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農業用および業務用 
木材チップボイラー 

A passion for perfection. 
www.eta.co.at 

ETA eHACK 
20 to 240 kW 

http://www.eta.co.at/
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E T A 

Hausruckviertelから
世界へ 
ETA specialises in the manufacture of biomass 
heating, i.e. log, pellet and wood chip boilers. The 
most modern technologies combined with naturally 
growing resources. 

ETA is efficient 
Technicians designate the efficiency of a heating 
system with the Greek letter η, pronounced 
„eta“. ETA boilers stand for more heat with less 
fuel consumption, environmental soundness and 
sustainability. 

Wood: old but excellent 
Wood is our oldest fuel - and our most modern: 
There is a lot of history - from open fires in front 
of caves to modern biomass boilers. In the middle 
of the 20th century, the number of wood heating 
systems briefly fell. Oil heating became the new, 
hyped option. A brief interlude in comparison to the 
consistency of wood. Today, we know that heating 
with fossil fuel has no future. It contributes to 
global warming and harms the environment. Supply 
security is also not guaranteed in the long term, as 
fossil fuels are being depleted, aren‘t renewable 
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! 

Comfort with many components 
Since December 1998, the Upper Austrian company 
ETA has been designing and building a new 
generation of wood-fired boilers. They are full of 
patented technologies and the most modern control 
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. 

 

You get more than just a boiler 
Anyone who decides on a wood or pellet boiler 
from ETA is choosing sustainability. This is not just 
in terms of fuel, but encompasses responsibility 
across the board, with sustainable workplaces in 
the region. More than 200 employees in Hofkirchen 
an der Trattnach have the best working conditions 
– including an in-house restaurant, bright assembly
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. 

ETAはバイオマスの製造を専門としています。 

バイオマス熱利用や丸太、ペレットおよび木材チップボイラーを含む、自然エネルギー資源と組み合わせた最先端技術。 

ETAは効率的です 

「イータ」と発音されるギリシャ文字「η」は熱利用システムの効率を意味します。 

 ETAボイラーは、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。 

木材：古いが優れている 

木材は私たちの最古の燃料であり、最もモダンなものです。暖炉から最新のバイオマスボイラーまで、多くの歴史があります。 20世

紀半ば、木材暖房システムの数が一時的に減少し、石油による熱利用は新しい選択です。木材の継続的な利用と比較すると簡単な幕

開けとなります。今日、私たちは化石燃料による暖房に未来がないことを知っています。化石燃料は地球温暖化の原因となり環境に

害を及ぼします。化石燃料が枯渇し再生可能でなく、地域に由来するため、長期的には供給保証も保証されていません。対照的に木

材は安価で、地元で栽培された再生可能な原材料であり、焼却時には気候を汚染しません。木材の加熱が急増しているのも不思議で

はありません！ 

多くのコンポーネントを備えた快適性 

1998年12月以来、オーストリアのオーストリア企業ETAは新世代の木質ボイラーを設計し、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2万台以上のボイラーの生産能力と約80％の世界的な輸出率を持つETAは、バイオマスボイラーをリードする生産者の1つです。 

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決定する人は誰でも、持続可能性を選択しています。これは燃料だけではなく、地域全体の責

任を取り囲み、地域内の持続可能な職場でもあります。 Hofkirchen an der Trattnachの200人以上の従業員が最高の労働条件を持ってい

ます。 

- 社内にはレストラン、明るい会議室と保管室、フィットネスルーム、サウナなどがあり、敷地内の太陽光発電システムによって供

給される電気自動車のための無料の充電ステーションもあります。これはまた、生産ホールに必要なすべての電力をカバーし、年間

約230トンのCO2を節約します。 
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60% 

木材での暖房  

win-win であること 

Save heating costs, strengthen your domestic 
economy and look after the environment in the 
process: heating with wood is worth it. Wood 
continuously regrows in our forests, thus it is crisis- 
proof and economical. Forested areas are growing 
across Europe. 

While the price of fossil fuels such as oil and 
gas are subject to heavy fluctuations in the 
international markets and will certainly rise long- 
term, the price of wood and pellets is stable. 

The natural raw material is CO
2
-neutral, this means 

that during its combustion no more CO
2 
will be 

released than the tree took in during its growth. The 
same amount will also be released if the wood rots 
in the forest. So heating with wood doesn't burden 
our climate. 

伐採された木材: 

60百万ｍ3 

再成長した木材: 

107百万ｍ3 

伐採された木材: 

18 百万ｍ3 

再成長した木材： 

25 百万ｍ3 

ヨーロッパに
おける木材の量

単位 百万 m3
 

石油に比べると 
5年間の比較 

 
2004 Wood 
availability 

2010 Wood 
availability 

ペレット 薪 木質チップ 

50% 70% 
安い 安い 安い 

 30 kgが排出されま
す 

100 km 

車の運転 
150 km 

10.000kg 
10l 
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暖房費を節約し、国内経済を強化し、その過程

で環境を守ります：木材で暖めることは価値が

あります。 木材は私たちの森林で絶え間なく再

成長しているため、危機的かつ経済的です。 

森林地帯はヨーロッパ全域で成長しています。 

石油やガスなどの化石燃料の価格は、 

確かに長期的には上昇しますが、木材やペレッ

トの価格は安定しています。 
 

天然の原材料はCO2に中性であり、樹木が成長過

程で吸収した以上のCO2が放出されることはあり

ません。 森林の木の寿命が終わっても同じ量が

放出されます。したがって、木材で暖めても私

たちの気候変動に負担をかけることはありませ

ん。 

飛行機に乗ると 
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あなたが熱を必要と
する方法 

The ETA wood chip boiler doesn't just produce heat, the ETA 
System also distributes it efficiently. Rely on the perfect 
control centre for your heating and hot water system. 

The ETA wood chip boiler is equipped with a control system 
for the entire heating system. Whether 
you want to integrate a solar heating system, a 
conventional hot water preparation system or a buffer 
storage tank with fresh water module, 
whether the energy is transferred with radiators or via 
underfloor or wall heating: You've got everything under 
control via a touchscreen on the boiler or also via computer
or smartphone. Simple images show you if your solar 
heating system was successful or how full your buffer is. 

With buffer, please 
 

energy is needed than the heating boiler 
produces. The buffer stores this excess 
heat and releases it on demand. This 
saves fuel and protects the boiler, because 
fewer boiler starts are needed. 
The ETA stratified buffer is ideal for the 
integration of a solar heating system. In 
summer hot water can be produced at 
virtually no operating costs, but 
in winter the solar collectors seldom 
produce the 60 °C that are common for 
hot water preparation. Then the water 
that is heated by solar energy is fed 
through the underfloor or wall heating. 
This usually works with hot water 
temperatures of just 30 to 
40 °C. 

2つの加熱回路用のETAミキシ

ング回路モジュールは、

センサ－ラインがないため、

設置時に多くの時間とモード

を節約します。meinETAコミュ

ニティー経由でリモート制御

プラットフォームポンプまた

はミキサーケーブルを取り付

ける必要があります。

内蔵リターンライザー 

システム化されたヒーター

ETAウッドチップボイラーは熱を発生するだけでなく、ETAシステムも効率的に配分します。あなた

の暖房システムと温水システムの完璧なコントロールセンターを利用してください。 

ETAウッドチップボイラには、暖房システム全体の制御システムが装備されています。ソーラー暖

房システム、従来の温水準備システム、または淡水モジュールを備えた貯水タンクを統合したい場

合は、エネルギーがラジエーターや床下暖房、壁暖房のいずれで送られても、ボイラーのタッチス

クリーンやコンピュータやスマートフォンを介してすべてを制御できます。シンプルな画像は、 

あなたの太陽熱システムが成功したか、あなたの部屋がどれくらいいっぱいであるかを示していま

す。 

バッファで： 

ETAのボイラーと貯蔵タンクは完璧なパートナーです。特に秋または春に加熱し、夏に温水を調製

する場合は、加熱ボイラーよりもエネルギーが必要です。バッファーはこの過剰な熱を貯蔵し、必

要に応じて放出します。ボイラーの起動が少なくてすむため、燃料を節約しボイラーを保護しま

す。 
ETA階層化バッファは、太陽熱システムの統合に理想的です。夏には、実質的に運営費がかからず

に温水を生産することができますが、冬になるとソーラーコレクターは温水製造に一般的な60℃以

上の温水をほとんど生産しません。その後、太陽エネルギーによって加熱された水は、30℃～40℃

で床下または壁の加熱を通して供給されます。 
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For smaller solar heating systems 
with large buffer storage tank 
volumes or for very large 
solar heating systems, the ETA 
stratified charging module 
ensures maximum efficiency. 

Everything at a glance! 
The ETA room sensor 
displays the room tempera- 
ture and the outside tempera- 
ture. This enables a simple 
change of the desired room 
temperature. 

The ETA stratified buffer can also be 
equipped with a fresh water module, 
which constantly reheats the tap wa-
ter with the help of a heat exchanger. 
This minimises the risk of germs and
bacteria. The space requirement are 
much smaller thanks to the compact 
design. 
An optional circulation set ensures
immediately available hot water for 
long pipelines. 

An ETA stratified buffer is the ideal 
addition to a wood chip boiler. It stores 
energy that is not required and delivers 
this on demand. 

...my heating system 

一目ですべて！ 
ETAルームセンサー 

室温と外気温を表示しま

す。  

これにより、所望の室温

を簡単に変更することが

できる。 

大量の貯蔵タンク容積を有する小型の太

陽熱加熱システムまたは非常に大きな太

陽熱加熱システムの場合、ETA階層化充電

モジュールは最大限の効率を保証する。

ETAの層別冷却装置には、淡水モジュール

を装備することもできます。淡水モジュー

ルは、熱交換器を使用して水道水を常に再

加熱します。 これにより、細菌や細菌のリ

スクを最小限に抑えます。 コンパクトな設

計により、必要なスペースが大幅に削減さ

れます。 

オプションの循環装置により、長いパイプ

ラインに直ちに利用できる温水が確保され

ます。 

バッファタンクは木材チップボイラーに必要な理

想的な装置です。必要とされないエネルギーを蓄

え、必要に応じてこれを提供します。 
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ETAtouch: the touchscreen on the boiler 
Confusingly arranged buttons and control systems are 
a thing of the past, because with the touchscreen of 
the ETA eHACK you can quickly and easily control all 
settings. The icons are self-explanatory. Whether you 
generally want to make it warmer or cooler, change 
the time for the night setting, or want to switch to 
eco mode during your vacation - you will tap on 
the right symbol intuitively and completely without 
operating manuals! 

You not only control your boiler via the touchscreen, 
but also have an overview of all connected 
components, such as buffer storage tank, pellet 
store, solar heating system or hot water preparation. 
You know straightaway, for example, how many 
pellets you still have in store or how effective your 
solar heating system was. 

mobile, tablet or PC. So you always have a handle on 
your heating, wherever you are. When you login to 
www.meinETA.at, you see the touchscreen as if you 
were standing right in front of the boiler. 

 
The ash bin must be 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. 

Quick help 
If you give your installer or ETA customer service 
representative temporary access rights to your 
meinETA account, they can prepare for their visit to 
you. This could even mean the technician doesn‘t 
need to visit because, thanks to meinETA, they can 
advice you over the phone how to fix the problem. 
You can see who can access your boiler via the status 
display, which gives you have full control to decide 
who‘s in your partner network. 

You can control the boiler via 
smartphone, PC or tablet as well as 
directly on the touchscreen. 

不在モード、夜間の

時間短縮、休暇の設

定：すぐにどのボタ

ンで操作できるかが

分かります。 

どこからでも簡単に

制御できます  
優れた技術は使いやすさです。 

 

ETAtouchは技術者でなくても 

使えます。 

ETAtouch：ボイラーのタッチスクリーンETA eHACK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ます。分かりにくく配置された 

ボタンや制御システムは過去のことです。 アイコンの

意味はひと目で分かり、室内を暖かくするか冷房にす

るか、夜間の設定を変更するか、または休暇中にエコ

モードに切り替えるかどうかは関係なく、右のシンボ

ルをタッチすれば完全な操作のマニュアルなしで操作

できます。 
 

ETATouchはボイラーを制御するだけでなく、蓄熱タン

ク、ペレット貯蔵庫、太陽熱システムまたは温水の準

備など、接続されているすべてのコンポーネントの状

態が分かります。 例えば、あなたがまだ何袋分のペレ

ットを貯蔵しているか、または太陽熱システムがいか

に効果的であったかを直ぐに知ることができます。 

meinETA：無料インターネットプラットフォーム 

暖房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で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熱供

給の操作を手元で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。
 

灰箱を空にしなければならない時間や次に熱供給をする時間

など全てを覚えておく必要はありません。 

meinETAは電子メールで教えてくれます。 

 

クイックヘルプ 

インストーラまたはETAのカスタマーサービス担当者にあな

たのmeinETAアカウントへの一時的なアクセス権を与えた

場合、彼らはあなたの訪問の準備をすることができます。 

これは、技術者がmeinETAのおかげで訪問せず問題を解決

する方法を電話でアドバイスすることができます。ステータ

ス表示を介して誰があなたのボイラーにアクセスできるかを

見ることができ、あなたのパートナーネットワークに誰がア

クセスできるかを決める権限を委ねられています。

http://www.meineta.at/
http://www.meineta.at/
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Technical requirements for meinETA 
To be able to use meinETA, you need a broadband 
connection in your home. The ETA boiler's touch 
screen is connected to the Internet via a network 
cable. For anyone who doesn't have a network 
connection in the basement simply connect via the 
ETA PowerLine. It comfortably transfers the data 
from any socket to the modem. 

 

For tablet, smartphone and PC 
meinETA runs on all current operating systems, such 
as iOS or Android. Via PC, meinETA can be loaded 
by any modern internet browser, such as Mozilla 
Firefox, Safari, Google Chrome or Internet Explorer 
9, for example. 

 

Integration into Building Management 
The integration into an on-site building 
management or master control system is relatively 
simple. Values can be queried and changed with 
RESTful web services and Modbus/TCP. 

温かい家に帰ろう・・外出先から

でもボイラーの制御ができます。 

すべてのあなたのために 
ETAデバイスは最高の品質を特徴としています。 

オーストリアで開発された特許システムを特徴

としており、全体の組立はオーストリアの

Hausruckviertal地方の社内で行われます。    

万が一故障した場合はETAのカスタマーサービス

が迅速に対応します。 

欧州の場合： 経験豊富で有能なオンコールチー

ムの利用も可能です。 

meinETAの技術要件 

meinETAを使用できるようにするには、自宅でブロードバン

ド接続が必要です。 ETAボイラーのタッチスクリーンは、 

ネットワークケーブルを介してインターネットに接続されて

います。  

欧州の場合：ネットワーク接続がない人は、ETA PowerLine経

由で接続できます。 任意のソケットからモデムにデータを快

適に転送します。 
 

タブレット、スマートフォン、PC用 

meinETAは、iOSやAndroidなどの現在のすべてのオペレーティ

ングシステム上で動作します。 PC経由で、Mozilla Firefox、

Safari、Google Chrome、Internet Explorer 9などの最新のインタ

ーネットブラウザで読み込むことができます。 
 

ビル管理への統合 

オンサイトビル管理システムまたはマスター制御システムへ

の統合は比較的簡単です。 RESTful WebサービスとModbus / 

TCPを使用して、値を照会して変更することができます。 
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システムの概要  

 

 
全ては1つのディスプレイ
で：これはETAの標準です 

A modern heating system is only effective if 
it is well-controlled. ETAtouch takes care of that. 

 

At no added cost, the ETAtouch control system 
already includes all functions for two heating 
circuits, hot water supply via tank or instantaneous 
hot water module, as well as for the integration 
of a solar heating system. All ETA heating boilers 
also come with a LAN connection as standard. If 
you connect the boiler to the internet, you can 
easily control all components from a PC, tablet or 
smartphone. 

 

Boiler and combustion regulation* Speed-
controlling the several components save power. 
The lambda and ignition time regulation 
increases efficiency. All components relevant to 
operation are monitored. 

 

Buffer storage tank management** 
Three to five sensors in the tank control the heat 
generator in the system and distribute the energy 
to the different consumers. Using five sensors, 
cascading regulation, QM-Holz and peak load 
management are part of the ETA Standard. 

 

Hot water preparation* 
Is made possible both via the ETA instantaneous 
hot water module but also via the hot water tank or 
combination tank. For all variants, circulation pumps 
can be controlled with time and/or requirement 
programs. 

 

Solar heating systems** 
Single or double circuit solar heating systems with 
one or two tanks, zone loading via the ETA stratified 
charging module and also two collector fields as 
well as three consumers are controlled. 

 
Two weather-controlled mixing heating 
circuits** 
They run with a weekly program which allows 
many time windows and automatic and/or manual 
additional functions. The system can optionally be 
expanded with room sensors and remote control. 

 
 
 
 

操作マニュアルを必要とせずに理解できる：タッチスクリーン上のシンボルはひと目で分かります。 

したがって、暖房システムの制御は子供のゲームの用に操作ができます。 

 

 

 

Additional system functions 
Detection of third-party heating devices, such as oil 
boilers, gas boilers, heat pumps and wood burning 
stoves, thermostat or differential temperature ther- 
mostat, external demand from external devices such 
as heating fans, control of transmission lines, with 
or without mixers, and also of heat transfer stations, 
single room control systems, for example. 

 
Wall-mounted control box for more complex 
systems 
All control systems can be extended with 
wall-mounted control boxes, with or without 
touchscreen. 

 

 
*制御システムとセンサーは標準仕様です 

**制御システムは構成に依存し、センサーは付属品として利用できます 

現代の熱利用システムは、十分にコントロールで

きないと意味がありません。 ETAtouchがその役

割をします。 

 

ETAtouch制御システムにはすでに、2つの加熱回

路、タンク経由または瞬間温水モジュールによる

給湯、および統合のためのすべての機能が含まれ

ています。 

太陽熱システムのすべてのETA加熱ボイラーに

は、LAN接続も標準装備されており、ボイラーを

インターネットに接続すると、PC、タブレッ

ト、またはスマートフォンからすべてのコンポー

ネントを追加費用なしで簡単に制御できます。 

 

 ボイラーと燃焼規制*いくつかのコンポーネント

を速度制御することで電力が節約されます。ラム

ダおよび点火時間の調整は効率を高め、操作に関

連するすべてのコンポーネントが監視されます。 

 

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

体を制御し、さまざまな消費者にエネルギーを分

配します。 5つのセンサを使用して、カスケード

調整、QM-Holzおよびピーク負荷管理がETA標準

の一部です。 

 

温水の準備* 

ETA瞬間温水モジュール経由するだけではなく、

温水タンクまたはコンビネーションタンクも使え

ます。すべての変種について、循環ポンプは、時

間および/または要求プログラムで制御することが

できます。 

 
太陽熱システム** 

1個~2個のタンクを有する、2回路暖房システムは

ETA層状充電モジュール、2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荷が制御され

ます。 

 

2つの気象制御混合加熱回路** 

多くの時間枠と自動および手動の追加機能を可能

にする週間プログラムで動作します。システム

は、部屋のセンサーとリモコンで拡張することも

できます。 

その他のシステム機能 

石油ボイラー、ガスボイラー、ヒートポンプ、薪ストーブ、 

サーモスタットやディフューザーなどのサードパーティーの加

熱装置の検出、ミキサーの有無にかかわらず、ヒーターファン

などの外部装置からの外部要求、送電線の制御、熱伝達ステー

ションも追加できます。 
 

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 

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（タ

ッチスクリーンあり/なし）で拡張できます。 
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製品の特徴  

効率性と柔軟性  
Proper airflow is essential to ensure 
that the combustion process takes place 
safely and efficiently. Optional flue gas 
recirculation ensures this even for very 
dry wood chips, miscanthus or pellets. 

 
 
 

 

  1出力調整のためにセグメント回転格子を通る一次空気 

 
  2完全焼損のために2次空気は二次燃焼室へ、2種類の高高さから供給されます 

6 
  3特許取得済みワンチャンバーロータリバルブにより、必要以外の空気の逆流を防止します 

 5 

  4    特許取得済みの回転式スクリューにより、 

灰分経路ベット・ウィー熱交換器および燃焼室がシールされる 
7 

 

 
  5 

 2 

combustion 
  6  

 

 3  

  7 A chimney draught regulator is required when 
using flue gas recirculation in order to guarantee 
optimum draught conditions 1 

4 

 
 
 

 

Targeted air supply 
The air required for combustion is sucked in 
according to information from the lambda probe 
and is directed by primary and secondary air flaps 
in the combustion chamber to precisely where it 
is needed. Thus, the air supply can be adjusted 
perfectly according to fuel type. The airtight single- 
chamber rotary valve prevents any additional, 
unwanted air from entering the combustion 
chamber. This guarantees controlled and complete 
combustion. 

 

Integrated flue gas recirculation 
ETA wood chip systems offer the advantage that the 
operator can use wood chips of differing qualities. 
Not just in terms of size. For very dry fuels, such 
as dried wood chips with a water content of less 
than 15% (M), miscanthus or pellets, flue gas  

 

適切な空気の流れは、燃焼プロセスが安全かつ効率的

に行われるようにするために不可欠です。 オプション

の煙道ガス再循環は、非常に乾燥した木材チップ、 

ミスキャンサス（ススキ類）またはペレットの場合で

もこれを保証します。 

ドラフトファンは、ボイラー内の一定の負圧を保

証し、したがって、燃焼のための正確な空気量の

供給 

制御された排ガス再循環：ダクトは既にボイラに組み込ま

れており、起動に必要な駆動ユニットはオプションで利用

可能です 3 

最適な喫水条件を保証するために煙道ガス再循環を使用する

場合は、煙突ドラフトレギュレータが必要です 

ターゲット空気供給 

燃焼に必要な空気は、ラムダプローブからの情報に従って吸

引され、燃焼室の一次および二次エアフラップによって必要

な場所に正確に誘導されます。 これにより、空気供給は燃料

の種類に応じて調整することができます。 

気密のシングルチャンバロータリバルブは、不要な空気が燃

焼室に入るのを防止します。 これにより、制御された完全燃

焼が保証されます。 
 

統合された排ガス再循環ETA木材チップシステムは、操作者

が様々な品質の木材チップを使用できるという利点がありま

す。 

燃料のサイズに関してだけではなく、 含水率が15％（M）未

満の乾燥木材チップ、ミカンスサスまたはペレットなどの非

常に乾燥した燃料の場合、煙道ガス再循環が使用されます。 

大規模な植物から試験的に試された技術です。 

道ガス再循環ダクトはすでに統合されています。     

必要に応じて、オプションのモーターが燃焼室に フィー

ドバックされる煙道ガスの量を制御します。 

したがって、脱ガスゾーンにおける燃焼温度の理想的な温

度は800℃以上、1000℃未満に正確に保たれます。 一方で

は、燃料のすべての成分が完全に分離され、他方では、成

分への熱応力が最小限に抑えられます。 これにより、ボイ

ラーの寿命が長くなります。 

燃焼温度が高すぎると、望ましくないスラグが形成される

こともある。 
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製品のハイライトⅠ  
 
 

 

特許取得済み 
シングルチャン 
バーロータリー
バルブ 
Uniquely safe: ETA sets new safety standards with 
the sealed one-chamber rotary valve. In contrast 
to conventional burn-back flaps, there is never a 
position that results in a direct connection between 
the combustion chamber and the fuel store. 
Dangerous burn-back is prevented, as no hot gas 
from the combustion chamber can reach the fuel 
feeding system. 

 

Material-conserving fuel transport: The one- 
chamber rotary valve developed by ETA, which 
has been and tried and tested for years, can easily 
handle wood chips up to P31S (formerly G50). 
The power requirement is minimal, the one- 
chamber rotary valve is driven by the same motor 
as the stoker screw. 

 

Rotary valve stop for a long service life: The 
material transport always takes place in a stationary 
large volume rotor (dia. 180 mm). A contact- 
free material transport with the rotor blade ensures 
quiet, low-wear and safe operation. Only very long 
pieces of woods which stand above the rotor, are 
easily cut by a knife-sharp, hardened blade and 
counter-blade. Neither when filling nor emptying 
the rotor from the bottom does material come into 
contact. 

 

 
従来のダブルまたはマルチ 

チャンバーロータリーバル

ブ： 

•粗い木材チップ用に特に必要な電

力とエネルギーが大きい 

•長い木片がボイラーを停止させる 

•高い磨耗 

• うるさい 

•小さなシーリング面 
 

ワンタッチロータリーバルブETA 
HACK 

•粗い木材チップにも低電力とエネ

ルギー要件 

•長い部品はブレードで切断されま

す 

•より低い摩耗 

•静か 

•大きなシーリング領域、したがっ

て最高のバーンバック安全 

ETA info：ロータリバルブ停止機能は以下のように

なります。吐出スクリューは、材料を貯蔵室から落

下シュート上部に運びます。 そこから材料が1室 

ロータリーバルブに落ちます。 

その間、ねじは上方を指して開いたままです。   

充填プロセスの間、回転しないので、半分しか充填

されないですが、標準に準拠した燃料材料は絶えず

切断されない。また、 シール面には材料が残りませ

ん。 したがって、ブレードおよびシーリング表面の

寿命を長くします。 

ユニークな安全性：ETAは、密封されたワンチャン

バーロータリーバルブで新しい安全基準を設定し

ます。従来のバーンバックフラップとは対照的

に、燃焼室と燃料貯蔵部との間の直接的な接続を

もたらす位置は存在しません。 

燃焼室からの高温ガスが燃料供給システムに到達

しないので、危険な燃焼が防止されます。 
 

材料を節約する燃料輸送：ETAが開発した1チャン

ットのロータリーバルブは、長年にわたって試用

され、P31S（旧G50）までの木材チップを簡単に処

理できます。 

動力要求は最小であり、ワンチャンバーロータリ

ーバルブはストーカースクリューと同じモーター

で駆動されます。 
 

長寿命のロータリーバルブ停止：材料の輸送は、

常に固定式の大容量ローター（直径180mm）で行

われます。ロータブレードを使用した非接触の材

料搬送により、静かで摩耗が少なく安全な動作が

保証されます。ローターの上に立つ非常に長い木

材だけが、ナイフで鋭利にされた硬化ブレードと

カウンターブレードで簡単に切断されます。ロー

タを充填したり、底部から空にしたりしても、材

料は接触しません。 
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...my heating system 

Overfill protection. This is an important safety 
measure that ensures that no more fuel is in the 
chamber that could be combusted. Even if the 
boiler is cold or wet after a prolonged standstill, or a 
difficult-to-ignite fuel is used, overfilling of the boiler
cannot happen, and thus deflagration is prevented.
The sensor-controlled firebed control system
always ensures the correct fuel quantity. This is an

Optimised ignition saves energy. With short 
combustion breaks, the refractory-lined combustion 
chamber still remains hot enough that any new fuel 
which is fed in can be ignited by remaining embers. 
The noiseless ignition is only used after prolonged 
boiler standstills. The ignition fan is deactivated as 
soon as the lambda probe and exhaust temperature 
sensor signal that ignition was successful. That 
saves energy! 

燃焼室内のインテリジェント技術 
最適な燃料利用。燃料は、側面から燃焼室のセグメ

ント回転火格子に押され、そこで燃焼制御される。

制御された空気流を有する耐火物でライニングされ

た燃焼室は、高い燃焼温度、したがって最適な燃料

利用を可能にします。材料が完全に焼き尽くされる

と、セグメント格子は完全に360°回転します。釘や

石などの異物は、安全に下にある灰のネジに落ちま

す。燃焼室の上にある特許取得済みのレーキを通し

て、二次燃焼室も完全に自動的に灰化され、ボイラ

ーの効率を高め、同時に煙道ガスの温度を低く保ち

ます。 

オーバーフィルプロテクション。これは、燃焼する

可能性がある燃焼室に燃料がなくなることを保証す

る重要な安全対策です。ボイラーが長期間停止した

後に冷たくても濡れていても、または発火しにくい

燃料が使用されても、ボイラーの過充填は起こり得

ず、したがって爆燃は防止される。

センサ制御の消火制御システムは、常に正確な燃料

量を保証します。これは、ペレットのような代替燃

料のための利点であるが、非常に乾燥した木材チッ

プのための利点でもある。

最適化された点火はエネルギーを節約します。 燃

焼休止が短いと、耐火物が内張りされた燃焼室は

依然として高温のままであり、供給される新しい

燃料は残りの燃焼物によって点火され得る。 無音

の点火は、長時間のボイラー停止後にのみ使用さ

れます。 点火ファンは、ラムダプローブおよび排

気温度センサが点火が成功したことを知らせると

すぐに停止される。 それはエネルギーを節約しま

す！ 



12   

製品のハイライト Ⅱ 

 

Safely 
with negative pressure 
EC draught fan. Quiet as a whisper, this speed-controlled fan ensures 
constant underpressure in the boiler. It works very economically 
thanks to EC motor technology. Additionally, the draught fan ensures 
oxygen supply in the combustion chamber and therefore for ideal 
burning behaviour and best utilisation of the fuel. Through the 
sophisticated boiler construction, the draught fan produces sufficient 
underpressure in the boiler, so that, contrary to conventional systems, 
no additional pressure fan is needed. The underpressure sensor 
provides for even more efficient control of the draught fan. This 
measures the negative pressure in the boiler and optimises the air 
supply in the combustion chamber. This minimises operating costs! 

 

 

Lambda probe 
It's all about the mix. With help of the lambda 
probe, the mixing ratio of fuel and oxygen is 
perfectly coordinated, so different pellet qualities 
always achieve the best possible efficiency. In 
addition, the probe immediately detects if the 
ignition was successful. This reduces the ignition 
time and saves power and money. 

 
 
 
 
 
 
 

The lambda probe is an im- 
portant part of the combusti- 
on technology. In conjunction 

with the ETA combustion 
control system, it determines 

the course and quality of 
combustion. 

 

7" touchscreen 
A capacitive 16:9 format touchscreen with a 
robust and non-sensitive glass panel now also 
reacts without pressure making it‘s operation 
easier. The display can also be tilted for easier 
viewing. 

 
 
 
 

Integrated 
return riser 
This ensures quick, space- and cost- 
saving assembly, as all components 
are checked and cabled at the factory. 
A pressure sensor to monitor the 
water pressure is already installed 
and an additional connection enables 
an optimum connection of the safety 
group. 

安全に 
負圧ECドラフトファンを備えています。 ささやきとして静かなこの

速度制御されたファンは、ボイラの一定の負圧を保証します。 ECモ

ータ技術により、非常に経済的です。 さらに、ファンのドラフトに

より、燃焼室での酸素供給が確保され、理想的な燃焼挙動と燃料の

最適利用が保証されます。 洗練されたボイラー構造により、ファン

のドラフトはボイラー内で十分な負圧を生成するので、従来のシス

テムとは異なり、追加の圧力ファンは不要です。 負圧センサは、ド

ラフトファンをさらに効率的に制御します。 これは、ボイラー内の

負圧を測定し、燃焼室内の空気供給を最適化します。 これにより、

運用コストが最小限に抑えられます。 

ラムダプローブ 
それはすべてのミックスについてです。 ラムダプ

ローブの助けを借りて、燃料と酸素の混合比は完全

に調整されているので、異なるペレット品質は常に

最高の効率を達成します。 さらに、プローブは、

着火が成功したかどうかを直ちに検出する。 これ

により、点火時間が短縮され、電力とお金が節約さ

れます。 

ラムダプローブは、燃焼技術の重

要な部分です。 ETA燃焼制御シス

テムと連携して、燃焼の経過と品

質を決定します。 

7 "タッチスクリーン 
頑丈なガラスパネルを備えた容量式16：9フォーマットのタッ

チスクリーンは、圧力をかけずに反応し、操作がより簡単にな

りました。 ディスプレイは、見やすくするために傾けることも

できます。 

一体型リターンライザ 
これにより、すべてのコンポーネントが工場でチェックされ、    

ケーブル接続されているため、素早く省スペースでコストを節約できま

す。 水圧を監視するための圧力センサは既に設置されており、追加の接

続により安全グループの最適な接続が可能になります。 
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...my heating system 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optional 
precipitator 
Clever use of a natural phenomenon 
Why does dust keep building up on the computer 
screen? It's because the dust particles are 
electrostatically charged and are attracted by the screen 
– ETA makes use of this effect in its precipitator. With 
the aid of an electrode in the flue gas duct the particles 
which are swirling in the flue gas are energised and 
ionised. This results in the particles being deposited 
on the internal wall of the seperator and no longer 
escaping from the chimney with the flue gases. 

 

The precipitator is cleaned completely automatically 
during de-ashing. The dust then lands in the front ash 
box along with the remaining ash from the boiler. 

 

As the precipitator can be integrated into the eHack, 
nothing stands in the way of a retrofit and no additional 
space has to be planned in the boiler room. 

 

With a degree of separation of 80-85%, even for poor 
fuel the precipitator ensures low dust emission at 
minimum power consumption. 

オプションの沈殿機 
自然現象の賢明な使用：コンピュータの画面上にほこりが

蓄積し続けているのはなぜですか？ これは、塵埃粒子が

静電気によって帯電し、スクリーンに引き寄せられるため

です。ETAは、この効果を集塵機で利用します。 煙道ガス

ダクト内の電極の助けを借りて、煙道ガス中で旋回する粒

子は励起され、イオン化されます。 これにより、粒子が

堆積されセパレータの内壁上にあり、煙突から逃げること

はありません。 
 

沈殿剤は、脱アッシング中に完全に自動的に洗浄され、 

ボイラーからの残りの灰と一緒に灰がフロントアッシュボ

ックスに着地します。 
 

沈殿器をeHackに組み込むことができるため、改造の途中

に何も立たず、ボイラールームに追加のスペースを計画す

る必要はありません。 
 

80〜85％の分離度では、燃料が不十分であっても、最小の

消費電力で低塵を確実に放出します。 



 

ボイラーの内部を見る   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加熱する方法 
 

貯蔵室から輸送システムに至るまで、燃焼室へ：高品質で

フレキシブルなコンポーネントの相互作用が、部屋の状況

に応じて必要です！ 

 

  1フロアアジテーター：店舗の大きさに応じて、平らなバネ

アームを持つ1.5m~4mの直径の床アジテーター、または

関節アームを備えた4.5m~6.0mのアジテーターを使用でき

ます。 
 

  2  ユニバーサルジョイント：燃料供給の詰まりによりスクリ

ューが後方に回転すると、ジョイントがアジテータプレ

ートをスクリューから切り離します。 
 

  3オープントラフ：寛大なトラフの断面により、プログレッ

シブスクリューと特別なトラフのジオメトリ、粗い木材

チップでさえ、静かに運ばれます。摩耗は少なく、省エ

ネルギーです。 
 

  4  フレキシブルビルディングブロックシステム：部屋の状況

に応じて柔軟に燃料排出を調整できます。 取り付けは素早

く簡単ですが、コンポーネントは摩擦ロックされたPTOプ

ロファイルに簡単に接続できるため、切断または溶接する

必要はありません。 
 

  5スパーギアモーター：アジテーターを含む輸送システム全

体を駆動します。 能動的な電力監視のおかげで、制御シ

ステムは、トランスポートに過大な力が加えられたかどう

か、すなわちシステムのどこかで障害が発生した場合に直

ちに検出する。 次に、ねじの回転方向を3回まで変更して

材料を緩めます。 
 

 
  6   落下シュートへのボールジョイント：輸送システムとボ

イラーの柔軟な接続を保証します。 傾斜および角度は、

構造的状況に柔軟に適合させることができる。 ビルトイ

ンシールにより、埃が逃げることなく清潔な運転が可能

です。 

  7特許を取得したワンチャースロータリーバルブ：     

バーンバックを確実に防止し、最高の安全性を保証します。 

直径18cmの大型チャンバーは、自動回転式バルブ停止によ

り停止時にのみ充填されます。 そのため、省エネルギーと

低摩耗の仕方で特に効率的に動作します。 これはストーカ

ースクリューと一緒に駆動されます。 カウンターブレード

付きの硬化ブレードは、過大な燃料部分を確実に切断する

ため、何も詰まらない。. 
 

  8上昇するストーカースクリュー：大口径のため、粗大な物質

も抵抗なく燃焼室に運ばれます 
 

  9マイクロプロセッサーを備えたタッチコントロールシステ

ム：指を数回押すだけで、メニュー全体を直観的にコン

トロールできます。 あなたのボイラーがインターネット

に接続されている場合は、例えば、灰箱を空にしなけれ

ばならないときに電子メールであなたに伝えます。 さら

に、無料の通信プラットフォームmeinETAをパートナー 

ネットワークと共に使用したり、USB接続を介して無料の 

ソフトウェアアップデートを使用することもできます。 
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 10ドラフトファン：囁きのように静かなこのファンはボイラ

ーの負圧を保証します。 さらに、空気量を制御して、ボ

イラー室の安全を確保します。 従来のシステムとは対照

的に、追加の送風機は不要です。 それはエネルギーを節

約します！  
 

 11 熱交換器の清掃：熱交換器はタービュレータで完全に清

掃されます。 これにより一貫して高効率が保証されま

す。 
 

 12一次および二次空気フラップ：ラムダプローブを介して両

方のフラップが制御され、理想的な燃焼空気量が常に燃

焼室に到達します。 

 
 

 13  熱い燃焼室：灰の燃焼室を完全に解放するために、

火格子灰が滑らかに落ちるように自動的に360°以

上の角度で傾斜します。 これにより、石や釘のよ

うな灰の異物によって操作が邪魔されることはあ

りません。 
 
 14 外部のアッシュボックスでの完全自動化された脱アッ

シング：アッシュは燃焼室、熱交換器および任意選

択の沈殿器が灰スクリューを介して灰箱に入れ、そこ

に圧縮します。 これにより、長いアッシング間隔と

快適性が保証されます。 

 
 15 一体化されたリターンライザー：スペースとコ

ストをすばやく迅速に導入できます。. 
 

バンカーの内壁にオプションの 

メンテナンス開口を設け、大きな木

片や異物を簡単に手に入れることが

できます。 
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ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞﾙｽｸﾘｭｰ: 

ピッチと直径の変更により、 

材料は静かに、低摩耗で 

省エネルギー的に輸送されます。 
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燃料 

燃焼ガス

温水 

ボイラーの中を通る道： 
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清潔さが最高の
効率をもたらし
ます 
 

 

 

 
. 

 

Automatic de-ashing: 
conclusively progressive 
As the screw for de-ashing is abo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
but practical to empty. Ash is conveyed fully 
automatically into an external ash box. The de-as- 
hing screw compresses the ash and extends the 
emptying interval significantly in comparison with 
other systems. The box is best transported with a 
handcart. A guide plate on the box ensures correct 
transport, even if it's uneven at times. For simplified 
discharge, the front cover with the robust lock can 
be completely removed. So when emptying, the box 
fits virtually all bins or containers. 

自動アッシング：決定的にプログレッシブ 

脱アッシング用のスクリューはストーカースクリュ

ーと同程度の大きさなので、灰や石などの異物も問

題ありません。 

スクリューは前面から簡単に取り外すこともできま

す。 
 

熱交換器クリーニング： 

恒久的に高い効率。 特別な防音機構が熱交換器パイ

プを清掃し、フライアッシュを戻り運動で落下させ

る。 場合によっては統合された沈降機でさえ、この

機構を洗浄に使用する。 それはきれいで効率的で

す！ 落下灰は主にボイラーフロアからミニプッシュ

フロアを介してピックアップされ、中央に配置され

たスクリューに送られます。 

アッシュボックス：余分な、実用的ではありません。 

 灰は、自動的に外部灰ボックスに運ばれます。 脱アン

クルスクリューは灰を圧縮し、他のシステムと比較して

排出間隔を大幅に延長します。 この箱はハンドカートで

もって運ばれるのが最善です。 箱の上のガイドプレート

は、時々不均一であっても正しい輸送を保証します。 放

電を簡単にするために、ロバストロック付きのフロント

カバーを完全に取り外すことができます。 したがって、

空にすると、箱は事実上すべてのビンまたはコンテナに

収まります。 

ETAシステムでは、燃焼室と熱交換器が自

動的に清掃されます。 これにより、ボイ

ラーの効率が向上し、保守点検が最小限

に抑えられます。 

灰の箱は空にしておかなければなりませ

んが、灰の圧縮と大きな灰ボックスの容

積は、従来のシステムよりも少なくなり

ます。 
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From the store 
into the boiler 

 
 

 
Easy also for large pieces 
With the ETA eHack you can also burn coarse wood 
chips (P31S/G50). The ETA discharge system easily 
produces pieces with a length of up to 15 cm. 
Special progressive screws are responsible for the 
smooth transport from the store into the boiler. 
So that there are no stoppages – above all in the 
transition from the open trough in the store to 
the closed trough outside - the distance between 
the individual windings of the transport screw is 
increased. This loosens the material and a quiet, 
smooth, power-saving material flow is guaranteed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No standstill, it does jam up If a material jam 
still occurs, the flow monitor notes this immediately 
in the control system and moves the screws in the 
other direction until the material has come loose 
and the fuel transport can proceed unhindered. To 
make sure the flat spring arms are not damaged, t 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
1.5 mから4.0 mまでの 

強いフラットスプリ
ングアーム 

 
 
 
 

 
4.5mから6.0mまでの大規
模な多関節アームまたは
ダブルヒンジアーム技術 

常に最適な燃料ピックアップ1.5mから4m

の直径の貯蔵室用の強力な平らなスプリン

グアームを備えたフロアアジテーターは、

それぞれが半メートル単位で作られていま

す。 4〜6メートルの部屋では、特別に強化

されたアジテーターを備えた多関節アーム

技術を使用しています 
 

 
 

 
 

 
 

柔軟なシステム 

ネジを接続するには、標準部品を使用して最

大で6メートル、125ミリメートル間隔で任意

の長さが可能です。 部品は溶接や切断する必

要はありませんが、一緒に接続してください。 

 

オンサイト溶接および切

断は不要：放電システム

の部品は、必要に応じて

簡単に接続します。 

貯蔵庫からボイラーへ 
良好な木質チップボイラーはメンテナンスを必要

とせず、燃料輸送は完全に自動的に機能します。 

ETA排出システムは、粗い木片などで閉塞しない

ことで円滑に機能することを保証します。 

大型作品にも簡単 
ETA eHackを使用すると、粗い木材チップ（P31S / 

G50）を焼くこともできます。 ETA排出システムは、

15cmまでの長さのピースを簡単に生産します。 

特別なプログレッシブスクリューは、店舗からボイ

ラーへの円滑な輸送を担当します。 何も停止がない

ように、とりわけ、貯蔵庫の開放トラフから外側の

閉鎖トラフへの移行において、輸送スクリューの

個々の巻線間の距離が増加する。 これにより材料が

緩和され、静かで滑らかで省電力の材料フローが保

証されます。 

停止していない、ジャムアップしています。まだ

材料詰まりが発生している場合、フローモニタは

制御システムでこれをすぐに認識し、材料が緩ん

で燃料輸送が妨害されなくなるまで、スクリュー

を反対方向に動かします。 板ばねアームが損傷し

ていないことを確認するために、アジテーターは

同時に反対方向に動くことができません。 ユニバ

ーサルジョイントにより、次のことが保証されま

す。ネジが後方に移動すると、床アジテーターは

自動的にモーターから切り離されます。 

ユニバーサルジョイントは、モータ

が方向を変えて、回転アジテータも

間違った方向に回転することなく、

搬送スクリューの詰まりを緩和する

ことを保証する。 



18   

燃料貯蔵および運搬   
 
 
 
 

ストアフィリン
グ：シンプルで安全、クリーン  

特に木材チップで加熱する場合、貯蔵庫の
充てん方法についてよく考えられた解決策
が重要です。これはお金を節約し、長年に
わたる不満を避けるためです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
衝突防止装置であり、床の攪拌器が

損傷しないようにする。 

地上レベルでの充填 

この形式のストレージは、農場やビジネスで使用され

る古典的なものです。 これは木材チップを保管するの

に最も経済的で簡単な方法です。 フロントエンド、ダ

ンパー、プッシュオフなどのデバイスが利用可能な場

合は、さらに使いやすくなります。 また、充填作業が

最小限に抑えられたときに費やされる作業と時間もか

かります。 ダンパーやプッシュオフのトレーラーなど

の大型ボートユニットでは、材料が排出システムに直

接搬出されます。 

 
 

非常に大きな充填高さを可能にします。フロント

エンドローダーまたはテレスコピックローダーの

場合、木材チップはただ停止しています。 
 
ETA tip：衝突保護 

これは、充填中の撹拌機への偶発的な損傷から保

護します。 

 

 

アクセスレベル以下の貯蔵庫へのダンプ木材チ

ップの急な安息角でも良好な塗りつぶしを実現

するには、シャフトの開口部を大きくする必要

があります。 最良の場合、それは幅2mであり、

貯蔵庫の全直径にわたって広がっています。 

このシステムでは、最大6mの貯蔵直径が可能で

ある。 ブリッジを防止するために、選択された

トルメータの直径は決して店舗の直径より小さ

くすべきではありません。 新しい貯蔵室を建設

する場合、最適な解決策は、典型的な肥料ピッ

トの型枠を用いて経済的な円形レイアウトを作

ることです。 それは特に経済的です。 
 



 

 
 

 
 

...my heating system 

! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要に応じて特別なソリューション 

当社のモジュラーシステムでは、ほぼすべての状

況において、非常に優れた価格性能比を備えた  

技術的に完璧な排出システムを構築することがで

きます。 ETAを使用すると、1つのボイラーに2つ

のアジテーターを、2つのボイラーに1つのアジテ

ーターを実装することができます。 大工作業場

の燃料サイロについては、揺動オーガが必要で

す。 

中間コンベアスクリューを使用すると、高さの

差、方向の変更、最大6mの距離を克服すること

ができます。 これらは、30°を超える傾きで設置

しないでください。 また、既存の倉庫搬送シス

テムとの接続を形成するために中間コンベアス

クリューを使用しています。 

バンカーフィリングスクリューまたはセラールーム

用充填ノズルこのソリューションは、既存の部屋を

使用したり、木製チップシステムを家に直接持ちた

い場合に理想的です。バンカー充填スクリューは、

部屋の軸に対してある角度をなして、または傾斜し

て連続的に直径に非常に柔軟に取り付けることがで

きるので、貯蔵室を最適に満たすことができるよう

に2本のネジを推奨します。 
 

建物のレイアウトが充填ホッパーを許可しない場

合、または木材チップ運搬機へのアクセスが困難な

場合、木材チップを充填ノズルを介してタンカーか

ら供給することができます。ペレットのみを使用す

る場合、充填ノズルが最良の解決策です。 
 

45°まで調節可能。ここでは、6mまでの床アジテータ

の直径が可能です。 

アジテータの直径の半分以下の高さの部屋では、倉

庫を最適に満たすために2本のネジを使用することを

お勧めします。 

追加料金：安全です 

全ての開いた充填溝は保護スクリーンを有し

ます。 これは、スクリューが動作していると

きの事故から保護するだけでなく、ジョギン

グモーターのおかげで妨害されずに木材チッ

プのスムーズな輸送を保証します。 

Fall h
eigh
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燃料貯蔵とコンベヤ   
 
 

 

貯蔵庫からボイラーへ 
 

How should I design my store room? How to ensure 
the smooth transport of fuel from the store into the 
boiler? With the ETA systems you have the most 
varied of options. 

 

 

 

store room and the boiler room, so that the agitator 
can run level. With ETA even an inclined transportation 
is possible between store and boiler, because the feet 
under the agitator plate can be adjusted, allowing the 
inclination of the conveying system to be precisely set. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
 

 

With or without tilted floor? 
Without a tilted floor the installation of 
the floor agitator is easier. You can rely 
on quiet operation. However, a small 
part of the store cannot be emptied fully 
automatically. This is simply filled with 
very dry wood chips during the first load. 
If you decide on an inclined tilting floor, 
fewer wood chips remain in the store. 
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ETA info: Planning advice 
for a wood chip store 
The floor agitators are designed for a 
maximum wood chip fill height of 5 m. 
• The trough screw between store outlet 

and boiler may be a maximum of 
6 metres (L) long. 

 
ETA tip: For horizontal discharge, the 
following height differences between store 
room and boiler room are needed: 

 

for eHACK up to 80 kW: H = 690 mm 

どのように私の倉庫を設計する必要がありますか？ 

燃料を貯蔵庫からボイラーにスムーズに運ぶ方法を教

えてください。 ETAシステムでは、最も多様なオプシ

ョンがあります。 

すべての事態のための一つのアジテーター 

ETAアジテーターは構造条件に適合します。 理想的には、貯蔵室

とボイラー室との間に高さの差があると、アジテーターは水平に

走ることができます。 ETAを使用すると、アジテータプレートの

下の足を調整することができ、搬送システムの傾きを正確に設定

できるため、貯蔵庫とボイラーの間で傾斜輸送が可能です。 

ETAヒント：水平排出の場合、貯蔵室と 

ボイラー室の間の高さは次のとおりです。 

ETAインフォメーション：木材チップストア

の計画アドバイス 

フロアアジテーターは、最大5mの木材チップ

充填高さに設計されています。 

•店舗出口とボイラー間のトラフねじは、最

大6 m（L）の長さにすることができます。 

傾いたフロールの有無にかかわらず？ 

傾いた床がなければ、床アジテーター

の設置は容易である。 静かな操作に頼

ることができます。 ただし、貯蔵庫の

一部を完全に自動的に空にすることは

できません。 これは、最初の負荷の間

に非常に乾燥した木材チップで単に満

たされる。 傾いた傾いたフロアを決め

ると、店内に残っている木片が少なく

なります。 
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The solution for pellet heaters 
If there is little space for a wood chip store, pellets 
are the ideal solution, as the energy density of 
pellets is about four times as high as that of wood 
chips. So for the same heating performance you 
only need a quarter of the storage space. 

Planning advice for a pellet store with 
agitator 
• Pellets are much heavier than wood chips. That 

is why agitators may only be filled with pellets up 
to a height of 2 metres. 

• To ensure that the pellets are not damaged, 
only flat-spring agitators up to max. 4 metres 
in diameter may be used, and the angle of 
inclination may not exceed 12°. 

• A special cover plate for pellets is needed on the
open trough screw in the store. 

• The trough screw between store outlet and
boiler may be a maximum of 1.5 metres long.

Those who want to operate their boiler with 
pellets only... 
... should rely on the discharge screws specially 
developed by ETA for the transport of pellet fuel. 
Additionally, the fuel can also be heaped up 
significantly higher thanks to the ETA discharge 
screw. 

Planning advice for pellet store with 
discharge screw: 

• The open trough screw in the store 
room may be a maximum of six metres 
long, the total length of the open and 
closed trough screws may be a maxi- 
mum of eight metres. 

• Taking into consideration the structural
integrity of the building, the screws can 
be filled up to six metres high. 

A numbers game 
A system with 45 kW heating load annually 
consumes about 15 tonnes of pellets, that 
corresponds to a size of 23 cubic metres. 
For annual filling, including reserves, a 
storage room volume of just 30 m³ is 
sufficient. For 4.5 metres fill height, a store 
room footprint of just 2 by 5 metres is 
required. 

数字のゲーム 

45kWの暖房負荷を有するシステムは、毎

年23立方メートルの大きさに相当する約

15トンのペレットを消費します。 埋蔵量

を含む年間埋立量は、30m3の貯蔵室容積

で十分です。 高さが4.5メートルの場合

は、わずか2×5メートルの店舗面積が必

要です。 

ペレットヒーターのソリューション

木材チップショップのためのスペースがほとんど

ない場合、ペレットのエネルギー密度は木材チッ

プのエネルギー密度の約4倍であるため、ペレット

は理想的なソリューションです。 同じ暖房性能の

ためには、貯蔵スペースの4分の1しか必要としま

せん。 

アジテータ付きペレット店の計画アドバイス

•ペレットは木材チップよりも重い。 そのため、アジ

テーターでペレットを満たす高さは2メートルまでで

す。 

•ペレットが損傷していないことを保証するために、

フラットスプリングアジテーターのみを最大限まで

使用してください。 直径4メートルを使用することが

でき、傾斜角は12度を超えてはいけません。 

•貯蔵庫の開いたトラフねじには、ペレット用の特別

なカバープレートが必要です。 

•貯蔵庫出口とボイラー間のトラフねじは、最大1.5

メートルの長さにすることができます。 

ペレットだけでボイラーを運転したい人は... 

ペレット燃料の輸送のためにETAによって特別に開発

された排出スクリューの使用をお薦めします。 

さらに、ETA排出スクリューで、燃料を大幅に高くす

ることもできます。

排出スクリュー付きペレット店舗の計画アドバイス 

・保管室の開いたトラフのネジの長さは

最大6メートルですが、開いたトラフの

ネジの全長は最大8メートルです 

・建物の構造的完全性を考慮して、スクリ

ューは最大6メートルまで充填できます。 
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技術データ  

ETA eHACK 20 to 45 kW 

Connection for safety valve, pressure gauge and bleed valve 
  1 

R1/2" internal thread 

 2 Flow, R5/4" 

 3 Return, R5/4" 

 4 Filling and draining valve 

  5 Maintenance area to be kept clear 

The boiler can be supplied with the stoker on either the right 
or the left side. 
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安全弁、圧力計およびブリード弁の接続R1 / 2 "雌ねじ 

 フロー、R5 / 4 "

リターン、R5 / 4 "

 充填および排出バルブ

 メンテナンスエリアを明確にする

ボイラーは、ストーカーを左右いずれかに供給すること

ができます。
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ドラフトリミッターは15 Pa以上必要です 

eHACK wood chip boiler Unit 20 kW 25 kW 32 kW 45 kW 

木質チップ定格出力 

M25 BD 150 (W25-S160) 
kW 5.9 - 19.9 7.6 - 25.4 7.6 - 32 7.6 - 45 

定格出力/ペレット kW - 7.5 - 25.4 7.5 - 32 7.5 - 45 

エネルギー効率クラス** A+ A+ A+ A+

木質チップの部分負荷または全負荷* % 91.2 / 94.0 92.9 / 94.6 92.9 / 94.6 92.9 / 94.7 

ペレットの部分負荷または全負荷* % - 93.4 / 94.6 93.4 / 94.3 93.4 / 93.7

輸送寸法, W x D x H mm 710 x 1,430 x 1,610

ロータリーバルブストーカー有/無の重量 kg 830 / 712 

ボイラー内水量 Litres 153 
ポンプ動作のために利用可能な残留ポンプヘッド（ΔT= 

20°Cで） 
mWs / 
m3/h 

5.5 / 0.86 5.2 / 1.08 4.1 / 1.38 2.8 / 1.92 

灰ボックス容量 Litres 52 

部分的/全負荷時に必要な煙道ドラフト Pa 
>2/>5

木材チップの消費電力 

統合された集塵器なしの部分的/全負荷で 

W 
52 / 74 56 / 83 56 / 94 56 / 121 
72 / 94 76 / 103 76 / 114 76 / 141 

電力消費量/ペレット使用時・部分負荷/全負荷 

*Data from test reports by BLT Wieselburg
**Energy labelling for packages (solid fuel boiler + temperature control)

集塵器 無 - 44 / 63 44 / 71 44 / 84 
集塵器 有   W - 64 / 83 64 / 91 64 / 104 

待機電力 W 12 12 12 12 

最大許容作動圧力 bar 3 

温度調整範囲 °C 70 – 85 

最大許容動作温度 °C 95 

最小リターン温度 °C 60 

ボイラークラス 5 acc. to EN303-5:2012 

適切な燃料 
Wood chips ISO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), 

maximum 35% water content [M]; miscanthus EN 
ISO 17225, pellets ISO 17225-2-A1, ENplusA1 

電気的接続 400 V AC / 50 Hz / 13 A / 3P + N + PE 

 

定格出力/木質チップ 

M25 BD 150 (W25-S160) 
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ETA eHACK 50 to 80 kW 

Connection for safety valve, pressure gauge and bleed valve 
  1 

R3/4" internal thread 

  2 Flow, R 6/4" 

  3 Return, R6/4" 

  4 Filling and draining valve 

  5 Maintenance area to be kept clear 

The boiler can optionally be supplied with the stoker on either 
the right or the left side. 

1
6
8
3

 

1
2
6
5

 

1
1
1
5

 

2
0
3
0

 

1
8
2
4

 

>
 1

2
0
0

>
 3

0
0

 

8
0
5

 

1
7
6
6

 >
 2

4
0
0

>
 2

3
0
0

 

安全弁、圧力計およびブリード弁の接続R1 / 2 "雌ねじ 

 

 フロー、R6 / 4 "

  

リターン、R6 / 4 "
 

 充填および排出バルブ 
 

 メンテナンスエリアを明確にする

ボイラーは、ストーカーを左右いずれかに供給するこ

とができます。 
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ドラフトリミッターは15 Pa以上必要です 

N O T E S 
 

 

 
 
 

Wood chip boiler eHACK Unit 50 kW 60 kW 70 kW 80 kW 

Rated capacity Wood chips M25 BD 150 
(W25-S160) 

 
エネルギー効率クラス** 

kW 14,9-49,9 17,9-59,9 20,9-69,9 23,2-79,9 

 

- 
 

木質チップの部分負荷または全負荷* % 93,3 / 94,7 94,1 / 94,7 94,9 / 94,6 95,7 / 94,6 

ペレットの部分負荷または全負荷*           % 93,4 / 93,6 93,4 / 93,5 93,3 / 93,3 93,3 / 93,1 ロー

タリーバルブストーカー有/無の重量 kg  1.110 / 992 

ポンプ動作のために利用可能な残留ポンプヘッド

（ΔT= 20°Cで） 
mWs / 
m3/h 

6 / 2,1 4,5 / 2,6 3,7 / 3 2,5 / 3,4 

灰ボックス容量 Litres 52 

 Pa 
> 2 Pa / > 5 Pa

 
 

木材チップの消費電力 

統合された集塵器なしの部分的/全負荷で 

     

 
 

W 
 

57 / 124 
 

59 / 131 
 

61 / 138 
 

63 / 145 
  87 / 154 89 / 161 91 / 168 93 / 175 

Electrical power consumption with pellets at 
partial / full load 

W
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Data from test reports by BLT Wieselburg 
**Energy labelling for packages (solid fuel boiler + temperature control) 

 

A+ A+ A+ 

定格出力/ペレット kW 14,9-49,9 17,9-59,9 20,9-69,9 23,2-85 

 

輸送寸法, W x D x H  mm 770 x 1.455 x 1.826 

 
ボイラー内水量 Liter 203 

 

without integrated precipitator  46 / 92 50 / 108 55 / 124 59 / 140 
with integrated precipitator  76 / 122 80 / 138 85 / 154 89 / 170 

待機電力 W 15 15 15 15 

最大許容作動圧力 bar 3 

温度調整範囲 °C 70 – 85 

最大許容動作温度 °C 95 

最小リターン温度 °C 60 

ﾎﾞｲﾗｰｸﾗｽ 5 acc. to EN 303-5:2012 

 
適切な燃料 

Wood chips ISO 17225-4, P16S-P31S (G30-G50), 
maximum 35% water content; pellets ISO 17225- 

2-A1, ENplusA1 

電気的接続 400 V AC / 50 Hz / 13 A / 3P+N+PE 

 

定格出力/木質チップ 

M25 BD 150 (W25-S160) 

部分的/全負荷時に必要な煙道ドラフト 

電力消費量/ペレット使用時・部分負荷/全負荷 

集塵器無 

集塵器有 
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ETA PU ペレットユニット 7 to 
15 kW 

ETA PC ペレットコンパクト 20 to 50 
kW 

ETA PE-K ﾍﾟﾚｯﾄﾎﾞｲﾗｰ 70 to 220 kW 

ETA SH  木質ガス化ボイラー20〜
60kW20 to 60 kW 

ETA SH-P木材ガス化ボイラー20および30 kW、
ETA TWINペレットバーナー20および26 
KW  

ETAはSP 500〜5,000 lt、SPS 600〜
2,200 lt 

ETA油圧モジュール

ETA eHACK ｳｯﾄﾞﾁｯﾌﾟボイラー 
20 to 80 kW 

ETA HACK ｳｯﾄﾞﾁｯﾌﾟﾎﾞｲﾗｰ 
110 to 200 kW 

ETA HACK移動式火格子付きVRウッ
ドチップボイラー333-500kW

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. 
Prospekt eHACK EN, 2017-09 

Your heating specialist will be happy to advise you 

問い合わせ先 

ソーラーワールド株式会社

〒994-0024 

山形県天童市鎌田2丁目1-11 

mailto:info@eta.co.at
http://www.eta.co.at/

