもできる。 1トンのペレットは、およ
When moving from another energy source, the pellet
そ：

requirement can also be determined from the previous
consumption.
1 tonof pellets roughly corresponds to:
•500リットルの暖房油
520 m3の天然ガス

• 1,400 kWh power with
• ・750Lの液体ガス
500 l heating oil
geothermal energy pumps
• 600
520kgの石油
m3 natural gas
(in normal operation 3.4)
• 750 l liquid gas
• 2,700kWhの電力
kWh power with
• •地熱エネルギーポンプで1,400
600 kg coke
（通常動作3.4）
air heat pumps (in normal operatio
•2,700 kWhの電力
空気ヒートポンプ（通常運転時1.8）
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リターンと
吸引ホース

Return and
suction hose

SERVICE
システムヒーター

熱、
Heat,
あなたがそれを必要とする方法

just the way you need it

ETA PelletsUnitは単に熱を発生するだけではなく、効
The ETA PelletsUnit doesn't just produce
heat, the
率的にETAシステムを調整します。
あなたの暖房シス
ETA
System
also
distributes
it
efficiently.
Rely
on
テムと温水システムの完璧なコントロールセンターを
the
perfect
control
centre
for
your
heating
and
hot
活用してください。

water system.
ETA PelletsUnitには暖房システム全体の制御システム
が装備されているため、
太陽熱システム、従来の温
The ETA PelletsUnit is equipped
with a control
水準備システム、または瞬間温水モジュールを備えた
system for the entire heating system. Whether
バッファー貯蔵タンクを、ラジエーターや床暖房、壁
you want to integrate a solar heating system, a
暖房などのエネルギー移送以外にどうつなげるかを
conventional hot water preparation system or a
ボイラーのタッチスクリーンからすべて制御すること
buffer storage tank with instantaneous hot water
ができます。
またはコンピュータまたはスマートフ
module, whether
the energy is transferred with
ォンを介して送信される。
太陽熱システムが作動し
radiators or via floor or wall
heating: everything is
ていたか、またはあなたのバッファーがどれくらいい
controlled from a touchscreen on the boiler or via a
っぱいであれば、簡単な画像が表示されます。
computer or smartphone. Simple images show you

if your solar heating system was operating or how
full your buffer is.

With buffer, please
Of course the ETA PelletsUnit can work by itself.
However the ETA buffer storage tank is its perfect
partner. Above all, when heating in autumn or
in spring and for hot water preparation in the
summer, often less energy is needed than the boiler

バッファで
もちろん、ETA PelletsUnitは単独運転も可能ですが、
produces. The buffer stores this excess heat and
ETA緩衝液貯蔵タンクはボイラーの完璧なパートナ
releases it on demand. This saves fuel and protects
ーです。特に秋または春に暖房を行い、夏に温水を
the boiler, because fewer boiler starts are needed.
調整する場合、通常ボイラーが作るエネルギーより
The ETA stratified buffer is ideal for the integration
も少ないエネルギーが必要になることがよくありま
of a solar heating system. In summer, hot water
す。バッファーはこの過剰な熱を貯蔵し、必要に応
can be produced at virtually no operating costs. But
じて放出します。ボイラーの起動が少なくてすむた
in winter, the solar collectors seldom produce
the
め、燃料を節約しボイラーを保護します。
ETA層化
60
°C
that
are
common
for
hot
water
preparation.
バッファーは、太陽熱システムの接続に理想的で
Then the water that is heated by solar energy is fed
す。夏には、運営費がかからずに温水を生産するこ
through the underfloor or wall heating. This usually
とができます。しかし、冬になるとソーラーコレク
works with hot water temperatures of just 30 to
ターは温水の調製に一般的な60℃をほとんど作ら
40 °C.
ず、太陽エネルギーによって水を加熱し、30℃～
40℃の温水温度で床下または壁の配管を通して供給
The ETA stratified buffer can also be equipped
されます。

with an instantaneous hot water module, which
constantly reheats the tap water with the help of a
ETA層状緩衝液には、熱交換器の助けを借りて水道
水を常に再加熱する瞬間温水モジュールを装備する
heat exchanger. This ensures that the risk of germs
こともできます。これにより、細菌のリスクが最小
and bacteria is minimised.
限に抑えられます。

2つの加熱回路用のETA混合回路モジュール
The ETA mixing circuit module for two
heating circuits saves a lot of time and moは、センサライン、ポンプまたはミキサー
ney during installation, as no sensor lines,
ケーブルを取り付ける必要がないため、
pumps or mixer cables have to be installed.
設置時に多くの時間とモードを節約しま
す。

Remote controlled via the

meinETA通信プラットフォームを
meinETA communication
介してリモート制御
platform

あなたが太陽熱システム、温水準備
No matter whether you want to
integrate a solar heating system, a hot
システム、またはインスタント温水
water preparation system or a buﬀer
モジュールを備えた貯水タンクを統
storage tank with an instantenous hot
合したい場合でも、ボイラのタッチ
water module: the whole system can
スクリーンからシステム全体を簡単
easily be controlled from a touch screen
に制御できます。
on the boiler.
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大量の貯蔵タンク容積を有する小型

For smaller solar heating systems
の太陽熱加熱システムまたは非常に
with
large buﬀer storage tank
大きな太陽熱加熱システムの場合、
volumes
or for very large
solar
ETA階層化充電モジュールは最大の効
heating systems, the ETA
stratiﬁed
charging module
率を保証します。
ensures maximum efficiency.

ETA層流冷却器には、熱交換器の助けを借り
The ETA stratiﬁed buﬀer can also
て水道水を常に再加熱する瞬間温水モジュー
be equipped with an instantaneous
ルも装備できます。
これにより、細菌のリス
hot water module, which
constantly
reheats the tap water with the help
クが最小限に抑えられます。
一目ですべて！
Everything
at a glance!
ETAルームセンサーは、
The
ETA room sensor displays
the
room temperature and
室温と外気温を表示し、
the
outside temperature and
希望の室温を簡単に変更す
enables
a simple change of
ることができます。
the desired room temperature.

of a heat exchanger. This ensures
that the risk of germs and bacteria is
minimised.

ETA階層化バッファーは、PelletsUnitに理想的な追加機能です。
An ETA stratiﬁed buﬀer is the ideal addition to a
PelletsUnit. It stores energy that is not required
必要ではないエネルギーを蓄え、必要に応じてエネルギーを
and delivers it on demand.
届けます。
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B Oボイラーのハイライト
ILER HIGHLIGHTS I

安全で信頼性が高く
Safe, reliable and
使いやすい
easy to use
新しいボイラーを購入すると、何年間もあなたの日常
When selecting a new boiler, you are making a
生活に影響を及ぼす可能性があるかもしれません。
decision that can have an effect on your daily
あなたがリラックスしている時でも、常にメンテナン
life for many years. You determine how relaxed
スや清掃について心配しなければなりません。

you feel and how much you have to worry about
maintenance and cleaning. This is where quality at a
自動的にクリーニングする
fair price pays!
ETA PelletsUnitは、一定の間隔ではなく、必要なときに
自動的に掃除をします。 これにより、暖房シーズン中
Automatically clean
の排出係数が低く、効率が最も高くなります。
あなた
The ETA PelletsUnit cleans itself automatically – and
は燃焼室を開けて自分自身を汚す必要はありません。
not just at certain intervals, but precisely when
燃焼室が効果的に脱灰されるだけでなく、熱交換器は
it's needed. This ensures low emission
values and
定期的に堆積物を取り除きます。
ペレットが非常に効
the
highest
degree
of
efficiency
during
the heating
率的に燃焼するにつれて、灰分が少なくなり、さらに
season.
You
never
have
to
open
the
combustion
灰は灰箱に圧縮されています。
chamber and get yourself dirty. Not only is the
ですので、灰ボックスの掃除は時々で良く、簡単に短
combustion chamber de-ashed effectively, the heat
時間で出来ます。

exchanger is also regularly cleared of deposits. As
the pellets are burnt very efficiently, less ash is
produced. In addition, the ash is compacted in the
ash box. Which is why it only needs to be emptied
occasionally. And this is easily and quickly done.

灰分含有量は低い。
灰ビンは簡単にアクセ
スでき、簡単に空にす
ることができます。

ロータリーバルブ

Rotary valve

安全なシステム。 ロータリバルブは、燃焼から完全に
保護します。燃焼は燃焼室内でのみ、他の場所では起
The safe system. The rotary valve completely
こらないようにしてください。
protects you from burn-back: burning should only

take place in the combustion chamber and nowhere

搬送スクリューはペレットを回転バルブに送ります
else.
が、回転バルブと同じ数だけペレットを搬送すること
ができます。
A transport これが、ペレットがくさび形になった
screw brings the pellets to the rotary
り、砕かれたり、壊れたりしない理由です。
valve – and only as many as the rotary valve can
このETAが開発したシステムので、ロータリバルブの
handle. This is why the pellets do not become
シールされたエッジは摩耗しません。
wedged, crushed or broken. Thanks to this ETA
システムはボイラーの全寿命を通して安全です。
developed system, the sealed edges of the rotary

valve do not wear out. The system remains safe
throughout the entire life of the boiler.
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ノイズレスセラミック
Noiseless
点火器
ceramic igniter
スパーク技術。 点火に使用されるエネルギーは、他の点火システム
Sparking technology.
The energy used for ignition
よりもはるかに低く、
点火自体は速く働きます。

is much lower than other ignition systems. The ignition itself
works quicker.

ラムダプローブ
Lambda probe
混合についてです。 ラムダプロープの助けを借りる事で燃料
It's about the mix. With its help, the ratio of fuel
と酸素の比は完全に混合され、異なるペレット品質が最良の
and oxygen are mixed perfectly. Thisさらに、プローブは、着
means that
効率を達成することを意味します。
different
pellet
qualities
achieve
the
best
possible
火が成功したかどうかを直ちに検出することで、点火時間が
efficiency.
In
addition,
the
probe
immediately
短縮し電気代と費用が節約されます。

detects if the ignition was successful. This reduces
the ignition time and saves power and money.

制御システム
Control
system
汎用性はありますが、複雑ではありません。
Versatile, but not complicated.
燃焼制御、ペレット搬送、バッファ管理、温水調製、
Whether
combustion control, pellet conveying,
2回路または接続された太陽熱システムの週間プログラ
buffer
management,
hot water preparation,
ムで制御される天候補償加熱回路：これらすべて制御す
weather-compensated
heating circuit controlled with
ることができます。
a
weekly
program
for
two
circuits or the connected
ボイラー上のタッチスクリーンやPC、スマートフォン、
solar
heating
system:
all
of
this can be controlled
またはタブレットからインターネットを介して可能で
via
a
touchscreen
directly
on
the boiler or via the
す。制御システムはたくさんありますが、タッチスクリ
internet
from
any
PC,
smartphone
or tablet. It is a
ーン上の画像が分かりやすい為、操作が簡単です。

lot, but it is easy to handle as the images on the
touchscreen are self-explanatory.
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A L O O Kボイラーの中を見る
INSIDE THE BOILER

The 加熱する方法
way to heat
ペレットホッパーから燃焼室、ポンプまで：高品質なコ
From pellet hopper to combustion chamber to
ンポーネントの相互作用が必要です！
pump: the interplay of high-quality components is

needed!

1
1 Vacuum
motor: It transports the pellets from the
真空モーター：ペレットを貯蔵室からボイラーの

store room to the boilers's intermediate hopper.
中間ホッパーに移送します。
ペレットビン：ここでは30kgのペレットが一時的に保
2 Pellet
bin: Here 30 kg of pellets are stored

管され、すぐに使用できるようになっています。
temporarily
and are immediately available for
これは、ペレットを貯蔵室からボイラーに10分間隔で
use.
This means pellets have to be transported
1日に1〜2回輸送しなければなりません。
from
the store room to the boiler only onceあなたは輸
or
送時間を制御することもできます。
twice a day for 10 minutes. You can even control
when that is.

2

3 Rotary
valve as burn-back protection: It is the
バーンバック保護としてのロータリーバルブ：

貯蔵室と燃焼室の間に完全に密閉された閉鎖ドア
completely sealed closing door between store
であるため、バーンバックから安全に保護されま
and combustion chamber and therefore safely
す。
protects against burn-back.
ステンレス鋼製の燃焼室：
4 Combustion
chamber made

from stainless steel:

ここでは、木材をきれいにかつ効率的に燃焼させるの
Here, temperatures are produced that are high
に十分高い温度が生成される。
enough to burn wood cleanly and efficiently. This
これにより、たとえ部分的な負荷であっても、灰分と
ensures
less ash and low emissions, even under
排出量が少なくなります。

3

partial load.

ラムダプローブ：助けを借りれば、燃料と酸素の比は完全に混合
5 Lambda
probe: With its help, the ratio of fuel
されます。
and oxygenこれは、異なるペレット品質が常に最良の効率を達
are mixed perfectly. This means that
成することを意味する。
different pellet qualities always achieve the best

possible efficiency.
6

アッシュボックス内の自動灰化：
Automatic
de-ashing in the ash box: The
最適化された燃焼プロセスにもかかわらず、まだ残っ
small
amount of ash that still falls despite
ている少量の灰は、12リットルの灰ビンにしっかりと
the
optimised combustion processes is firmly
圧縮されています。
compacted
in the 12 l ash bin. The ash bin only
灰のビンは今や何度も空にするだけです。
時間が来た
needs
to be emptied every now and again. When
ら、ボイラーは電子メールでリマインダを送信しま
it's time, the boiler sends a reminder by email.
す。アッシュボックスは外に位置しているため、簡単
The ash box is located outside and is therefore
に接続できます。
easily accessible.

7

6
The way through the boiler:
ﾎﾞｲﾗｰを通る道：

7 Expansion
tank: It can take up to 18 litres of
膨張タンク：最大18リットルの暖房用水を取り込むこと

ができるため、暖房システム内の圧力変動を安全に除去
heating water and so safely evens out pressure
することができます。
fluctuations within the heating system.

燃料
ガス
温水
空気
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安全装置：安全弁と電子式圧力センサーは、ボイラーを過度

8 Safety
devices: A safety valve
and an electronic
の圧力から保護します。
自動ブリードバルブも組み込まれて

pressure sensor protect the boiler from overpresいるので、不要な空気が水回路から取り除かれます。
sure. An automatic bleed valve is also integrated,
ボイラーには過熱を引き起こす可能性のある燃料が多すぎる
so unwanted air is removed from the water circuit.
ことはないので、ボイラーには熱発生冷却用の冷却バルブは
The boiler does not need a thermal emergen必要ありません。
cy cooling valve, as there is never too much fuel in
the boiler that could cause overheating.
ドラフトファン：静かな囁きのように、このファンは
9 Draught
fan: Quiet as a whisper, さらに、空気量を制御し
this fan ensures
ボイラーの負圧を保証します。

underpressure in the boiler. Additionally, it
て、ボイラー室の安全を確保します。
controls the air quantity and thus ensures safety
in the boiler room.

8

ミキサー：システムの種類によって柔軟に使用できま
It can be flexibly used depending on
す。 プラグ可能なアクチュエーターでは、加熱回路用の
system type. With a pluggable actuator, it
フローミキシングバルブとして機能し、バッファータン
functions
as a flow mixing valve for a heating
クの操作用のミキサーを備えたリターンライザーとして
circuit
or
as
a return riser with mixer for buffer
機能します。

10 Mixer:

9

storage tank operation.

5

ポンプ：速度制御、高効率、省エネルギー、お湯の最適な
11 Pump:
It is speed-controlled, highly efficient,

動きを保証します。
システムのタイプによっては、床下ヒ
energy-saving
and ensures
the optimum
ーター用のヒーティングサーキットポンプまたはラジエー
movement
of hot water. Depending on the
ターヒーティング、またはバッファーチャージを処理しま
system
type, it is either the heating circuit pump
す。
for
an underfloor heater or radiator heating or it
handles buffer charging.

10
12

4
11

切換弁：オプションで、加熱回路のポンプを1つだけ作動さ

Changeover
valve: Optionally, only one pump
せるか、給湯タンクを充電することができます。
of
the
heating
circuit can be kept in operation
バルブは自動的にポンプが動作する回路に切り替わります。
or the hot water tank can be charged. The valve
automatically switches to the circuit for which
the pump should be working.
清掃運転：ボイラーがきれいであることを保証します。
It ensures the boiler is clean.
熱交換器はタービュレータで自動的に清掃されます。
The
heat exchanger is cleaned automatically with
火格子も定期的に移動され、灰分がなくなる。 スクリューの
turbulators.
The grate is also moved regularly
助けを借りて、灰は自動的に燃焼室から灰箱に運ばれます。

13 Cleaning drive:

12
13

and thus freed of ash. With the help of screws,
the ash is automatically transported from the
combustion chamber into the ash box.

外部空気供給のための空気接続：燃焼に必要な空気を
外部から集める。
したがって、ボイラーはどの部屋に
14 Air
connection for external
air supply: It collects
も安全に設置することができます。たとえば、標準の
the
air required for combustion from outside. Thus
換気でも構いません。
the
boiler can be set up safely in any room
–国固有の規制が守られなければならない。
for example also with standard room ventilation.
Country-specific regulations are to be observed.
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B O I ボイラーのハイライト
L E R H I G H L I G HⅡT S I I

ドラフトファン

Draught fan

ボイラー内の負圧。 ウィスパーとして静かなこの

Underpressure
in the boiler. Quiet as a
速度制御されたファンは、ボイラー内の負圧を保証
whisper,
this speed-controlled fan ensures
し、燃焼のための空気量を決定する。
省エネルギ
underpressure
in the boiler and determines the
ーは、一貫した燃焼結果を保証します。主に煙突の
air
quantity for the combustion. Energy-saving it
状態には依存しません。
ensures
consistent combustion results – largely
最大15 Paの煙草のドラフトにはドラフトリミッタ
は不要です。of the condition of the chimney.
independent
No draught limiter is required for flue draughts
of up to 15 Pa.

清掃櫛と回転格子
Revolving
grate with
cleaning comb
きれいに燃焼をする。 この特許システムは、灰の燃焼室を定期的に
Clean burns well. This patented system cleans the
清掃します.15〜30kgのペレットが燃焼すると自動的に灰の燃焼室を
combustion chamber of ash regularly – automatically
清掃します。 燃焼プロセスに必要な空気は清浄な火格子セグメント
after 15 to 30 kg of pellets are burnt. The air required
の間に均等に分配されます。 さらに、格子は常にわずかな動きを保
for the combustion process is distributed evenly
ち、穏やかな動きは火床を突き刺し、より良い燃焼を保証します。

between the clean grate segments. Additionally, the
grate is constantly kept in slight motion. The gentle
灰は圧縮され、12リットル容量のアッシュボックスに溜まります。
movement stokes the firebed and thus ensures even
全負荷運転であっても、空にするのは時々です。
必要な場合、シス
better combustion.
テムは電子メールまたはSMSメッセージを送信します。
情報はタッ
チディスプレイにも表示されます。

The ash is compacted and ends up in the 12 l capacity
ash box. Even at full load operation, it only has to
be emptied from time to time. When it is needed,
the system sends an email or an SMS message. The
information is also displayed on the touch display.
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www.eta.co.at

ボイラーに既に組み込まれている

Everything already in it

ポンプ、ミキサー、切換バルブなどの熱分布の最も重
The most important elements for the heat
要な要素も、膨張タンク、安全弁、ブリードバルブも
distribution such as the pump, mixer
and
ボイラーに組み込まれています。
スペースを節約し、
changeover
valve
are
also
integrated
into the boiler
設置を簡単にします。

like the expansion tank, safety valve and bleed valve.
That saves space and make installation easier. 熱交換
高効率ポンプで制御されたリターンライザー。
器を損傷しないように、加熱回路から戻ってくる水は
一定の温度にされなければなりません。ポンプは非常
Controlled return riser with high-efficiency
に効率的で、15〜最大35Wの電力ですので非常に経済
pump. So as not to damage the heat exchanger,
的です。
the water returning from the heating circuit must
be brought to a certain temperature. The pump is
highly efficient and also very economical with 15 to
maximum 35 W power.

外部空気供給による運転。
ETA
PelletsUnitは外気で運転することができます。ですので、建物内の空気
Operation
with external
not from the ambient air inside
ではなく、外の酸素が燃焼に供給されます。
the building. This means the
air supply. The ETA
これは、冬の最も寒い時期に窓をずっと開けて外気を入れなくても、
boiler can also be located within a
PelletsUnit can be operated
ボイラーを暖房の効いた建物内で使用できるという事です。
heated building, without having
with external air, which means

the combustion is supplied
with oxygen from outside and

to permanently open a window in
the deepest of winter.
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S サービス
ERVICE

ボイラーは、スマートフォン、PC、
タブレット、タッチスクリーンで直接
操作できます。

離れてても、夜間モ
ードや休暇設定可
能：直感的に、あな
たはすぐにどのボタ
ンで何をできるか分
かります。

どこからでも簡単に制御でき
ます。

Easy to control
優れた技術で、使いやすさが特徴です。
from anywhere
ETAtouchの多くの機能を使用する技術者で
ある必要はありません。
Good technology is characterised by its user
friendliness. You don't have to be a technician
to use the many functions of the ETAtouch.

ETAtouch：ボイラーのタッチスクリーンETA PelletsUnit
ETAtouch: the touchscreen on the boiler
のタッチスクリーンを使用すると、すべての設定をす
ばやく簡単に制御できるため、分かりにくく配置され
Confusingly arranged buttons and control systems
たボタンや制御システムはすでに過去のことです。
are a thing of the past, because with the touchscreen
アイコンは分かり易く、一般的にボイラーを暖かくす
of the ETA PelletsUnit you can quickly and easily
るかクーラーにするか、夜間モードの時間を変更する
control every setting. The icons are self-explanatory.
か、または休暇中にエコモードに切り替えるかどうか
Whether you generally want to make it warmer or
等、操作マニュアルを読まなくても右の記号を直感的
cooler, change the time for night-time mode or want
にタップする事ができます。
to switch to eco mode during your vacation - you

will tap on the right symbol intuitively and entirely
あなたはボイラーをタッチスクリーンで制御するだけ
without reading operating manuals!

でなく、バッファー貯蔵タンク、ペレット貯蔵庫、太
陽熱システムまたは温水製造のような、接続されたす
You not only control your boiler via the touchscreen,
べてのコンポーネントの調整もできます。
例えば、
but also have an overview of all connected
何袋のペレットを貯蔵しているか、太陽熱システムが
components, such as buffer storage tank, pellet store,
いかに効果的であったか、あなたは直ぐに知ることが
solar heating system or hot water preparation. You
できます。

know straightaway, for example, how many pellets
you still have in store or how effective your solar
heating system was.

meinETA：無料インターネットプラットフォーム
ボイラーがインターネットに接続されている場合は、モバイル、
タブレット、またはPCのすべての暖房設定を確認して変更すること
ができます。 だからどこにいても、あなたはいつも暖房を監視する
ことができます！ www.meinETA.atにログインすると、ボイラーの正
heating, wherever you are! When you login to
面に立っているかのようにタッチスクリーンが表示されます。

www.meinETA.at, you see the touchscreen as if you
were standing right in front of the boiler!

ペレット貯蔵庫は充填が必要です、灰のビンは空にしなければなり
ませんが、meinETAはあなたに電子メールでお知らせするので、
The
pellet store needs filling, the ash bin must be
次の暖房の時間を自分で覚える必要はありません。

emptied, it's time for the next heating service... You
don't have to remember all these things yourself.
meinETA reminds you for free by email.

クイックヘルプ
インストーラまたはETAカスタマーサービス担当者にあなたの
Quick
help
meinETAアカウントへの一時的なアクセス権を与えていただけれ
Give
your
installer or the ETA customer service
ば担当者はいつでもお伺いする準備ができます。

representative temporary access rights to your
meinETA
account. So they can prepare for their visit
そして、技術者は訪問する必要がないかもしれません。なぜな
to
you.
And
maybe the technician doesn't even have
ら、meinETAで、担当者はボイラーを再び働かせるために必要な
to
visit,
because
thanks to meinETA theyボイラーにアクセスでき
can tell you
操作を電話で教えてくれるからです。
over
the
phone
what
you
need
to
do
to
make
your
る人は、ステータス表示で確認できます。 あなただけがあなた
boiler
work
again.
You
can
see
who
can
access
your
のパートナーネットワークにいる人を決定します！
boiler via the status display. Only you decide who's in
your partner network!

meinETA: the free internet platform
If your boiler is connected to the internet, you can
see and change all heating settings on your mobile,
tablet or PC. So you always have a handle on your
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温かい家に帰ろう・・外出先
でボイラーを制御することも
できます。

meinETAの技術要件
meinETAを使用できるようにするには、自宅でブ
Technical
requirements for meinETA
ロードバンド接続が必要です。
ETAボイラーのタ
To
be able to use meinETA, you need
a broadband
ッチスクリーンは、ネットワークケーブルを介し
connection
in your home. The ETA boiler's touch
てインターネットに接続されています。
screen
is connected to the Internet via a network
地下にネットワーク接続を持たない人は、
cable.
And anyone who doesn't have a network
ETA PowerLine経由で接続するだけです。
connection
in the basement simply connects via the
接続は簡単に任意の電源ソケットからモデムにデ
ETA
PowerLine. It effortlessly transfers the data from
ータを転送します。
any
power socket to the modem.
タブレット、スマートフォン、PC用
For
tablet, smartphone and PC

meinETAは、iOSやAndroidなどの現在のすべてのオペ
meinETA
runs on all current operating systems, such
レーティングシステム上で動作します。 PC経由で、
as
iOS or Android. Via PC, meinETA can be loaded by
meinETAは、Mozilla Firefox、Safari、Google Chrome、
any
modern internet browser, such as Mozilla Firefox,
Internet Explorer 9などの最新のインターネットブラ
Safari, Google Chrome or Internet Explorer 9.
ウザで読み込むことができます。

ビル管理への統合
Integration
into Building Management

現場の建物管理システムまたは主制御システムへ
The
integration into an on-site building
の統合は全く問題ありません。
RESTfulisWebサービ
management
or master control system
completely
スとModbus / TCPを使用して、値を照会して変更
unproblematic.
Values can be queried and changed
することができます。
with
RESTful web services and Modbus/TCP.
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そこにあなたのために
There for you
ETAデバイスは最高の品質を特徴としてい
ETA devices
are characterised by the
ます。
彼らはオーストリアで開発された
highest
quality.
They feature patented
特許システムを特徴としており、製造は
systems
developed
in Austria. The
オーストリアのHausruckviertal地方の社内
entire
assembly
takes
place in-house in
で行われます。 万が一故障した場合、ETA
Hausruckviertal,
Austria.
In the unlikely
のカスタマーサービスが迅速に対応しま
event
of
a
breakdown,
ETA
customer
す。あなたは、 経験豊富な有能なオンコ
service
is
on
the
spot
quickly.
An
ールチームの利用が可能です。

experienced, competent on-call team is
available to you.

システムの概要

SYST E M O V E R V I E W

1つのディスプレイですべて管理：
Everything on one display:
ETA標準

the ETA Standard

現代の暖房システムは、十分に制御されている場合に
A modern heating system is only effective if
のみ有効です。
ETAtouchはそれを処理します。
it is well-controlled.
ETAtouch takes care of that.
追加費用なしで、ETAtouch制御システムは、すでに2
At no added cost, the ETAtouch control system
つの加熱回路、タンクまたは瞬間温水モジュールを介
already includes all functions for two heating
した給湯、および太陽熱システムの統合のためのすべ
circuits, hot water supply via tank or instantaneous
ての機能を含む。
hot water module, as well as for the integration
すべてのETA加熱ボイラーには、LAN接続も標準装備
of a solar heating system. All ETA heating boilers
されています。 ボイラーをインターネットに接続す
also come with a LAN connection as standard. If
ると、PC、タブレット、またはスマートフォンからす
you connect the boiler to the internet, you can
べてのコンポーネントを簡単に制御できます。

easily control all components from a PC, tablet or
smartphone.

ボイラーと燃焼規制*いくつかのコンポーネントを速
Boiler and combustion regulation*
Speed度制御することで電力を節約します。
ラムダおよび
controlling
the
several
components
save
power.
点火時間の調整は効率を高める。 操作に関連するす
The
lambda
and
ignition
time
regulation
べてのコンポーネントが監視されます。

increases efficiency. All components relevant to
operation are monitored.

バッファー貯蔵タンク管理**
タンク内の3〜5個のセンサーがシステム内の発熱体
Buffer storage tank management**
を制御し、異なる消費者にエネルギーを分配しま
Three to five sensors in the tank control the heat
す。 5つのセンサーを使用して、カスケード調整、
generator in the system and distribute the energy
QM-Holzおよびピーク負荷管理がETA標準の一部で
to the different consumers. Using five sensors,
す。

cascading regulation, QM-Holz and peak load
management are part of the ETA Standard.

温水の準備*
Hot water preparation*
ETA瞬間温水モジュール経由でも、温水タンクまたは
Is made possible both via the ETA instantaneous
コンビネーションタンクでも可能です。
すべての変
hot water module but also via the hot water tank or
種について、循環ポンプは、時間および/または要求
combination tank. For all variants, circulation pumps
プログラムで制御することができる。

can be controlled with time and/or requirement
programs.

太陽熱システム**
1つまたは2つのタンクを備えた単一または二重回路ソ
Solar heating systems**
ーラー暖房システム、ETA層状充電モジュールおよび2
Single or double circuit solar heating systems with
つのコレクタ領域ならびに3つの消費者によるゾーン負
one or two tanks, zone loading via the ETA stratified
荷が制御される。

charging module and also two collector fields as
well as three consumers are controlled.

2つの気象制御混合加熱回路**
彼らは多くの時間ウィンドウと自動および/または手
Two weather-controlled mixing heating
動の追加機能を可能にする週間プログラムで動作しま
circuits**
す。
システムは、部屋のセンサーとリモコンで拡張
They
run with a weekly program which allows
することもできます。
many time windows and automatic and/or manual

additional functions. The system can optionally be
expanded with room sensors and remote control.

Comprehensible also without the need for an
operating manual: The symbols
on the touchscreen are
self-explanatory. So controlling the heating system
becomes child‘s play.

Additional
system functions
その他のシステム機能
Detection
of third-party heating devices, such as oil
オイルボイラー、ガスボイラー、ヒートポンプ、薪ストー
boilers,
gas boilers, heat pumps and wood burning
ブ、サーモスタットや温度差の測定、ヒーターファンなど
stoves,
thermostat or differential temperature therの外部機器からの自主的な要求、伝送ラインの制御、ミキ
サーの有無にかかわらず、サードパーティの加熱装置の検
mostat,
external demand from external devices such
出 heating
、および熱伝達ステーション、例えばシングルルーム制
as
fans, control of transmission lines, with
御システムなどが含まれます。
or
without mixers, and also of heat transfer stations,
single room control systems, for example.
より複雑なシステム用の壁掛け型コントロールボックス
Wall-mounted control box for more complex
すべての制御システムは、壁掛けのコントロールボックス
systems
（タッチスクリーンあり/なし）で拡張できます。

All control systems can be extended with
wall-mounted control boxes, with or without
touchscreen.

* Control system and sensor included in standard delivery scope
** Control system depends on conﬁguration,sensors are available as accessory
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ETA

Hausruckviertelから
From
Hausruckviertel
to
the world
世界へ

多くのコンポーネントを備えた快適性

ETAは、バイオマス加熱の製造、すなわち薪、
ETA specialises in the manufacture of biomass
ペレットおよび木材チップボイラーの製造を専門と
heating, i.e. log, pellet and wood chip boilers. The
します。 自然に成長する資源と組み合わせた最も
most modern technologies combined with naturally
現代的な技術。

growing resources.

ETAは効率的です
ETA is efficient
技術者は、"イータ"と発音されるギリシャ文字ηを用
Technicians designate the efficiency of aETAボイラー
heating
いて暖房システムの効率を指定します。
system with the Greek letter η, pronounced
は、燃料消費量、環境の健全性、持続可能性の向上に
より、より多くの熱を放ちます。
„eta“. ETA boilers stand for more heat with less

fuel consumption, environmental soundness and
古い木材が優れている
sustainability.

木は私たちの最も古い燃料であり、私たちの最もモ
ダンなものです：最古の暖炉から現代のバイオマス
Wood:
old but excellent
ボイラーまで、多くの歴史があります。 20世紀半
Wood
is our oldest fuel - and our most modern:
ば、石油暖房が新しいと誇張され、木材暖房システ
There is a lot of history - from open fires in front
ムの数が一時的に減少しました。石油暖房は、木材
of caves to modern biomass boilers. In the middle
の暖房に比べ簡単に普及しました。 今日、私たちは
of the 20th century, the number of wood heating
化石燃料による暖房に未来がないことを知っていま
systems briefly fell. Oil heating became the new,
す。環境に害を及ぼし、地球温暖化を増進させま
hyped option. A brief interlude in comparison to the
す。 また、化石燃料は枯渇し、再生可能でなく特定
consistency of wood. Today, we know that heating
の地域から不安定に供給されるため、長期的には供
with
fossil fuel has no future. It contributes to
給保証もありません。 対照的に木材は安価で、地元
global
warming and harms the environment. Supply
で栽培された再生可能な原材料であり、焼却時には
security
is also not guaranteed
in the long term, as
気候を汚染しません。
木材の加熱が急増しているの
fossil
fuels
are
being
depleted,
aren‘t
renewable
も不思議ではないのです！

and often come from unstable regions. While wood
by contrast is a cheaper, locally grown, renewable
raw material that does not pollute the climate when
burnt. No wonder wood heating is booming!
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1998年12月以来、オーストリアの企業ETAは新世代の木質ボイラー
Comfort
with many components
を設計し、建設しています。
特許取得済みの技術と最新の制御技
Since
December 1998, the Upper
Austrian company
術が満載されており、使いやすくなっています。
利便性と効率性
ETA has been designing and building a new
により、ETA製品は世界中で非常に人気があります。
年に2万台以
generation of wood-fired boilers. They are full of
上のボイラーの生産能力と約80％の世界的な輸出割合を持つETA
patented technologies and the most modern control
は、バイオマスボイラーの主要な生産者の1つです。
technology
– making them easy to use. Convenience
and efficiency make ETA products so popular
around the world. With a production capacity of
over 20,000 boilers per year and a global export
proportion of around 80%, ETA is one of the leading
biomass boiler producers.
あなたはボイラー以上のものを手に入れます

ETAから木材またはペレットボイラーを購入する人は誰でも、
You
get more than just a boiler
持続可能性を選択しています。
Anyone
who decides on a wood これは燃料だけではなく、地域
or pellet boiler
全体の責任を取り囲み、地域内の持続可能な職場でもありま
from ETA is choosing sustainability. This is not just
Hofkirchen
Trattnachの200名以上の従業員は、社内の
inす。
terms
of fuel, an
butder
encompasses
responsibility
レストラン、明るい会議室とストレージホール、フィットネス
across the board, with sustainable workplaces in
ルーム、サウナなど、最高の労働条件を備えています。
電気自
the
region. More than 200 employees in Hofkirchen
動車用の無料の充電ステーションもあり、社内のOTCシステム
an der Trattnach have the best working conditions
によって供給されます。 また、生産ホールに必要なすべての電
– including an in-house restaurant, bright assembly
力をカバーし、年間約230トンのCO2を節約します。
and storage halls, a fitness room and a sauna. There
is even a free electric charging station for electric
cars, which is supplied by the in-house photovoltaic
system. This also covers all the power needed of a
production hall and thus saves around 230 tonnes of
CO2 per year.

T E C H技術データ
N I C A L D ATA

新築住宅やリフォームに
Ideal for new builds
最適

and renovations

ETA PelletsUnitはどの家にも適しています。 地下室や
The ETA PelletsUnit fits into any house. It can be
屋根裏部屋に設置することができます。 ペレット貯蔵
set up in the cellar or in the attic. The pellet store
所は、2階建てまたは20mの距離にすることができま
can be up to two storeys or 20 m away.
す。

2

ペレットバックエアDN50

3

煙道ガス接続、7-11 kW：ソケットØ113mmまたはØ100mm;15
kW：ソケットØ110mmまたはØ113mm

1048
44

4
5

1

6

2

7

3

134

80

> 500

1

8
9

Discharge ﬁtted with 1/2" ﬁlling and drainage valve

10

Outlet for the safety valve, coupling R3/4"

11

Air connection for external air supply, DN80

597
> 400

153

5

> 1100

76

4

> 50

6

> 500

10

7

833

766

677

407
509

131

310

9

595

8
> 1500

35
11

165
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ペレット

Unit

7 kW

11 kW

15 kW

定格出力

kW

2.3 - 7.7

2.3 - 11.2

4.4 - 14.9

A+

A+

A++

%

89.3 / 93.4

89.3 / 92.5

95.7 / 93.5

%

97.5 / 97.0

97.5 / 96.5

97.4 / 95.4

エネルギー効率クラス**
部分的/全負荷時の効率*
（住居エリア外設置）
効率
部分負荷または全負荷時*（住宅エリア外に設置）
輸送寸法、W×D×H

mm

1,072 x 600 x 1,150

kg

267

ボイラー内含水量

Litres

27

Residual
pump head at ΔT=7 °C
ΔT= 7°Cでの残留ポンプヘッド
Maximum
100 m (80 m better)
underfloor
床下暖房パイプの最大長さ100
m（80
m以上）heating pipe length
ディストリビューター出口ごとに、流速に応じて制御される加熱
per
distributor outlet, for heating body speed-controlled
体用
depending
on the flow temperature

mWS /
m³/h

重量

ペレット貯蔵庫までの最大距離

3.8 / 0.9

3.5 / 1.3

2.4 / 1.8

m

20

Litres

12

部分的/全負荷時に必要な煙道ドラフト

Pa

>1/>3
above 15 Pa a draught limiter is required

部分的/全負荷時の消費電力*

W

46 / 61

最大許容作動圧力

bar

3

温度調整範囲

°C

30 – 85

最大許容動作温度

°C

95

灰ボックス容量

ボイラークラス

46 / 63

66 / 95

5 acc. to EN303-5:2012

適切な燃料

Pellets, ENplus A1, ISO 17225-2-A1

電気的接続

1x 230 V / 50 Hz / 13 A

*BLT
Wieselburgによるテストレポートのデータ
*Data
from test reports by BLT Wieselburg
**パッケージのエネルギーラベリング（固体燃料ボイラ+温度制御）
**Energy labelling for packages (solid fuel boiler + temperature control)
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ETA PU PelletsUnit 7 to 15 kW

ETA PC PelletsCompact 20 to 50 kW

ETA SH Wood Gasification Boiler ETA SH-P Wood Gasification Boiler 20 and 30 kW
20 to 60 kW
with ETA TWIN Pellet Burner 20 and 26 kW

ETA eHACK Wood Chip Boiler
20 to 80 kW

ETA PE-K Pellet Boiler 70 to 220 kW

ETA stratified buffer SP 500 to 5,000 lt
and SPS 600 to 2,200 lt

ETA HACK Wood Chip Boiler
110 to 200 kW

ETA Hydraulic modules

ETA HACK VR Wood Chip Boiler
with moving grate 333-500 kW

Your heating specialist will be happy to advise you

お問い合わせ先 日本総合代理店
ソーラーワールド株式会社
山形県天童市鎌田2丁目1-11
TEL023-654-2902
Email：info@solar-world.jp
URL http://solar-world.jp/

ETA Heiztechnik GmbH
Gewerbepark 1
4716 Hofkirchen an der Trattnach, Austria
Tel.: +43 (0)7734 2288-0
Fax: +43 (0)7734 2288-22
info@eta.co.at
www.eta.co.at

Technical changes reserved
In order to provide you the benefits of our continuous development, we reserve the right to change specifications without prior notice. Printing and
typesetting errors or changes of any kind made in the interim are not cause for claims. Individual configurations depicted or described here are only
available as options. In the event of discrepancies between individual documents regarding the scope of delivery, the information provided in our
current price list shall prevail. Images and symbols may contain options that are available for an additional cost.
Photo source: ETA Heiztechnik GmbH, Lothar Prokop Photographie, istockphoto, Thinkstockphotos, Photocase, Shutterstock.
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