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この取扱説明書の見かた
このたびは大阪ガスの浴室リモコンをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
＊ この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店または、もより
の大阪ガスにお問い合わせください。
＊ この取扱説明書は別冊の機器本体編の取扱説明書（保証書付）と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してく
ださい。

＊ 給湯暖房機については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読み
ください。
＊その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

リモコン操作に関する内容のみ記載しています

お使いの製品の製品タイプを確認してください
＊ この製品シリーズは、製品タイプ（全自動タイプ／自動タイプ）によって異なる機能があります。
　 機器本体編の取扱説明書「製品タイプ・製品の型番をご確認ください」をご確認のうえ、
　必要なページをお読みください。

3
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こんなことができます（基本編）

給湯栓やシャワーを
開けるとお湯が使え
ます

 P◆P15

お湯をあつくできます

P24

自動でおふろ沸かし
ができます

お好みの時刻に自動
でおふろが沸き上が
るよう予約できます

P28

お湯を増やすことができます

P26

お湯をぬるくできます

P27

P18

暖房できます

P30

暖房時の音をおさえ
ることができます

ちょっ
と

気にな
るわ…

P31

リモコンの音量を変
えることができます

P34

5

機
器

ふろ配管クリーン

＊自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後
から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。

約30秒後に追いだきを
開始し、設定したふろ
温度まであたためます。

水位が上がると
入浴したことを
センサーが検知
します。

ぬるさを
感じる

前に、あ
たたかく

なるのね

ごきげんオート 全自動タイプのみ

この設定は変更できませんP32,33

ふろ配管の残り湯を、
新しいお湯で押し出し
ます。

表示の節電

リモコンの無駄な電力消費を
防ぐため、お湯を使わないま
ま、またはスイッチを押さな
いまま約10分（おふろの機能
を使った場合は約１時間）たつ
と、右のようになります。

運転ランプのみ点灯

表示が消えます
※運転は「入」状態

設定を変更できます P35

＊スイッチを押したり、お湯や暖房を使ったりす
ると、「表示の節電」を解除します。
　※ 下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節
電」を解除し、同時に機能もはたらきます。

＊「表示の節電」中は、時計表示はしません。
＊給湯温度を60℃に設定している場合は、安全の
ため、「表示の節電」はしません。

＊ふろ自動ランプ点灯中は、「表示の節電」はしません。

ふろ自動ランプ点灯中に
はたらきます。

ふろ自動スイッチ　追いだきスイッチ
たし湯スイッチ　　たし水スイッチ

ま
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ご家庭の使い勝手に合わせて、いろいろな設定を変更できます＜ユーザー設定＞

リモコンの音声や表示

給湯

音声ガイドを
消せないかな

「表示の節電」と時計表示 P35

子供がリモコンを
さわっていて、
知らない間に
給湯温度が
上がって
しまいそう

給湯温度の上限（最高温度） P37

リモコンの画面が消えている
ことがあるけど
常に表示して
おきたい

運転スイッチ「切」のときも
時計表示があると便利なんだけどな

消え
てる
･･･

リモコンの音声ガイド P35

浴室で衣類乾燥が終わったら、
すぐに衣類を
取りこみたい

浴室の乾燥終了のお知らせ P39

対応する浴室暖房乾燥機があれば、こんなこともできるんだ

こんなことができます（応用編）

7

必要に応じて設定してください

おふろ

沸き上がり後の自動たし湯 P37 沸き上がりのお知らせ P38

お湯を使ったときの
お湯はり（ふろ自動・たし湯）の一時中断 P37

自動保温時間が
もう少し長く（短く）
ならないかな

沸き上がり後の
自動保温・自動たし湯の時間 P36

子供がリモコンを
さわっていて、
知らない間に
ふろ温度が
上がって
しまいそう

ふろ温度の上限（最高温度） P40

手動ふろ配管クリーン P36

全自動タイプのみ
ふろ配管クリーンは
自動で
はたらかなくても
いいんだけどな

自動ふろ配管クリーン P36

全自動タイプのみ
沸き上がり後の
自動たし湯は
したくない

おふろの
沸き上がりの
お知らせを
聞き逃したかも？
（何度かお知らせ
してほしい）

1度の追いだきで
あつめに
追いだきしたい

もう少しあつくてもいいな･･･
追いだきが終わったら
お知らせして
ほしい

おふろまだ
沸かないの～?

お湯を使っていると、
おふろの沸き上がりが
遅いのよね

手動で
ふろ配管クリーンを
したい

 機器の水抜きをするとき  P39「機器の水抜き」

 変更した設定を初期設定に戻すとき  P39「設定のリセット」

お湯は
減って

ても

よかっ
たんだ

けど･
･･

追いだき完了のお知らせ P38追いだき温度 P38

ま
ず
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を押すと

全自動タイプ 自動タイプ

浴槽底から水面までの
「水位（cm）」を設定して

お湯はりします

「湯量（リットル）」を設定して
お湯はりします

ふろ自動開始

沸き上がり

ごきげんオート

設定した湯温・湯量で
自動沸かし

自動保温

自動たし湯

ふろ自動開始

沸き上がり

設定した湯温・湯量で
自動沸かし

自動保温

浴槽への
お湯はり量は？

ふろ配管クリーンは？

＊ 浴槽の排水栓を抜くと、 
自動でふろ配管クリーンが 
作動します（ P32）

＊ リモコン操作（手動）でも 
ふろ配管クリーンができます

（ P33）

リモコン操作（手動）で
ふろ配管クリーンができます

（ P33）

全自動タイプと自動タイプの特徴・違い

9

＊機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな？と思ったら：設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」もご覧くだ
さい。

二番湯以降、　　   で沸かし直しても

おふろのお湯が増えない･･･

　　 でお湯の量を

増やしてください。

二番湯以降、　　   で沸かし直したら

お湯の量が増えてしまった！

　　　で沸かすと

お湯の量は増えません。

翌日、残り湯を　　　 で沸かし直すと

お湯の量が増えてしまう

（あふれてしまう）
　　　で

沸かし直してください。

自動タイプの場合、思い通りの湯量にならないことがあります。
その場合は以下の方法をお試しください。

自動タイプで困ったときは

P24

P24

P26 ま
ず
は
じ
め
に
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警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の
可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの
発生が想定される内容を示しています。

お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

警告

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

シャワー使用時に使用者以外が、浴室リモ
コンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」に
したりしない
高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、
冷水になって使用者が驚く原因になります。

禁止

必ずお守りください（安全上の注意）
機器本体編の取扱説明書も併せてご覧ください。

注意
浴室リモコンには磁石を使用しています
磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してくだ
さい。

シャワーなどお湯の使用時は、浴室リモコ
ンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を
確認してから使用する
60℃の高温で使ったあと、
あらためて使用するときは特
に注意してください。
やけど予防のため。

浴槽の湯温を手で確認してから入浴する
やけど予防のため。

高温注意

11

お願い
浴室リモコンは0℃～50℃の室温で使用する
故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナ
を使用しない
ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温で
ご使用ください。

浴室リモコンを分解しない
故障や、思わぬ事故の原因になります。

浴室リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸
性の浴室用洗剤などを使用しない
変形する場合があります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をか
けない
防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・
リンス・入浴剤などを故意にかけない
変色などの原因になります。

浴室リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

ま
ず
は
じ
め
に
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給湯温度スイッチ
（時刻すすむもどるスイッチ）

表示画面

音量スイッチ

時計あわせスイッチ

リモコン型番

たし水スイッチ

たし湯スイッチ

ふろ湯量スイッチ

ふろ温度スイッチ

スピーカー

ふろ予約スイッチ
･ランプ（赤）

ふろ自動スイッチ
･ランプ（赤）

追いだきスイッチ
･ランプ（赤）

静音スイッチ
･ランプ（赤）

運転スイッチ
･ランプ（緑）

ふたを開けた状態

浴室リモコン＜別売品＞
浴室に付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

給湯やシャワーのお湯
の温度の設定に。

（ P16）
時計をあわせるときに。

（ P14）

（ 次ページ）

操作音・音声ガイド・
メロディの音量を変
更するときに。

（ P34）

時計をあわせるときに。
（ P14）

ふたの表面に記
載しています。

おふろに水をたしてぬ
るくするときに。

（ P27）

おふろにお湯をたして
増やすときに。

（ P26）

ふろ湯量・たし湯量・
たし水量の設定に。
（ P23,26,27）

ふろ温度の設定に。
（ P22）

お好みの時刻に沸き上
がるよう設定するとき
に。　　　 （ P28）

おふろにお湯をためて
沸かすときに。

（ P18）

ぬるいおふろのお湯を
沸かすときに。

（ P24）

暖房時の音が気になる
ときに。 （ P31）

運転の入･切に。

各部のなまえとはたらき（リモコン）

13

暖房表示

高温表示（赤）

給湯温度表示

炎マーク（赤）

音量表示

時計表示

故障表示

たし水表示たし湯表示

配管クリーン表示

湯気マーク

凍結予防運転中マーク

ふろ温度表示

ふろ湯量表示

たし湯量/たし水量表示

ふろ湯量目盛

＊その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

　● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

暖房中に点灯します。
（ P30）

お湯の温度を60℃に
設定したときに点灯し
ます。　　 （ P17）

（例：40℃）

給湯・シャワーや、お
湯はり・追いだき・保
温または暖房など、燃
焼中に点灯します。

操作音・音声ガイド・
メロディの音量を変
更するときに点滅しま
す。 （ P34）

（例：午前10時15分）
通常運転スイッチ「切」時は時計表示をしません。
※ 運転スイッチ「切」時でも時計表示をするよう 
設定を変更できます。　　　　　　（ P35）

不具合が生じたとき、故障表示をします。
（ 機器本体編の取扱説明書）

たし水中に点灯します。
（ P27）

たし湯中に点灯します。
（ P26）

ふろ配管クリーン中に
点灯します。

（ P32,33）

ふろ自動中や追いだき
中に動きます。

（ P18,24）

凍結予防のためにポン
プが作動しているとき
に点灯します。

（例：40℃）

ふろ湯量の設定中に点
滅します。 （ P23）

たし湯量・たし水量を
変更するときに点滅し
ます。  （ P26,27）

（例：6）
ふろ自動ランプ点滅中
は動きます。

ふろ自動・追いだきな
どおふろを沸かしてい
るときに、動きます。

（ P18,24）

ふろ自動のお湯はり中・
たし湯中・たし水中・
ふろ配管クリーン中に
動きます。
（ P18,26,27,32,33）

浴室暖房表示
設置状況によっては、
浴室暖房中に点灯しま
す。 ご

使
用
前
に
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操作 操作後の画面 お知らせ

14

（例：午前10時15分）

＊停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「 」になる場合がありますので、時
計をあわせ直してください。
＊通常、運転スイッチ「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチ「切」にしても時計表示をするよう、設
定を変更できます。（ P35）

＊ の「入」「切」に関係なく、

設定できます。

＊一度押すごとに1分ずつ、長押
しすると10分ずつ変わります。

＊元の画面に戻ります。
＊約20秒そのままにしても設定
完了します。

1 ふたの中の  を押す

2

3  を押す

【時計あわせ完了】

 を押して

時計をあわせる

ふたを開けた状態

時計をあわせる

（運転スイッチ「入」時の表示例）

操作 操作後の画面 お知らせ

15

＊ ランプ点灯。

＊現在の給湯温度を表示します。
1 を押して「入」にする

2

3 給湯栓を閉める
またはシャワーを止める

給湯栓を開ける
またはシャワーを出す

● お湯を止めたいとき

警告
シャワーなどお湯の使用時は、浴
室リモコンに表示の温度をよく
確かめ、手で湯温を確認してか
ら使用する

警告
シャワー使用時に使用者以外が、
浴室リモコンの温度を変えたり、
運転スイッチ「切」にしたりしない

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは
特に注意してください。
やけど予防のため。

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温
に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水に
なって使用者が驚く原因になります。

お湯を出す

（例：40℃）

ご
使
用
前
に

お
湯
・
シ
ャ
ワ
ー
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操作 操作後の画面 お知らせ

16

＊ ランプ点灯。

＊現在の給湯温度を表示します。
を押して「入」にする

2 ふたの中の  を押して

調節する

1回押すごとに1段階ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。
ただし、44℃以上に上げるときは1回ずつ押してください。

お湯の温度を調節する

1
（例：40℃）

（例：42℃）

ふたを開けた状態

17

＊目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
＊夏季など水温が高いときに、低い給湯温度（ぬるめ、食器洗い）に設定した場合、設定された温度より高いお湯
が出ることがありますので、必要に応じて水を混ぜ湯温を確認してからお使いください。
＊表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

＜60℃設定時の表示例＞

給湯温度の上限（最高温度）を設定できます P37

警告 シャワー使用時に使用者以外が、浴室リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にし
たりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になっ
て使用者が驚く原因になります。

　● お湯の温度の目安 ●

約10秒間点滅→点灯

お
湯
・
シ
ャ
ワ
ー
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操作 操作後の画面 お知らせ

18

＊ ランプ点灯。

＊ふろ温度調節（ P22）
＊ふろ湯量調節（ P23）

1 を押して「入」にする

2 ＊ ランプ点灯→約10秒後

点滅。
＊入浴できる状態に近づくと、音
声でお知らせします。

を押して「入」にする

【ふろ自動開始】

準
備

【沸き上がり】 ＊ ランプ点灯。

＊メロディでお知らせします。

（表示例）

排水栓を
閉める

ふたをする

循環アダプターにフィルターが
ついていることを確認する

警告 浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。

おふろにお湯をためて沸かす＜ふろ自動＞

沸かしているときお湯はりしているとき

燃焼中
点灯

ふろ自動中
動きます

沸き上がるまで
動きます

ふろ温度
確認

ふろ湯量
確認

操作 操作後の画面 お知らせ

19

＊ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。

＊浴槽のお湯（水）を排水する場合は、   が「切」になっていることを確認してください。

＊入浴剤を使用するときの注意（ 機器本体編の取扱説明書「必ずお守りください（安全上の注意）」）

＊ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターから 
お湯が出たり止まったりします。
 残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。

＊沸き上がらないうちに、何度も  の「切」「入」をくりかえ 

すと、お湯があふれることがあります。
＊水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、 
お湯はりの初めに水が出る場合があります。

【自動保温・自動たし湯】

を押して「切」にする ＊ ランプ消灯。

＊自動たし湯は全自動タイプのみ。
＊自動たし湯時は、  表示は
出ません。

＊自動保温・自動たし湯の時間を
変更したり（ P36）、自動た
し湯をしないように変更したり
（ P37）できます。

● ふろ自動をやめたいとき
● 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

故障ではありません

自動保温・自動たし湯の燃焼中 点灯

お湯が出たり･･･ 止まったり･･･

出ない
お
ふ
ろ
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＊残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。（残り湯
の湯温によって異なります）
 ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べて
それほど大きな差はありません。
＊残り湯の沸かし直し（ふろ自動）と給湯（または暖房）を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化
したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

全自動タイプ

を押すだけで沸かし直しできます。（ P18～19）

沸き上がり湯量は、設定量どおりになります。

設定量の不足分
お湯はり

不足分たします

残り湯 設定量｝

残り湯を沸かし直す＜ふろ自動＞

21

＊残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。（残り湯
の湯温によって異なります）
 ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べて
それほど大きな差はありません。
＊残り湯の沸かし直し（ふろ自動）と給湯（または暖房）を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化
したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

※1　残り湯の温度が設定温度より約5℃以上低く、かつ約37℃未満の場合
※2　残り湯の温度と設定温度の差が約5℃以内の場合、または、残り湯の温度が約37℃以上の場合

 （ P18～19）で沸かし直しできますが、沸き上がりの湯量が以下の条件で異なります。

  循環アダプターより下に 残り湯があるとき
循環アダプター

設定量
　＋
残り湯の量
｝

設定した湯量分
お湯はり

  循環アダプターより上に 残り湯があるとき
循環アダプター

最低20リットル
増えます残り湯

残り湯がさめているとき ※1

残り湯が設定温度に近いとき ※2

前回  を押して

沸き上がってから約4時間
以上たって沸かし直した場合

前回  を押して

沸き上がってから約4時間
以内に沸かし直した場合

あふれそうになることがあるため、追いだき（ P24）で
沸かし直すことをおすすめします。

設定量より
増えます

残り湯の量のままで
増えません

あふれそうになったり
設定量より少なかったり
することがあります

残り湯の量のままで
増えません

お知らせ ふろ自動で沸かし直すと、設定量どおりになりません

お知らせ

そのまま追いだき

そのまま追いだき

自動タイプ残り湯を沸かし直す＜ふろ自動＞

お
ふ
ろ
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操作 操作後の画面 お知らせ

22

＊ ランプ点灯。1 を押して「入」にする

＊変更した温度は記憶します。

ふたの中の  を押して

お好みの温度に調節する

設定するふろ温度は目安です。
実際の沸き上がり温度と設定温度
は、季節や配管の長さなどの条件
により異なります。

（例：42℃）

ぬるめ ふつう あつめ

ふろ温度の上限（最高温度）を設定できます P40

2
（表示例）

　● ふろ温度の目安 ●

沸き上がりのふろ温度を調節する

1回押すごとに1℃ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。
ただし、46℃以上に上げるときは1回ずつ押してください。

ふたを開けた状態

操作 操作後の画面 お知らせ

23

1 を押して「入」にする

2

＊ ランプ点灯。

＊変更した湯量は記憶します。
＊操作後 約5秒たつと、元の画面
に戻ります。ふたの中の  を押して

お好みの湯量に調節する
（例：ふろ湯量8）

ふたを開けた状態

＊設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないのはなぜ？（ 機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな？と思った
ら」）

（表示例）

 48 cm
 46 cm
 44 cm
 42 cm
 40 cm
 38 cm
 36 cm
 34 cm
 32 cm
 30 cm
 28 cm

水位（目安）

浴槽の形状な
どによって、
実際の水位と
異なる場合が
あります。

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ふろ湯量
表示

水位

全自動タイプ

＝初期設定（工場出荷時）

 330 リットル
 300 リットル
 270 リットル
 245 リットル
 220 リットル
 200 リットル
 180 リットル
 165 リットル
 150 リットル
 140 リットル
 130 リットル

1600タイプ

1400タイプ

1200タイプ
1100タイプ
900タイプ
800タイプ

湯量
（目安）

浴槽の大きさ
（目安）

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ふろ湯量
表示

洋バス

自動タイプ

＝初期設定（工場出荷時）

　● ふろ湯量の目安 ●

沸き上がりのふろ湯量を調節する

お
ふ
ろ
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操作 操作後の画面 お知らせ

24

1 を押して「入」にする

2

＊ ランプ点灯。

を押して「入」にする

【追いだき開始】

【追いだき完了】

準
備

浴槽の循環アダプター上部
より5cm以上お湯（水）が
入っているか確認する

循環アダプター

5cm以上

（表示例）

＊ ランプ点灯。

＊ ランプ消灯。

ぬるいおふろのお湯を沸かす＜追いだき＞

操作 操作後の画面 お知らせ

25

を押して「切」にする ＊ ランプ消灯。

＊浴槽のお湯の温度＋約1℃まで沸かし、その時設定温度に達していなかった場合には、設定温度まで沸かします。
（最高約50℃まで）
＊ふろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。
＊追いだきと給湯（または暖房）を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がり
が遅くなったりする場合があります。

● 追いだきを途中でやめたいとき

お
ふ
ろ
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操作 操作後の画面 お知らせ

26

＊たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。
＊ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

＊ ランプ点灯。1 を押して「入」にする

2 ＊設定したふろ温度のお湯を約
20リットルたし湯します。ふたの中の  を押して

「入」にする
【たし湯開始】

 を押して「切」にする

たし湯中に、

ふたの中の  を押して

お好みの量に調節する （例：40リットル）

＊10,20,40,60,80,100リット
ルの設定ができます。
＊変更した量は記憶しません。
＊操作後 約5秒たつと、元の画面
に戻ります。

【たし湯完了】

ふたを開けた状態

（表示例）

● たし湯の量を変更したいとき

● たし湯を途中でやめたいとき

おふろにお湯をたして増やす＜たし湯＞

操作 操作後の画面 お知らせ

27

＊ ランプ点灯。1 を押して「入」にする

2 ＊水が約10リットル入り、その後
設定したふろ温度のお湯が約3
リットル入ります。
 （お湯が入るとき  が点灯します）

＊たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
＊ふろ自動ランプ点滅中は、たし水をすることができません。

 を押して「切」にする
＊たし水を途中でやめても、設定
したふろ温度のお湯が約3リッ
トル入ります。
 （お湯が入るとき  が点灯します）

たし水中に、

ふたの中の  を押して

お好みの量に調節する （例：20リットル）

＊10,20,30,40,50,60リットル
の設定ができます。
＊変更した量は記憶しません。
＊操作後 約5秒たつと、元の画面
に戻ります。

【たし水完了】

ふたを開けた状態

ふたの中の  を押して

「入」にする
【たし水開始】

（表示例）

● たし水の量を変更したいとき

● たし水を途中でやめたいとき

おふろに水をたしてぬるくする＜たし水＞

お
ふ
ろ
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操作 操作後の画面 お知らせ

28

（例：午後7時30分）

（運転スイッチ「入」時の表示例）

＊ の「入」「切」に関係なく、

設定できます。

＊ ランプ点滅。

＊前回設定した沸き上がり時刻を
表示します。
＊「ピピピ」と鳴ったり、ふろ予約の
設定画面にならないのはなぜ？
　→時計あわせをしてください。

（ P14）

1  を押して

ふろ予約の設定画面にする

2 ＊一度押すごとに10分ずつ、長押
しすると1時間ずつ変わります。 を押して

沸き上がり時刻を設定する 

準
備

3  を押す

【ふろ予約完了】

＊ ランプ点灯。

＊ を押さなければ予約されません。

【ふろ自動開始】
予約した時刻におふろが沸
き上がるように、約30分～
60分前に開始します

＊ ランプ点灯→約10秒後

点滅。
＊ ふろ予約の場合は、入浴できる
状態に近づいても音声でのお知
らせはしません。

ふろ温度、ふろ湯量、
現在時刻を確認する排水栓を

閉める

ふたをする

循環アダプターにフィルターが
ついていることを確認する

＊予約時刻（沸き上がり時刻）の
約30分～60分前にふろ自動
を開始するため、60分前まで
には予約してください。

お好みの時刻に沸き上がるよう設定する＜ふ

ふたを開けた状態

沸かしているときお湯はりしているとき

燃焼中
点灯

ふろ自動中
動きます

沸き上がるまで
動きます

操作 操作後の画面 お知らせ

29

を押して予約を解除する

＊前日などの残り湯（水）があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くな
る場合があります。

を押して「切」にする ＊ ランプ、 ランプ消灯。

＊ でも「切」にすることがで

きます。

【沸き上がり】 ＊ ランプ点灯、 ラン

プ消灯。
＊メロディでお知らせします。

＊ ランプ消灯。

【自動保温・自動たし湯】 ＊自動たし湯は全自動タイプのみ。

● ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき

● ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき

ろ予約＞

自動保温・自動たし湯の燃焼中 点灯

お
ふ
ろ
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＊浴室リモコンの操作はありません。

1 暖房する部屋の
暖房放熱器の運転スイッチを
「入」にする

2 ＊暖房放熱器の調節方法などにつ
いては、暖房放熱器側の取扱説
明書に従ってください。

＊ の「入」「切」に関係なく、 

暖房できます。
＊パネルヒーターが併設されてい
る場合は、パネルヒーターのバ
ルブを開けておくと同時に暖房
します。

暖房放熱器の温度などを調節する
（調節機能のある暖房放熱器のみ）

暖房放熱器の運転スイッチを
「切」にする

＊暖房と給湯（または追いだき）を同時に使うと、暖房放熱器の温風の温度が変化したり、多少低くなったりする
場合があります。

● 暖房をやめたいとき

暖房する

（浴室リモコンの運転スイッチ「入」時の表示例）

操作 お知らせ

31

1

 を押して「切」にする

 を押して「入」にする

【静音設定完了】

＊ の「入」「切」に関係なく、

設定できます。

＊ ランプ点灯。

＊ ランプ消灯。

● 静音設定をやめたいとき

暖房時の音が気になるときは＜静音＞
＊通常、暖房開始時は最大能力
運転となりますが、静音設定
することで暖房能力を低下さ
せ、運転音を下げることがで
きます。
※ 冷え込みが厳しいときは、
あたたまりにくいことがあ
ります。

暖
房
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＊配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりに
くくなります。
＊ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると
再開します。

全自動タイプ

「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。
浴槽の排水栓を抜くと自動でふろ配管クリーンが作動します。（※作動条件があります）

自動ふろ配管クリーンについて

循環アダプター
今、残り湯は循環アダプターの上部より上にありますか？条件2

今、上にあっても、一度循環アダプターより下になったあとで、たし湯
操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。

×

●次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。
　＊給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
　＊排水スピードが遅いとき。（例：浴槽の排水口が詰まっているなど）
●市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水
の減るスピードによっては、作動したり作動しなかったりすることがあります。

（表示例）

排水栓を抜く前に、条件1～3をすべて満たしているか確認する

残り湯が循環アダプター付近になると【ふろ配管クリーン開始】

排水栓を抜く

　　 を押して「入」にする

　　　でおふろを沸かしましたか？条件1

そのあと追いだきしたり　　  を「切」にしても大丈夫です。

　　  でのお湯はり終了後のお知らせの後も、ふろポンプがしばらく回っ

ています。　　　を「切」にするのは、お知らせの約2分以上経過後にして

ください。自動ふろ配管クリーンが作動しない場合があります。

○

今、　　　は「切」になっていますか？条件3

動きます点灯

機器がふろ設定温度のお湯を約7リットル流して、
ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。

※残り湯が多いときなど、ふろ配管クリーンの
　お湯が出ているのが見えない場合もあります。

※途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、
　　　  を押して「切」にしてください。

お湯が
出てきます

機
器

×

【すべての条件を満たしていない場合】
自動ふろ配管クリーンは作動しないので、手動ふろ配管クリーン（ P33）をおこなってください。

操作 操作後の画面 お知らせ

33

1

 を押して

点滅している   を  にする

浴槽の残り湯を排水し

を押して「切」にする

を押す

（  が点滅します）

を約2秒間押して

  を点滅させる

2

3

4

＊配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりに
くくなります。
＊ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると
再開します。
＊たし湯（ P26）やたし水（ P27）の操作でも、ふろ配管内の残り湯をお湯または水で流すことができます。

5
（表示例）

＊機器がふろ設定温度のお湯を約
7リットル流して、ふろ配管内
の残り湯を押し出し、自動的に
止まります。

＊終了後は 「入」の状態のま

まです。
＊途中でふろ配管クリーンをやめ

たいときは、 を押して「切」

にしてください。

 の  を押すと

が「入」になり、すぐに

ふろ配管クリーンを開始

手動でふろ配管クリーンをする

ふたを開けた状態

＊以下の操作で、手動でふろ配管
クリーンができます。

そ
の
他
の
機
能
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34

＊リモコンの「操作音」「音声ガイド」「メロディ」の音量が変わります。
操作音とは：スイッチを押したときに鳴る音のこと。
音声ガイドとは：スイッチ操作の受付・沸き上がり状況などをお知らせする声のこと。

1

2  または  を押して

音量を  ～  に変更する
【音量変更完了】

＊ の「入」「切」に関係なく、

設定できます。
＊現在の音量を表示します。

＊0（消音）、1（小）、2（中）、3（大）
で変更できます。
＊一度押すごとに変わります。
＊操作後 約5秒たつと、元の画面
に戻ります。

ふたの中の  を押す

P35をご覧ください

P38をご覧ください

● 「音声ガイド」のみ消したいとき

● 操作音・音声ガイド・メロディの音量を変更したいとき

リモコンの音量を変更する

● 「沸き上がりのお知らせ」（沸き上がり前『ピピピ音』＋『もうすぐおふろが沸きます』
沸き上がりメロディ＋『おふろが沸きました』 ）のみ消したいとき

（運転スイッチ「入」時の表示例）

（例：3）

ふたを開けた状態

35

使い勝手に合わせて設定を変更する＜ユーザー設定＞-1

【そのまま機器を使用する場合】　  を押して「入」にする

【機器を使用しない場合】　約30秒放置する

リモコンの音声ガイド
リモコンの音声ガイドあり・なしを
変更したいときに。

音声ガイドあり

音声ガイドなし

を押す

（点滅が右に移動します）

を押して「切」にする

を約2秒間押して

項目No. を点滅させる

3

1
2

設定を変更

4

設定完了
（初期設定＝      ）

を押して、点滅している

（または      ）を変更する

5
設定を変更

項目No.を変更

3

4

「表示の節電」と時計表示
「表示の節電」によって表示が消えない
ようにしたいときや、運転スイッチ
「切」でも時計を表示させたいときなどに。

表示の節電をする

表示の節電をしない

表示の節電をしない

運転スイッチ「切」時の時計表示をしない

運転スイッチ「切」時の時計表示をしない

運転スイッチ「切」時にも時計表示をする

を押す

（点滅が右に移動します）

を押して「切」にする

を約2秒間押して

項目No. を点滅させる

1
2

設定完了
（初期設定＝   ）

にするを

を押して、点滅している

を押して、点滅している

（または   ,   ）を変更する  

そ
の
他
の
機
能

必
要
な
と
き
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手動ふろ配管クリーン
手動でふろ配管クリーンをするとき
に。

項目No.を変更

3

4 を押す

（点滅が右に移動します）

を押して「切」にする

を 約2秒間押して

項目No.  を点滅させる

1
2

5
設定を変更

の を押す

すぐにふろ配管クリーン開始

※ が「入」になります。

を にする

を押して、点滅している

沸き上がり後の自動保温・自
動たし湯の時間
自動保温の時間を変更できます。
また、自動保温・自動たし湯をし
ないようにできます。
（自動たし湯は全自動タイプのみ）

沸き上がり後、自動保温・
自動たし湯をしません

～ 1～9時間 （1時間単位）

項目No.を変更

3

4 を押す

（点滅が右に移動します）

を押して「切」にする

を 約2秒間押して

項目No.  を点滅させる

1
2

5
設定を変更

（初期設定＝    ）

設定完了

を にする

を押して、点滅している

を押して、点滅している

（または   ～   ）を変更する  

【そのまま機器を使用する場合】  を押して「入」にする ／ 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

【全自動タイプのみ】
自動ふろ配管クリーン
自動ふろ配管クリーンをしないよ
うに（するように）できます。

項目No.を変更

3

4 を押す

（点滅が右に移動します）

を押して「切」にする

を 約2秒間押して

項目No.  を点滅させる

1
2

5
設定を変更

設定完了

運転スイッチ「入」時のみ
自動ふろ配管クリーンをする

自動ふろ配管クリーンをしない

（初期設定＝    ）

自動ふろ配管クリーンをする
運転スイッチ「切」時でも、自動
ふろ配管クリーンをします。
（この場合は水で流します）

を    にする

を押して、点滅している

を押して、点滅している

（または   ,   ）を変更する  

使い勝手に合わせて設定を変更する＜ユーザ

37

沸き上がり後、自動保温・
自動たし湯をします
沸き上がり後、自動保温の
みします
（自動たし湯はしません）

【全自動タイプのみ】
沸き上がり後の自動たし湯
沸き上がり後の自動たし湯をしたく
ない（したい）ときに。

項目No.を変更

3

4 を押す

（点滅が右に移動します）

を押して「切」にする

を 約2秒間押して

項目No.  を点滅させる

1
2

5
設定を変更

設定完了
（初期設定＝      ）

を にする

を押して、点滅している

を押して、点滅している

（または      ）を変更する

【そのまま機器を使用する場合】  を押して「入」にする ／ 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

お湯を使ったときの
お湯はり（ふろ自動・たし湯）
の一時中断
お湯はり（ふろ自動・たし湯）を中断せ
ずに、同時にお湯を使いたいときに。

項目No.を変更

3

4 を押す

（点滅が右に移動します）

を押して「切」にする

を 約2秒間押して

項目No. を点滅させる

1
2

5
設定を変更

設定完了

給湯とお湯はり（ふろ自動・たし湯）を
同時に使うと、お湯はりを中断します

＊お湯を使い終わると再開します。
＊中断した分、沸き上がりが遅くなります。

給湯とお湯はり（ふろ自動・たし湯）を
同時に使っても、お湯はりを中断しません

＊お湯の出が悪くなることがあります。
＊給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます。

（初期設定＝      ）

を     にする

を押して、点滅している

を押して、点滅している

（または      ）を変更する

給湯温度の上限（最高温度）
あついお湯が出ないようにしたいと
きなどに。

項目No.を変更

3

4 を押す

（点滅が右に移動します）

を押して「切」にする

を 約2秒間押して

項目No. を点滅させる

1
2

5
設定を変更

℃， ℃， ℃～ ℃（1℃き
ざみ）， ℃， ℃， ℃

設定完了
（初期設定＝        ）

, , ～

, ,

を     にする

を押して、点滅している

を押して、点滅している

）を変更する

（または

ー設定＞-2

必
要
な
と
き
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追いだき温度
少しあつめに追いだきしたいとき
に。

項目No.を変更

3

4 を押す

（点滅が右に移動します）

を押して「切」にする

を約2秒間押して

項目No. を点滅させる

1
2

5
設定を変更

設定完了
（初期設定＝    ）

浴槽のお湯の温度+約1℃まで
沸かします
浴槽のお湯の温度+約2℃まで
沸かします
浴槽のお湯の温度+約3℃まで
沸かします

それぞれの温度まで沸かした時点で
設定温度に達していなかった場合に
は、設定温度まで沸かします。

を     にする

を押して、点滅している

を押して、点滅している

（または  ,   ）を変更する  

【そのまま機器を使用する場合】  を押して「入」にする ／ 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

追いだき完了のお知らせ
追いだき完了のお知らせをしたい
（したくない）ときに。

項目No.を変更

3

4 を押す

（点滅が右に移動します）

を押して「切」にする

を約2秒間押して

項目No. を点滅させる

1
2

5
設定を変更

設定完了

追いだき完了のお知らせをする

追いだき完了のお知らせをしない

（初期設定＝       ）

を     にする

を押して、点滅している

を押して、点滅している

（または      ）を変更する

沸き上がりのお知らせ
沸き上がりのお知らせをしたくない
ときや、くりかえしたいときに。

項目No.を変更

3

4

1
2

5
設定を変更

沸き上がりのお知らせをしない

沸き上がりのお知らせを1回する

沸き上がりのお知らせをくりかえす
1回目はメロディ＋音声でお知らせ、
その後約1分おきに「ピピピ」＋音声
を5回くりかえします。

を押す

（点滅が右に移動します）

を押して「切」にする

を約2秒間押して

項目No. を点滅させる

設定完了
（初期設定＝    ）

を     にする

を押して、点滅している

を押して、点滅している

（または   ,   ）を変更する  

使い勝手に合わせて設定を変更する＜ユーザ

39

【そのまま機器を使用する場合】  を押して「入」にする ／ 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

項目No.を変更

3

4 を押す

（点滅が右に移動します）

を押して「切」にする

を約2秒間押して

項目No. を点滅させる

1
2

5
設定を変更

浴室の乾燥が終了したら、
約10秒間「ピピッピピッ」と
鳴ってお知らせします
乾燥終了のお知らせはしま
せん

設定完了
（初期設定＝       ）

【対応する浴室暖房乾燥機がある場合】
浴室の乾燥終了のお知らせ
浴室の乾燥が終了したら、リモコン
でお知らせ音を鳴らしたいときに。

を     にする

を押して、点滅している

を押して、点滅している

（または      ）を変更する

設定完了

設定のリセット
変更したユーザー設定などを初期設
定に戻します。
（    P46「初期設定一覧」の★の項目）

項目No.を変更

3

4 を押す

（点滅が右に移動します）

を押して「切」にする

を約2秒間押して

項目No. を点滅させる

1
2

5
設定を変更

の をピッと鳴るまで

（約5秒間）押す
表示が        になり、変更した設
定が初期設定に戻ります。 

5

を     にする

を押して、点滅している

機器の水抜き
機器の水抜きをするときに。
（    機器本体編の取扱説明書
  「凍結による破損を予防する」
  「長期間使用しないとき（水抜き
　 の方法）」）

項目No.を変更

3

4 を押す

（点滅が右に移動します）

を押して「切」にする

を約2秒間押して

項目No. を点滅させる

1
2

5
設定を変更

の を押して、点滅して

いる を に変更する

すぐに機器の水抜き開始

※機器の水抜き中に       を選択すると
　機器の水抜きを中止します。   

を     にする

を押して、点滅している

ー設定＞-3

必
要
な
と
き
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使い勝手に合わせて設定を変更する＜ユーザー設定＞-4
ふろ温度の上限（最高温度）
ふろ温度の設定や、沸き上がりの温
度を制限したいときに。

項目No.を変更

3

4 を押す

（点滅が右に移動します）

を押して「切」にする

を約2秒間押して

項目No. を点滅させる

1
2

5
設定を変更

ふろ温度の上限：48℃
追いだきでは最高約50℃まで
沸き上げできます。（     P25）

～
ふろ温度の上限：設定した温度
追いだきしても設定した温度
以上にはなりません。

設定完了
（初期設定＝       ）

（または      ～      ）を変更する

を      にする

を押して、点滅している

を押して、点滅している

【そのまま機器を使用する場合】  を押して「入」にする ／ 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

41

故障・異常かな？と思ったら-1
リモコン全般に関することや、自動ふろ配管クリーンに関する内容を記載しています。
機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

こんなときは こんなことが考えられます 処置

リ
モ
コ
ン

運転ランプが点灯しない 停電している。 復旧を待つ。

電源プラグが抜けている。 電源プラグの確認を。

時計表示が「 」に
なっている

停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して
時計を表示させると「 」になる場合があります。

時計をあわせ直す。
P14

表示の節電の状態にならない ユーザー設定の項目No.  が「  」か「  」になってい
る。

P35

給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電
はしません。

異常ではありません。

ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。 異常ではありません。

画面表示が
いつのまにか消えている

お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないま
ま約10分（おふろの機能を使った場合、約1時間）た
つと画面表示が消えます。

お湯を使ったり、ス
イッチを押すと、表示
の節電を解除します。

リモコンのスイッチを
押しても、
そのスイッチの動作をしない
（例）運転スイッチを押して
「切」にしたはずなのに、
切れていない　など･･･

表示の節電中は、１回押すと表示の節電を解除し、
もう１回押すとそのスイッチの機能がはたらくス
イッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がは
たらくスイッチがあります。（運転スイッチ「入」「切」
は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください）

P5

リモコンのスイッチや表面の
ビニールが
破れてきた、はがれてきた、
浮き上がって空気が入っている

リモコンの表面には、出荷時に保護シート（表面に傷
などがつかないようにするためのもの）が貼ってあり
ます。この保護シートは、はがさずに使用してもは
がして使用してもかまいません。
保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れ
る部分などが破れてきたりはがれてきたりします
が、そこからリモコンに水が入って故障することは
ありません。

気になる場合は保護
シートをはがす。

リモコンに マークが
点灯している

凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯し
ます。

異常ではありません。 困
っ
た
と
き

必
要
な
と
き
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故障・異常かな？と思ったら-2

こんなときは こんなことが考えられます 処置

自
動
ふ
ろ
配
管
ク
リ
ー
ン

【全自動タイプの場合】
自動ふろ配管クリーンが
はたらかない 

自動ふろ配管クリーンのはたらく条件が揃ってい
ない可能性があります。

自動ふろ配管クリーン
の条件を再確認の上、
操作する。 P32

次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管ク
リーンがはたらかないことがあります。
＊給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
＊ 排水スピードが遅いとき。（例：浴槽の排水口が
詰まっているなど）

異常ではありません。

停電した。（停電後は、自動ふろ配管クリーンははた
らきません）

異常ではありません。

ユーザー設定の項目No.  が「  」になっている。 「 」か「 」にする。
P36

【全自動タイプの場合】
排水栓を抜いていないのに
自動ふろ配管クリーンが
はたらいた

市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽
水をくみ上げた場合、排水栓を抜いたときに浴槽水
が減るスピードと同じ程度の早さで浴槽水が減る
と、はたらくことがあります。

異常ではありません。

43

【全自動タイプのみ】
設定したふろ湯量にならないときは （水位のリセット）

排水栓

1 浴槽のお湯（水）を空にする 2 排水栓を閉める

3 ふろ湯量を設定し直す（ P23）  を押して「切」にする4
ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合
は、販売店または、もよりの大阪ガスにご相談く
ださい6ふたの中の  と  を同時に、ピッと鳴る

まで（約2秒間）押す

＊自動的に と が「入」になり、ふろ自動

が始まります。
＊通常のふろ自動より、沸き上がりに時間がかか
ります。
ふろ自動が完了するまで停止しないでください

＊沸き上がるとメロディでお知らせします。

5

機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな？と思ったら：設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」
を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順をお試しください。

困
っ
た
と
き
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リモコン音声一覧
操作の一例を記載しています。

操作 スイッチ 条件など 音声（抜粋）
運転「入」

「入」
給湯温度55℃以下のとき

給湯温度60℃のとき  あついお湯が出ます

時計をあわせる  時刻が変更できます

で時刻設定

 設定しました

お湯の温度を調節する
で温度調節

給湯温度55℃以下に調節  給湯温度を○度に変更しました

給湯温度60℃に調節   あついお湯が出ます 
給湯温度を60度に変更しました

おふろにお湯をためて
沸かす＜ふろ自動＞  「入」

 お湯はりをします

沸き上がりが近づくと  （ピピピ）もうすぐおふろが沸きます

沸き上がり    ～ おふろが沸きました

沸き上がりのふろ温度
を調節する で温度調節

 おふろの温度を○度に変更しました

沸き上がりのふろ湯量
を調節する で湯量調節

 おふろの湯量を変更できます
 おふろの湯量を変更しました

ぬるいおふろのお湯を
沸かす＜追いだき＞ 「入」

 追いだきをします

おふろにお湯をたして
増やす＜たし湯＞

「入」  たし湯をします

たし湯中に  たし湯の量が変更できます
 たし湯の量が変更されました

でたし湯量調節

おふろに水をたして
ぬるくする＜たし水＞

「入」  たし水をします

たし水中に  たし水の量が変更できます
 たし水の量が変更されました

でたし水量調節

お好みの時刻に沸き上
がるよう設定する
＜ふろ予約＞

 ふろ自動の予約ができます

時計あわせをしていないとき  （ピピピ）

で時刻設定

 予約を設定しました

で解除
 予約を解除しました

45

操作 スイッチ 条件など 音声（抜粋）
暖房時の音が気になる
ときは＜静音＞

「入」  静音の設定をしました

「切」  静音の設定を解除しました

ふろ配管クリーン 開始時  おふろの配管クリーンをします

リモコンの音量を
変更する

「入」  音量が変更できます

または   で変更
 音量が変更されました

故障表示 音声（抜粋）
 （浴槽の排水栓の閉め忘れ）  おふろの栓を確認してください

ご
参
考
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初期設定一覧

★は、ユーザー設定の項目No.  で
リセットできる項目です。

ユーザー設定（ P35～40）の項目 項目No. 初期設定
リモコンの音声ガイド  （あり） ★

「表示の節電」と時計表示  （する） ★

沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間  時間 ★

自動ふろ配管クリーン
（運転スイッチ 
「入」時のみする）

沸き上がり後の自動たし湯  （する） ★

給湯温度の上限（最高温度）  ℃ ★

お湯を使ったときの
お湯はり（ふろ自動・たし湯）の一時中断

 （する） ★

追いだき温度
（浴槽のお湯の温
度＋約1℃まで）

★

沸き上がりのお知らせ  （1回） ★

追いだき完了のお知らせ  （しない） ★

浴室の乾燥終了のお知らせ  （しない） ★

ふろ温度の上限（最高温度）  （48℃） ★

項目 初期設定
時計表示（未設定時）

給湯温度 40℃

ふろ温度 40℃

ふろ湯量 6
（ 全自動タイプ 38cm 
自動タイプ 200リットル）

たし湯量 20リットル 

たし水量 10リットル 

リモコンの音量 2 （中） ★

47

メモ

ご
参
考


	５．説明書類編
	5ー2　別売リモコン取扱説明書
	・浴室リモコン(単体設置用）（138-N374型）




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




