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2022.9 改定
循環・浄化・除菌・保温＋足湯浴槽

上質のくつろぎ空間

足湯

オールインワン
足湯ユニット
CA-151V

スイッチひとつで簡単操作！
便利な機能満載！
エコモード (倹約 ) 設定
お好みの時間でエコモード設定ができ、使
用環境により異なりますが、最大 28％の電
気代を節約できます。（当社試験データによる）

安心点検お知らせ ( 点検は有料です )
製品を安全に長期間お使いいただくため、
設置後７年を経過すると安全点検ランプが
点滅し、製品点検時期をお知らせします。

浴水保温温度設定
身身体に適した温度 37 ～ 45℃の温度設定
　ができ、熱め好み、ぬるめ好み、どちら
　　にも対応できます。また、夏場などの
　　保温を必要としない場合は、保温オフ
　　モードや、追いだきを使用される場合
　　　の 31℃設定もできます。

　３段階の運転切替
　高速、通常、静音の運転切替ができます。
　高速運転は、水流が勢いよく噴出し心地
　よい入浴が楽しめます。
　静音運転に設定すれば、夜間の運転も静
かになり、電気代の節約にもなります。
高速運転は 8分、静音運転は 8時間作動で
通常運転に戻ります。静音運転の作動時間
は変更することもできます。

選べる高速運転モード
高速運転は、連続高速モードと、3種類の
間欠モードが選べます。お好みにあわせて、
心地よい水流が楽しめます。高速運転時は、
ヒーターオフとなり保温を行いません。

大きな操作スイッチ
大きく見やすい日本語表示で、大きなスイ
ッチを採用しました。

浴水使用日数表示
浴水を清潔に保つために、浴水ののべ使用
日数を表示できます。

紫外線ランプ交換お知らせ
紫外線ランプの寿命時に、交換ランプでお
知らせします。

オールインワンだから
足湯ユニットは、
置くだけの簡単設置！
特別な設置工事は必要ありません。
設置したその日からご使用できます。

１日中いつでも
足湯が楽しめます
朝も昼も深夜も、準備なしで、いつでも、
あったかい足湯が楽しめます。

いつでもお湯は清潔…
１日中お湯を循環、浄化、除菌、保温して
いますので、いつもホットでクリーンなお
湯に保ちます。お湯を沸かす必要がなく、
空焚きや、沸かしすぎを防止することが
できます。

浴槽の掃除もカンタン楽々で
手間が省けます
従来の足湯は、準備が大変面倒でした。
しかし、オールインワン足湯ユニット
なら、お湯の入れ替え、浴槽掃除の手
間が省けます。

仲間と一緒に楽しめる足湯
足湯専用の浴槽と 24 時間風呂が一体にな
った足湯ユニットで仲間と同時に本格的な
足湯を楽しめます。

光触媒＋紫外線照射による
ダブル除菌システム
浴水の除菌には、殺菌作用がもっとも強い
とされる波長 254nmの紫外線を、効率よ
く出力する紫外線ランプを採用。また、光
触媒である酸化チタンに紫外線が当たると、
酸化チタンの表面に分解力をもつ活性酸素
が発生し汚れを分解する「ダブル除菌シス
テム」を搭載しています。

トップフィルター
髪の毛、糸くずなど、目に見える大きいゴ
ミは、トップフィルターでキャッチし、本
体への流入を防ぎます。

ろ過材（セラミックス）
ろ過セラミックスによるバイオの力で、汚
れを炭酸ガスや水などにバイオ浄化します。

簡単移動・簡単設置！
落ち着きのある
御影石の風合い。

簡単移動・簡単設置！
落ち着きのある
御影石の風合い。

※入水口の位置・形状を変更する場合があります。



仕　様
品名／型式 足湯ユニット／CA-151V
浴槽外形寸法 高さ555×幅810×奥行き1505mm
浴槽内形寸法 深さ310×幅660×奥行き1000mm
質量 47kg（24時間風呂を含む）
最大同時使用人数 ５人
設置場所 屋内用
浴槽材質 FRP（硬質ウレタンフォーム保温材内蔵）
電源 AC100V　50/60Hz
定格消費電力 通常運転時844W、静音運転時802W、高速運転時168W
循環ポンプ 自給式、3段階切替（通常、静音、高速）
循環流量 通常25L/min、静音20L/min、高速30L/min
ヒーター 間接加熱ヒーター 750W
湯温調整範囲 ヒーターOFF、31℃、37～45℃（設定1℃毎）
除菌方式 紫外線照射、光触媒（24時間除菌）
浄化方式 物理浄化　：トップフィルター
 微生物浄化：ろ過材（セラミックス　1.4kg×2袋）
安全装置 循環ポンプ空運転防止機構、ヒーター空焚防止、
 温度過昇保護装置、漏電保護プラグ、過電流防止、
 転倒時安全装置
生産国 日本

〒776-8555
徳島県吉野川市鴨島町上浦 400-1
TEL 0883-24-1155
https://www.corona-net.com/

●この商品に対するお問い合せは

220701C10

　  安全に関するご注意
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用く
　ださい。誤った取り扱いをすると、人身事故や家財の損害に
　結びつく恐れがあります。
●使用中やお手入れのとき、または万一の水漏れ時は浴槽周
　辺が水で濡れる場合があります。設置場所は大量の水が濡
　れても問題ない場所を選んでください。　
●浴槽は水平に置き、最大同時人数が使用しても不安定にな
　らないように設置してください。
●電源は専用電源を設け、他の機種の電源とタコ足配線しな
　いでください。
●必ずアースを接続してください。
●使用する水は水道水を使用してください。
●循環水の入水口と出水口に手や足などを入れたり、ふさい
　だりしないでください。
●足湯の目的以外で使用しないでください。
●お子様がご使用になる場合は浴水への転落に注意してくだ
　さい。
●足を浸ける前に必ず湯加減を確かめてください。
●営業時間中は浴水清浄液を浴水に投入し、浴水中の遊離残留
　塩素濃度が0.2～0.4mg/Lを保つように注意してください。
●毎日1回トップフィルターを浴槽の外に取り出し、フィルター
　に付着している髪の毛や目に見えるゴミを取り除き、流水で
　もみ洗いしてください。
●浴水の交換は1週間に1回以上行い、同時に浴槽を掃除して
　ください。
●配管洗浄は定期的に行い、専用の配管洗浄剤（別売）を使用
　してください。
●設置後、浄化が安定するまで時間がかかる場合があります。
　その間、浴水が濁る場合がありますが異常ではありません。
　濁りやにおいが気になる場合は浴水を新しく入れ替えてく
　ださい。
●指定以外の入浴剤、果実や薬草、温泉水、飲用に不適な井戸
　水は使用しないでください。
　（浄化能力が低下したり、配管を傷めることがあります。）
●点検やお手入れなど衛生を維持管理する方法について、都
　道府県の条例や保健所の指導または厚生労働省の指針が
　ある場合はそれにしたがってください。

足湯本体色
●御影石調ブラック

●御影石調ホワイト
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各部の名称と寸法

※入水口の位置・形状を
変更する場合があります。

1100mm

1000mm

足湯ユニット搭載
24時間風呂

オールインワン足湯ユニットには、
フロ・グラン(CKV-233FG)が搭載されていますが、
操作部は、足湯ユニットカバーに装備しております。

希望小売価格　780,000円(税込858,000円)（設置費、送料別）
  ※ご注文の際、ご希望色をご指定ください。

消耗品
　トップフィルター（2枚セット）  1,100 円 ( 税込 1,210 円 )
　ろ過材（1.4kg/ 袋）  3,690 円 ( 税込 4,059 円 )
　ろ過材ネット（1枚）  970 円 ( 税込 1,067 円 )
　紫外線ランプ（1本）  8,360 円 ( 税込 9,196 円 )
　グロー球（1個）  440 円 ( 税込     484 円 )
　

別売部品他
　循環温浴システム（24時間風呂）専用洗剤（配管洗浄剤）
　　ニュークリーン 24(1.5kg 入 )  3,300 円 ( 税込 3,630 円 )
　循環温浴システム（24時間風呂）専用入浴剤（医薬部外品）
　　別府八湯 (900g×4個入 )  8,000 円 ( 税込 8,800 円 )


