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′11浦上1こ鳩を一卜加重にL,l1月Hの括ノJを′トみ山すための努力は

-▲LJも欠かすことのできない･柁々の去ti什:の-･つであろう｡二

れをいかにで㌢f蜘勺に､日_つ迅速に行なうかということ､そし

て多杓化する要号さにもーl一分にこたえるかというニ･と､それはり亡

Lて易しいことではない｡

二二に紹介されているものほ,その代表的な一 一部のものに

しか過ぎないが,改めて見なおして見ると,この仰の‾努ナJが

日立磐望作所の数多くの工場や仰′た巾で,一茄実に,地味に枯ふ

屯ねられてきてし､ることが分かる｡

家庭_′ト括を中心としたものとLては,カラーーテレビの消印

ノ.一に力を帆i城させることができたはか,i舟作能♂)小什壬テレビの

発表,す-デオファンの要ヤさにこたえイミ上るシステム コンポ■-

ネントI+0-Dシり-ズがより允ノノミをふ,止召小形のカセット テ

ープレコrダの;払■.■lJ化などを‾挙げることができる､.

:/:竺1も朋糾グ)ための.捌新城,.言行設怖では,′家庭=かごJビル,

二｢城川にうミる圭でのJJ二範lけ=二わたり, 一様に低り削■ミニ化,約以

な肘什.と促′丁､黙エネルギーという絹ノ1-二に軋l∴i二が滞かれ,い

ずれもこの2,3fトのirりに人帖な収繋が行なわれ,′上り付い

順子のよい;払l‾いこな′ノてきている.,

冷儲嘩1鞍J係ではJ†㌻i束良品の汗枚から､フリ一サー1什壬のも♂)

の大形化が挙げられ,粍i剛幾,Jli【川うミ機では節水作手,節ノ■‾に形の

ものが発揚した｡

住宅F英j係の設備機器ほ､/L清拭J〔の変化に作って,-ヱトごと

に内容が∵!モかになってきているが,セントラル ヒーーティ ング

の機器を1-トL､とL,耶IIJか､スなどを燃料とする新しい二乍朋機

器,給音韻関係機器の代表｢】てJなも♂)がここに糾介きれている(､

また,照叩】関係でも新了‾は柿と新∫髪･望j玉枝術による新しいけい

光ランプの開発のほか､箸差異関係でも数々の技術l′l(Jな成米が

あった｡
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18形110度偏向カラーテレビ(CE-224)

抑什プJ11機能の･抹川と叫イじの繋.il■iである打一に力化をトズト〕/_二

18什壬110J別占i/りデラックス テーブル タイプCE--224を発ノこしノ

た｢､‾トな柑1壬は次のと才;りである｡.

り_)抑;与悦C叫†1綿巨ヰくノ心刷り路グ)拭川により,汀け～ノlしこノノをテ′一亡ンに

の130WかごJl15Wと12%紙i城した.-

(2)従+三かごフ抹‖Jしている21…諾す肝-ト,く一-Jきりつ圭一み 川i

軒緒川川二l‖1抑)に加え､‾芥組グ)内7妄や灯しみにでトフた凸朋を一ト

タンを押すだけで41三川†に准郎できるlトー仁ご望･と州三巾独F■-1ごノJ抑･1三ヒ

能ニュー カラー‾十一卜 C.C

をj‾采川【ノたし.

(3)巾碑二川プルりけ糾二は,イこ燃

件の7ルミナノ.川上に･i射ヰこ･と航

抗体(卜放1こ分)をl二l川岬己戊

L,4仙グ)トランシスタを純

しみ込んだ巾l什川カモジュール

HM6201を採川L,†∴如=牛/之

びノ左1叶トのl｢り卜を†セトった.二.

18形I10度偏向デラックス テーブ

ルタイプ カラーテレビ(CE-224)

14形90度偏向カラーテレビ(CR-414)

新規ぷ紫ノ之び1爪音貨一ご≠.言一食に応ずるため,l湖輔巨小彬カラーテ

レビとLてCR---414をヲ己尤Lたし)二のノ乏イ.捕覧には[トニ′二;望･と州三J叶独

一丁lのインライン ガンノノJlい縦ストライプマスク仙jfJク畑川;+

発ブラ｢7ン皆を才采川Lており,(1)人Il紆iはイーレンズによって,

フォーカス什能が‾桁f堤にl■′り_卜Lている二･と.｡(2)帖殊-1‾-′レト

ロイデルル占け1jヨークをIiりプ芭指摘した結札l沖･1的コンパーーーーlニ

ンス朋1亘さが十こ‾紫となったことにより,-㍍ノ｢′卜能･】∴jイL捕り生をりミ

ュ兇Lている｡

CR-414(7)卜なれ‡ユ_壬は次♂‾)とJiりである′1

(1) インライン ガンノノJ･(,縦ストライプマスク†小】jブラウ

ン符,ノ之び特殊仙l｢り∃一クの才采川により色むごっ､邑ずれ什能

の;｢り卜がトズ】れ,従求めんヒーうであった刺コンパーゼンス.仰.乍

が‾不要となった｡.(2)人口律`1一にイ･レンズをす采川Lた結札 フォ

ーーカス什了指が‡｢】j_卜L,鮮叫なl!玉1げfをり三上丸できた､｢(3)ノイス'･プ〕
少ないField Effect Transistor(FET)採川Vfけチエーー十を

14形とLて和Jめてj■采川LたL_.

(4)色付J乱作の良好な

人規帖色川路川ICを

糊ヲ芭才末梢した｢

(5)l'l土的口f川柑耶享†i(A

FC),2f貨す肝ト｢‖=格

付き.二､

14インチカラーテレビ

(CR-414)

済

敷JJきJ心沖【ツタ批恥ふ.,∨軋 馳

鮎
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画像静止機能付きモニタ(メモリ モニタ)

二のメモリ モニタは,先に-･蝦′衷瞳rllとして開発したメモ

リ ビジョンの技術を共に,業務mとして作成した桝條称Ⅰ上機

能をもつ州象モニタで,州像十朋｢iの記鍬Ii生にはメモリ ビジ

ョンと同じく,磁1ミディ スクを†か口している｡

現在Closed Circuit Televisjon(CCTV)株価表示システ

ム巾の受信側端末デイスプレイとして権利してしゝるが,この

システムは次のように梢成されている｡

(1)送信佃りにて袴数仰の附則市報を時分刑L,1系統の信号

に編成する｡

(2)1系統の伝送路によりナ.汚は普イJ佃l+へと†去速される｡

(3)′受信側では,メモリ モニタがもっている州別争=二機能を

川い,粘似的に預数仰の惜別を巾分維L,必要な怖靴だけを

選択Lブラウン管で表示する｡

この結果,効率の良いfよ迷路の活用が可能となり,CCTV

網の簡略化が図られている｡

ここで,才疑似的に奉安数椛の怖韓を内分離するために,いわ

ゆるF-】1i條内容の｢こま落とし+技術を使川するので､一文字あ

るいはパターン情報のような連続的に内容の変化しなし巾i像

情報を対象とすることが必要である｡

しかし,前記株価表示システムのほかにも.例えばホテル

内での各柿情報サ【ビスシステムやプログラム学習形態の数行

システムなど,上述の条件下で卜分効果がマミきられるシステムは

柿々考えられる｡従って,今後予想されるこれらシステムの

発展と平行し,この柿の沖j像モニタの需要J什大が見込まれる｡

システム コンポーネント Lo-Dシリーズ

1‾1f少年層のす-ティサ ブアンにこたえた,システム コン

ポーネントLo-D5ほか一一連のシリーズを開発Lた｡

主な持主主は次のとおりである｡

(1)システムの心臓部であるアンプ部は､新Lく【与り莞†ノたイ

ンバーテ･ノド ダ【リ ントン,エミ ッタ接地によるピュア
コ

ンプりメンタりOCL【Li川各の採何によl)紙ひずみ,人山力設計

になっている｡

(2)高性能のチューナはフェイズ ロック ル【プ(PLL)FM

ステレオ復調回路,又は移和相乗検波方式などの探絹により

温度,経時変化に安定なひずみの少ない′受信ができる｡

(3)モダンなデザインのスピーカ システムはチタン拭動板ド

ーム ツイータの開発により,指l叶性が広く低ひずみ特性をも

ち,人口径のウーハとあいまって迫力のある吉をfヰ生する｡

(4)プレヤーは多耗モートルの採用によI川も城雅一拝を低減し､

またオ【卜機怖でありながらピックアップア【ムは車柑｢圧ト

レースが可能で拭いやすくなっているr)
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システム コンポーネン

ト(Lo-D5)

超小形カセット テープレコーダ

最近の音響製品の分野においては,使用目的の明確な商品

の開発が強く要求されはじめている｡日立製作所は今回,こ

のような要望に応ずるため現在大量に市販されているフィリ

ップスJじカセットテープが使用でき,且つ持運びに便利な世

界最′トの超蒋形テープレコーダ(厚み:29mm)TRQ-10の開発

に成功したし)

主な特長を次に述べる｡

(1)従来,騒音及びワウのノ､くから困雉とされていたギヤ駆動

方式を,精密成形歯車の開発及び精密プレス技術により解決

した｡

(2).デ㍉古巨率超′ト形モートルを開発して小形化及び消費電ブJの

低減に成刀Jした-〕

甲′､喝

威簑㌻ン′二∵恥
小¶叫ルル恥瓜〟心く州

′′､〉珊瑚l句一喝

超小形カセット テープレコーダ(TRQ-10)

2ドア霜なしホワイトフリーザー形日立冷凍

冷蔵庫

日うて製作所は,昭和45年厚から主力機種に霜なしホワイト

フリーザー形冷i束i合蔵庫を採用し,その便利さで顧客の好評

を博Lてきた｡昭和49年度の日立冷凍冷蔵嘩の特長は,冷凍

食品の利用増大に合わせてフリーザー容積を33/から42Jへと

大形化するとともに,節電形製品に対する社会的要望にこた

えるため,節電自動ダンパーを採用,吏に節約回路スイッチ

を設けて消費電力量を節減できるようにしたことなどであるt)

また,フリーザードアを開けなくとも簡単に氷が取リH-1せる

アイ スポケット付i合J歳

唾､給水ボトルに水を

入れておくだけで製氷

と貯水を自動的に行な

うアイスメーカー付i令

蔵ノ車,冷水がいつでも

飲める冷水器付冷蔵J幸,

内容積48/の1ドアi令蔵

偉から413′のサイドフ

リーザー形冷蔵庫まで

の豊富な機種ぞろえな

ど,顧客の幅広い要求

に対処できるようにし

た｡

日立冷凍ク令蔵庫(R-204TP形)
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サイドフリーザー形日立冷凍冷蔵庫

生i舌水準の向上に伴う食生活の向上,冷i東食品の普及によ

り大容量のフリーザ【を備えた人形の冷i東冷蔵庫とLて,伴

いやすいサイドフリーザm形i令?束冷蔵庫の需要が神川口してき

ている｡R_立製作所は昭和45年度に冷i東食品の長期保有に優

れた機能をヲ邑揮する霜なし式サイドフリMザ椚形日+ンニ冷i束冷

J歳唾R-5430FB形を我が国で初めて発売して以来,市場で好

i坪を博してきた｡‾更に昭和49年度には改良したR-468B形の

ほかに新たに開発した配管不要のボトル給水式のアイスメー

か一とi令水着旨を備えたデラ､ソクスなR-468BI形を発売したし,

図にR-468BI形の外観をホす｡

主な特長は二大のとおりである(〕

愈

r=麗

,｡㌫く一ぢ森,認諾貰”琴之莞退璧莞､一琵箋莞空夢さ′､

i舞萱藍整髪襲撃撃法

日立冷凍冷蔵庫

(R-468Bl形)

(1)有効内谷]墳413/(フリーザー

141り の人形;茹なしi令i束冷蔵時で

ある｡〕

(2)傾いやすい両開き式を採川L

ているり

(3)自動自勺に氷をつく り,自動的

に貯水できるアイスメーカー(自動

製氷機)付き(R-468BI)である｡

(4)ドアを開けずに冷水が飲める

冷水署呂汁j‾(R-468BI)である(〕

(5)窄の中にはめ込んで使用でき

るビルトインタイプである｡

(6)高性能断熱材である硬質ポリ

ウレタンフォームを川いた薄壁形

である.｢

冷主東貯蔵庫用日立小形冷凍ユニット

近f｢,i令i東食品の二拝Lい増‾加に伴い,箕萄汁I一川‡i東樺及びプ

レハブ冷i束確か急激に増加しつつある｡これら冷i東樺のj令?束

装‾置とLて,従来の小形冷i束機とユニットクMラmを現地エ

ー三iiで紺∴みfナわせる方法に代わって,冷i東サイクルに必要な機
器をユニット化し告ブJ化を[当った?と冷式及び水冷土(の小形冷

i束ユニットを｢i耶邑した(,

主な牛､ナ艮ほ次のとおりである.｡

(1)冷i束サイクルの完成品として取りまとめられて才一iり,現

地+二事の省力化,及び冷i東装置の仁相性向+∴が回れる｡

(2)天井横置形のため,i令却器部分が嘩内に突起せず,倖内

スペ【スをより有効に使用できる｡

(3)ホットオス パイパス除謀昌を.タイマーと圧力スイッチで

併用制御し,着霜呈に応じ日動的に除霜時間を芦別御できる｡.

(4)同国温度の比較的高い厨坊三三左･どには,水冷式を使用す

ることができる｡

冷凍貯蔵庫用日立

小形冷凍ユニット

(FRリー100CAL)

2価格設定可能な(デュアル形)雉自動販売ヰ幾

飲料業界では消費者の好みが多様化してきたことにでナわせ

て,フレーバ系炭酸飲料や果汁入l)飲料を主とする斯臥指を

次々と発売するようになってきた.｡

これらの臥i‾7一冊に従い価桁の椎類が州え,更に物価の__卜昇

に作って一 一部の製品には価格改訂が行なわれるようになり,

【′l創見反尤機もそれらの要求をirbliたす必要に迫られてきた｡

これ⊥ゝ〕の情勢かノブ,2価朽設淀(DualPriceset)がHr能な

締日動販売倍の需要が州Lた.っ

この【二1劾販売倍ほ.従来60円あるいは70トリの単一価格設つ王で

あったものを,60トリと80円といった2梯類の価格に分けて設

1とすることができるも♂)で,納人光仕様別に人形,中形,小

形の終機椎がある｡このほか次の爪が従来形と興なった特長

である｡

(1)高弓折,低額の切替えが可能:高客乱 恍綿にあらかじめ淀

められた列のほか,高客気 低綿の切拝えが山J能な列があり,

後口の設定梓えが可能である｡

また,この切替えはダイヤル‾方∫じであり,容易にりJニ拝えがで

きる｡)

(2)高客軋 イ氏額の価柿ランプ什:設定価格に達すると点燈す

るランプが設けられており,硬1一号の段入誤I)がl;ガ+Lできる､つ

また,価格表示を各列のi選択表示部に設けた｡

(3)制御回路の半導体化:制御回路の裡嫌化を,半導体制御

素イ･を多く用いて解決した｡､

(4)価格設㍍範囲の増大:価桁の設定範叩か従来の30トり～100

ド】から,30トLJ～150Plに拡大した.-,

低騒音ウインド形日立ノレームエアコン

生活空間における騒音がi主目されだした昨今,ルームエア

コンも宇内1貝Ijはもちろんのこと,宇外側の運転騒青も極力小

さく抑える必要がある｡R立‾製作所は,昭和48年度にウイン

ドタイプの小形主力機桂において低騒音化に成功L,発売以

来好評を博してきたが,昭和49年度はこれをRA-356B形(冷

房能ブJ3,150/3,550kcal/h)などの大形機稗にも拡充して発光

した｡ニれらのル【ムエアコンにおいては,室内側にはシロ

･ソコ7了,ンによる水平循環‾方式,三ミ外イ別にほプロペラフアン

によるU及気冷却方式を採別して送風機騒音を低i成させるとと

もに,圧縮機を鉄板及び｢牧吉村で囲うことによって圧縮機騒

詐をLやへいしたもので,｢冷J方弱+での運転騒吉は,弓子内側

で44/44ホン,宇外側で48/50ホン(50/60Hz)と,従来形と比

較Lて宇内側,苓外側ともに約8ホンの騒音低減を実施でき

たもので,/｢後の販売に期待がもたれている｡

イ監騒音ウインド

形日立ルームエ

アコン

(RA-356B形)

87
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窓用工事簡易タイプ日立ノレームエアコン

′レームエアコンの需要は順調に伸びてきたが,まだ季節商

-i川J安素が強く,詫言繋が集中する販売ピーク時には肘付けが

川に丁汁)ないというr‾～口題がある｡二れを人帖に解消するため

に抑付けが簡単で,Lかも日本′家蛙にマッチした析梢造の窓

川_‾亡解約易タイプ日立ルームエアコン(RAV-189形)を,昭

和49牛ノユごに発売し,好i沖を博した｡

冷ノブ絹ヒブJが1,600/1,800kcal/h(50/60Hz)の6～8豊用で､

丁トな1‾‡土_主は二人のとおりである｡

(1)芳紀形のため,日本家伝主に多いノⅠイr開閉窓に糾え付けたと

き,二告の開放由手頁か大

き く とれる｡

(2)抑什令一夏シー一式が付

拭きれており,特別な

t二小二を必要とせず,如

lけ川で糾え付けられる〔,

(3)ノ家Jポをすヱ=結するこ

とがないので,イ詐′衷,

フ)ハ▼-トなどでも【′t山

に抑えH‾‾けられる｡

(4)‾∴二♂)砕かな帆鴇弟〔二

什ラであるL,

悪用工事簡易タイプ日立ル

ームエアコン(RAV一柑9形)

≡喜書≡惑

小･中形日立空ブ令ヒートポンプ式ニチラーユニ

ット

水鞭順の枯札 エネルギーの有効利用などクリl二全r■ドパテ景か

ノ〕､虻i江?;モ冷ヒートポンプ∫じ′乍1(i凋糾機はとみに柱臼をiてテぴ

ている｡

チラーユニットにおいては､Lミ粧にrT7て和48年J空よ り30kW以_1二

の人形?;空冷ヒートポンプ上〔チラーユニット6機柵を眼′ノこLて

いるが,49年ノ空は2.2～22kWの小･中げ手機椎7機稚をl凋発し,

シリーズ化を[伺った｡

主な才.f上主は次のとおりである｡

(1)'乍1も側熱交枚器用帆髄riニプロペラ フアンの採川や∴市キ

ャビネットによる仔細i機運転了▲1二のしヾイ子によi),法払7‾7り1二巾帖

1m,高さ1mで47(2.2kW)～

62.5(22kW)ホン(Aスケール,

60Hz)と†氏騒弄である｡

(2)iエ土水】■r‖=且性は,韓高570c(空

乞毛側熱‾交槙器人口?と乞ミ湿球温度が

-50c～18.50cの範囲の場fナ)ま

で逆転■叶能である｡

日立空冷ヒートポンプ式チラーユニット

(RHU502A)

S8

日立大形水冷式空気調手口機

大谷_違であるがコンパクトな空～も調和機として,昭和45年

より眼光している大形空1t調和機は,ポーリング場を中心に

一汗ノ女し.その後スーパ【マーケット,更に事務所､工場へと

止し､分野に他用きれるようになってきた｡その結果,製品の

他用条件や収り扱う人も止二い範阿にわたり,サービえ件や工

ヰiの符力化に対する要求はいっそう強くなってきている｡こ

メLらの要求に対処するため,出力22kWから90kWまで特殊什

恍を含めてイ㌢計14機杜をモデル チェンジした｡

二卜な特ユ主は次のとおりである｡

(1)汁1力90kW慌帥は従来2分パり構造であったが他機純とIt+様

にコンパクトな一休構造とし,工事の省力化を阿った｡

(2)高さ寸法はすべて1,850mIⅥと低い寸法に統一一し,ダクト

スへ【スをイナ効に利用できるようにした｡

(3)機器の配置構う立の改良によりサービス件の向上を[司った｡

(4)i令状をLロ川丈してから庄糸榊幾が停止する〔別御方式の採用によ

り,低負荷時の

イ｢諸州生を高めた｡

(5)保護装置の

充実により,安

全に対する信頼

性を高めた｡

日立大形水冷式空

気調和機

(RP-8011D)

日立空冷ヒートポンプ式空気調寺叫幾

1モ;脊ヒートポンプJ〔空乞(訴け口横は,水資ラ塘1こ足,エネルギー

のイ】▲効利悶などの社会的背景かごフ､需要印加の仰向をホして

いるこ.臼_､:仁空J令ヒ【トポンプ式空気t渦和機は,既に昭仰46年

よリ7碓椎を販二たしているが,性能のドり上,低騒一存化,イ‾i吉相

件の向上.ノ之び‡吊付保笥:サービス件の向卜を回るため,昭不=

49年性ほ主力機椎である3.75kW,5.5kW機種をモデルチェン

ジ Lた｢､

新製品の主な持氏は二大のとおりであるrJ

(1)新形熱交換器の採用により冷暖房能力が従来機に比べ約

8%(当社比)向上した｡

(2)低騒音プロペラフアン,低騒音モータの採用により室外

ユニットの騒音は約14ホン(Aスケール)低i成(当社比)した｡

(3)除霜装置としてソ

リ
ソドステート式のデ

アイサを才末梢したこと

により除霜制御の信頼

性が向上した｡

(4)冷i束サイクルの改

良により,冷媒配管が

室内,室外ユニット問

据付距離30m,高低差

20mまで可能となった｡

日立空冷ヒートポンプ式

空気調和機(左:RP一引I

AH･右:RCR-51tH)

一層喜叫
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日立空気清浄機エアトピア

量シリーズ

クリーン 大容

主に学校,幼稚吼回書館,喫茶店,レストラン,事務机会議

宅,応接宗などに設置し,案内の汚れた空気を清浄な空気にする

人谷量の空気清浄機エアトピア匹∃(処理風量20m3/minく虹
びに30m3/minグ)2機椎)を開発した｡

主な特長を二大に示す｡

(1)有害ガスを中和フィルタと活性炭フィルタの併用で高効

率に除去する(SO2の場介:95%)｡

(2)日立製作所が独白に開発した新機構の静電フィルタ採f-f】

により大気中の塵挨を高効率で除去する(90%)｡

(3)ダクト施工により外気の取入れが可能である｡また,ダ

ンパの開閉により外気取入量が調整できる｡

(4)処理風量が20,30m3/minと大きい｡

(5)陰イオン発生器によって宇内の空1もを新鮮化する｡

(6)冷温水コイル(別売品)を組み込

めば,冷‡岐房用の宇内ユニットとし

てもイ吏用できる｡

日立空気子吉浄寸幾エアトピア

｢す可(UDP-200SN形)

日立ノヾノレエアコン

都市ガス,液化和泊ガス(LPG)を燃料とする温風暖テ万機と

セパレート形′正1t冷テノブ機を組み†ナわせた暖レ踊巨力3,500kcal/h,

冷砺能力2,000kcal/hcり新しい形態の住宅用空調機器日立パル

エアコン(GHC-320形)を開発した｡この機純は簡単なスイッ

チ操作で冬季は暖房機として,宮李は冷下方機として悼川でき

るが,更に次のような数々の特上主を備えている｡

(1)強制給排1りJ∫(を採用Lた｡宅1勺のっと～もを汚召とせず街′仁

｢小二暖以できることに加えて,肘什+二l拝が竹城化できるなど

の利∴‡がある｡

(2)去｢勺ユニット単独で暖リブ増用機として他用が可能である｡

(3)燃焼件の憤れた3柁燃焼バーナを他用Lているので､逆

転-～1i二は暖坊｢弱+38ホン,｢‾強_+43ホンと■砕かである｡

(4)■l】も弓85cm,高さ69cmとコンパクトな形北にまとめた｡

日立パルエアコン

(GHC-320形)

j

ニ､㍍∧一ゝ

甥喝鞄

家庭用ガス焚き日立セントラル ヒーティング

機器

住宅用セントラル ヒーティングの普及に伴い,む11凪をダク

トにより向才妾各部屋に送り込み咤レiする比.い軋ダクト方式が肘

付.t蕃を簡略化できることにより拉目されてきた｡これに対

処するため次の2機柾を完成した｡いずれも温風ダクト方式

でガスを燃料とする強制給排1tの燃焼方J℃を採川したセント

ラル ヒーティングの熱1僚機器である｡

(1)日立ガスファーネス(GF-121FF形)

暖臼i能力を12,000kcal/h,6,000kcal/hと可変できる強弱

2段燃焼方式を採用した本格的ガス温風暖Jノi機である｡

(2)日立給拐温風暖塘機(BFG-200形)

暖Jポ巨力10,000kcal/h,給i左綿巳力21,000kcal/hの機能をも

ち,この暖才力機のみで一般家庭の暖レi及び給i揚を行なうこと

ができる｡

ぎ､こ高

日立力'スファーネス

(GF-12==F形)

日立日韓間式ガス給湯機･給湯暖房機

ガス‖薙‖りf抜沸器は堆#トン℃で据付I那賀を要しない,1】丈披いが

簡単である,燃料納給の千‖ち]が不安などの上壬桝を買われ,r‾t-1･

高層住宅を中心に普ノ女しており,谷i封ま大形化Lている｡

二れらの要求にこたえるため,昭和49年新たにR+工瞬lル℃

オIス給棚幾5機椎ノ女び臼_､川利王ルじガス給右端‖かノj機1機帥を1i臼

ヲ邑,シり【ズ化した｡

二の機椎はセントラル絵描,及びセントラル岐ラカに適Lた

光止∫じであり,給i祐機は9～16弓一,給抄壕チノj機は12号(帳)ノブ

能力18,000kcal/h)の給湯能力をもち,液化石油ガス(LPG)

及び各椎都心か､ス用に使用できる｡

また,耐熱はうろう,高い7Jlし｢相性による憤れた耐久作,

Jエ垂帥二lなガス椎に対する高い燃焼件,?た焚きl坊止装置,パイ

ロット安全装置,爆発点火防止装置などのゆき届いた安全惟,

放び脱酸銅管イむ川によるi-r一子潔な拐の確化さなど多くの柑kを伯

えている｡

■

-..-＼

懲

日立瞬間式ガス給湯機

(GS-IOOB形)
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追∃簸き付ガス給湯暖房機

‾▲戸建住宅やマンションのセントラル給桜川差レJ＋風呂氾焚き

用として給湖巨力7号(10,350kcal/h),鴨レJ能力5,200k｡｡Ⅰ/h

のオ､ス絵描H孟蛸幾GX-2とこれに接続する吼F=J口熱昔話HX-50

を開発したo HX-50は･GX-2の暖j加】終に接続L風呂の迫

焚きを行なうものであり,姥込みの風声=二も収り付けられるり

このシステムには次の持主主がある｡

(1)風呂の氾焚きはf去ユ水による附け妥加]熱のため,′′ヒ焚きによ

る火災,その他のノL､軋か仝くなく安心Lて人iγけきる亡､

(2)一つの熟視で,給i祐と暇ブノj又は迫焚きをトJ帖に､それぞ

れの能力を満とさずに仙川できる｡つ

(3)本体はコンパクトな牡掛式で沈血仰の隅などデ､バ･スヘ

ースを利柑して的単に設i_妊できる.｡

(4)給排こくはBF(屋外給排1t)方式で三三内の空1tが汚れない｡

(5)暖テ小IJ循環水の純綿タンクと紳輔ポンプを伽顎Lてよ川,

二L市が脊易である｡

㌻
-■一兵

j

ぎ恥⑳q◎
ガス給ン易暖房機

(GX-2)

ヾ空也.一一一∴静月■

L…′恕て…
風呂加熱器(HX-50)

深夜電力利用日立電気温水器

深夜ノl‾E力利fりの家艇用屯乞tiんミ_水器の洋/女に伴い,縫付幾仰

の機能充実と,1クラス大きい貯i祐ちとの払払Ij巨j犯を行なし､シ

リー‾ズ化を完成Lた｡シリーズ化Lた日払ミ｢.は,丸彬,』三｢㌦i辻

置,拾揚専用形のBE-380N形:貯音韻呈380g及びBE-460形:

貯f易量46(Hである｡

主な桔土主は次のとぶりである′=.

(1)サーミスタf以ノ,エ悠知方式に.上る51三笠l掛祐一旨主表′J七装汁･圭:をす采

孔 子州■乙-どに,泣こ買Lたぎ坊主呈二計によりタンクlノ+の残りi坊_こ止を

一日で判別することができる〔:

(2)空焚き防止機梢を抹別し,タンクl勺に水がなければ,ヒ

ータに通1五されず､て′こモ焚きを`ノこ仝にドガ11

できる蛸造である｡

(3)熟女枚器はグラスライニング処fリ_1と

流花防食の採用で,1主寿命,_｢1.つi.一子潔な

f坊を供給できる｡

(4)日動iムU空調節孔 子ふし性.i鎚昇防_止二岩㌫

漏電しゃ断器,逃L弁など,左仝機械が

充実している｡

(5)†米比.L惟が良好であり,探†女電力を利

用Lているので,綬柄的である｡

(6)煙や炎が川ないので,安全で無公二[i妄

の製品であり,数個所へのセントラル串た

i祐が可能である｡

日立電気温水器(BE-380N形)
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日立洗濯機｢新青空シリーズ+

ロー1工乍｢′ほ力涜i花機は,すすぎ行程に脱水しながらシャワー

北に間欠i.‾‡三水Lてすすく∴ シャワー脱水すすぎ方式を採り入

れ･すすぎ水の大幅節約を同った｡この結果､注水すすぎ方

式の従米機に比べて82パ約40%)の節水ができ,標準倖用水量

は､119Jとなった(採用機種PF-3700,PF-3200)｡

軌二,パルセーターをHり欠駆動して得られる水流で,布地

のいたみやすい衣類などに適したソフト水流(ウールマーク

収得)付き機種,穀後の｢ためすすぎ+,｢注水すすぎ+のい

ずれかに選べる｢すすぎ切換スイッチ+などを開発し,･一段

と機能の充実を1』った｡

また､日立二槽式洗i照機は,ワイシャツのえり,そでU

など汚れのひどいところを手軽に洗うことによって,沈子花の

スピードアップを阿った｢部分洗いコーナー+,臼三水の株主†とに応

じて姑他のすすぎ峠川が分かり､すすぎ水のむだをなくすこ

とができる｢すすぎメータ+などを新シリーズPS-7320,

PS-7620,PS-7220Pに花川した｡

ーニう

日立全自動洗;

;軍機(PF-370(〕;

形)
1r㌦≠＼--､甘

日立二槽式

洗濯機(PS-

7620形)

運転音を49dB(A)にイ氏滅した日立C-V800形

低騒音電気掃除機

う宣1t如}陳機は家庭電1く品の中でい椚_皆電九 放び騒汗の爪

で人きい弘軌二数えられており,舷近これらの帆わ以ま,特に

願器ノ之び礼公憤勢より強く要望されてし､る｡節芯化に対して

は､先に強力ワイド吸口の開発によって岐込力を人帖に改良

L,その発展として標畔450W,強力620Wの消町i註力切換J℃

の肝･‾に形を心服L,標畔450Wで従来の620W以上の吸込力を

党抑でき､27%の節う電で好評を博Lてきた｡

′紬j,これに引き続いて騒丁引氏減のために,馬轟イデ発生源で

あるノi珪動送風機の改良卜二束防拙文持の防振装置,本体内部

の排1〈経路に設けたしゃ市乳 消音パイプ,放び分散排左し∃i

の組付せによる消芹装置などの採用によって従水晶の60dB(A)

の脳l､'1二を,標幣450Wで49dB(A)と極めて静かな逆転打に改良

し,必二従来の丸形ポットのスタイルを収拙作r叶卜を加味L

〆て盲

喝ぬ

たユニークな土主ドJ形にLた

C-V800形をうこ成Lた｡これ

により 日_立抑除機は,｢強

力+,｢節電+､｢静古+の二

大特土壬で･f貨とその機能を

巾J上Lた｡

低騒音電気掃除機(C一V800形)
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ソフトスイッチ何日立電子レンジ
"MR-610FD”

うーに十レンジの利点の-一つは急速加熱できることにあるが,

朋理によっては,緩やかに加熱したほうがよいものがある｡

せ鮮冷凍魚.打.の解i束,卵料理などでは,金一ミ‾こtの柑件からヱトずる

什卜がりのむらをl彷ぐために,加熱j射空を下げたほうがよい.｡

ソフトスイ‥ノチ付′芯十レンジ 山MR-610FD'■ は,マイクロ

沌を】-′Ⅰ土師的に断紙L,マイクロ波の仲1=梓川巾に熱仁七′i掛二よ

りfんん雌をガJ一一にL,良品のr温度を緩やかに卜昇させるもので

ある｡､二れによl),目∃三焼,プリン,茶わん恭Lなどの卯料

押,刺身などのiて‡凍良品の解凍がより答易になり､良好な什

_上がりか和られるくつ
､ノフトスイツ子を切り放えると,それに連動Lてそれぞれ

の出力に過Lた調理を示す早見表が現われ,調理品日と加熱

時川が-･Hで分かるため,拙い方も簡単である｡上rリ己表には

代表的な調月旦33■ナ己,日が表ホされている｡)

t･妙琵
現ふ,内･

ソフトスイッチ付

日立電子レンジ

(MR-610FD)

店舗用けい光燈照明器具

｢スカイライン+の開発

けい光燈柳川ぼ幸具は少ない′i註力で高塀性が柑られるので,

止こく･船脚明に仙われているが,†丈｢れi令たい感じで仲川′【三の

ない岬叫と思しわれてきた｡このイメージを 一新したのが,こ

の｢スカイライン+である｡器具の向端部(ソケット,側板

部分)をカラー化しアクセントを付けたもので,カラーは

亦･黄･黒･クロームの4色がある｡華やかなムmドづく り

には赤や黄色を,シックで落ち着いた場所には黒やクロ【

ムというように､その場のふんい1もに姑もふさわLし､カラー

コンディショニングが実.呪できる｡また,旭結機構に新しい

アイディアを採用したので,収付_1二■】iの打ノブ化が人きいこと,

一汗詩_与しの円上列ノブ法の亡注t;寸さも才一与上三である｡L朋舶三はもとより,

備に_航べた並行一丈,また幾何朽き様を+芯いたパタ【ンの美Lさ

など,析舗照明はもとより,▼一般一家庭や三井務所などにも仙

える従水にないけい北

條照l明器壬与で,40W碑二

什器与t16機帥,40W二仁

朋り､主語詮具16機椎,110W

i在什器具8機稚がそろ

っている｡

｢スカイライン+で照明され

たショッピング ストア

麹

試写蟻屯

:ま考叫

阜軍.;;′毒 藩′

半導体スタータを用いた新形110Wけい光燈

器具の開発

一女ムヒ､ス【パーーマーケット デパpト
ーIii布巾,+二場など

(7川川ヒグ=二糾二/つれ,肘1月器具む苅JlりJ化の方向にl叫かって

いる｡従火の110W詩一州1力けい光燈器具は漏洩形夕子･圧変卜士三詩誌

J･〔ノ左うと諸こさを一郎口Lているため,人形で二市_Fli二が串く,諾誅与川叶J▲

‾‾l-.･jtにオブけるj址搬･他二1二上グ)軋･.】ェとなっていた｡､/トト‾i],これ

ご)を晰fノとするためにカ燈巨tl路の一一部に抑Lく開発したSi】icon

C｡ntr｡Iled Rectifier(SCR)の逆バイアスを利用した1仁一i#イ1く

スタータ1‖=格を抹川することにより,従火のノ左延器に比べ人

帖に′ト彬,蜂;】ヒ化Lた新形一女;主語三幸をIi椚己した｡

如に,二れを和いた緋形110Wけい光燈旨三吉一三をも仰せ偶発し､

この号注_ししはl附†と化による1l‥叶トトー･jiグ)能ヰ小J上ノ女びl附加寸法の

′ト彬化(40W諾こさ与しとけ一l附加)による美観のir】j__llなどにより

■1■い11プニ川くi川帆f代に上川した亡㌍｢㌔7-とした〔,

∨､∨三祭…毛き栄
′琵替ぎご3

誠菱Y義政頚

嶺

溺
こ準三

ゾごさ′′
滋‾′′､r′′ざ､′′縦

熟.′′′

新形l川Wけい光

原器具(左:新形

右:従来形)

合金ゲッタ付き新電極を用いたけい光ランプ

｢サンラインスー′く-+の開発

抑ト､うヒランプは,主ヒして`■-E触純分に収山を加え,,†㌻1`‡

ゲツタ付き抑一に抵と,析出j左技術によるカナス山人ブイ法を採用

LたものであるLTノ

ナナ令ケツタは,フィラメント近くに収り付けられ,男化な

どをもたらす作付↑こ純ガスを収ぺ乍するので‥･エー二燈巾の光束減

迎 し光束維持ヰ)が収推され,如に蹄;与望法により封入ガ'スr一仁

を止稚に制御できるため､口､上告竺作巾碓氷こ生望占い二比べ,乍J■壬J

んミJ.†が139′占(20W卜)20%(40W)叶川｢=ノ,プ･f命のばらつきも､l'二

i械するなどイ∴鰍rイ1一三がJ■･;･川IJした｡二れに什い,プ､f=J■‡までの総氾

F一己二(/い-ノン アワーー､)も2～3∴りl･′-+_1二Lた｡

f桂一1て,仰守符什上からも,従水払旨-1】と比べ維わ和'‡リメリソ

トの多い古さi.1ご】官てけい光ランプである｡

仙J棚虹

電極構造(左:従来形電極 右:新形電極)
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