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このたびは大阪ガスのリモコンセットをお買い上げいただきまして、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お買い上げの販売店にお問
い合わせください。
＊この取扱説明書は給湯暖房機の取扱説明書（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。

取扱説明書

リモコンセット
138-N375型
138-N376型

もくじ

（浴室リモコン）

（台所リモコン）

＊マイクロ温浴に関する内容については、この取扱説明書を
ご覧ください。
＊お湯を出す・おふろを沸かすなどの操作、安全上の注意、
お手入れなどについては、給湯暖房機の取扱説明書をご覧
ください。

お客さまへのお願い

マイクロ温浴 操作説明編　
＜給湯暖房機 対応＞
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必ずお守りください（安全上の注意）
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。

警告

注意
循環アダプターの穴や切替レバーのすきまに、指を入れない

思わぬ事故の原因になります。

追いだき中や追いだき直後は、循環アダプターの切替レバーを切り替えない（触らない）

やけど予防のため。
切替レバーを切り替えるときは、必ず追いだきスイッチ「切」にし、循環アダプターから熱いお湯が出ないこと
を確認してから切り替えてください。

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。

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。警告

注意

禁止

お願い

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。

循環アダプターの穴や切替レバーのすきまに、物を
入れたりタオルなどでふさいだりしない

おふろ沸かしやマイクロ温浴ができません。
機器の故障の原因になります。

マイクロ温浴をしないときは、必ず循環アダプター
の切替レバーを「normal」（左）側にする

正常におふろ沸かしや追いだきができない場合がありま
す。

切替レバーは、確実にレバーが止まる位置まで動か
す（途中の位置で止めない）

気泡が出なかったり、正常におふろ沸かしや追いだきがで
きない場合があります。

高温注意

3

表示画面

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。
※マイクロ温浴に関するスイッチの説明のみ記載しています。
※リモコン型番は、台所リモコンのふたの表面に記載しています。

各部のなまえとはたらき

運転スイッチ
･ランプ（緑）

運転の入･切に。 マイクロ温浴をすると
きに。　　　  （ P4）

温浴スイッチ
･ランプ（赤）

マイクロ温浴用循環アダプター＜別売品＞

（例：normal（左）側）
（ P4）

ここから気泡が出ます。

切替レバー

気泡吹き出し口

浴槽に付いています。
※この取扱説明書では、
　「循環アダプター」として
　説明しています。

温浴スイッチを押しても 
気泡は出ません 

切替レバーを「bubble」（右）側にする

【マイクロ温浴をするとき】

切替レバーを「normal」（左）側にする

【通常のふろ運転のとき】

温浴スイッチを押すと 
気泡が出ます 

リモコンについては、マイクロ温浴操作に関する浴室リモコンの説明のみ記載しています。
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お知らせ操作後の画面操作

（表示例）

＊循環アダプターの切替レバーを
「bubble」（右）側に切り替えない
と、気泡は出ません。

マイクロ温浴をする
【浴室リモコン】

1 「入」にする

【マイクロ温浴開始】

＊ ランプ点灯。

＊循環アダプターから気泡が出ま
す。

準
備

警告 追いだき中や追いだき直後は、循環アダプターの切替レバーを切り替えない（触らない）

やけど予防のため。切替レバーを切り替えるときは、必ず追いだきスイッチ「切」にし、循環アダプターから熱いお湯
が出ないことを確認してから切り替えてください。

1．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

2． 「入」であることを確認する

3．循環アダプターの切替レバーを
「bubble」（右）側に切り替える

循環アダプター

5cm以上 

止まるまで 

購入・設置後、最初にマイクロ温浴をするときは、気泡の出かたを確認してください

【正常な出かた】 【正常ではない出かた】

このような場合は、ふろ自動・追いだき・たし湯・
たし水の使用をやめ、販売店または、もよりの大阪
ガスにご連絡ください。（お湯は使用できます）※イラストは、浴槽を上から見た例です。

フィルターの左側から、 
上に向かって気泡が上がる 

気泡吹き出し口から、 
少し斜めに吹き出します 

＊細かな気泡で温浴効果・リラックス効
果を高めることができます。
＊ふろ自動ランプ点滅中
　　→マイクロ温浴はできません。
ふろ自動ランプ点灯中（自動保温中）
　　→マイクロ温浴できます。

5

お知らせ操作後の画面操作

約10分たつと
自動的に
【マイクロ温浴停止】

＊ ランプ消灯。

● 手動でマイクロ温浴を終了したいとき

＊ ランプ消灯。
「切」にする

【マイクロ温浴停止】

アダプターの切替レバーを
「normal」（左）側に切り替える

● マイクロ温浴を終了したら

止まるまで 

＊追いだき中・たし湯中・たし水中にマイクロ温浴をすると、追いだき・たし湯・たし水は停止します。
＊マイクロ温浴中にふろ自動・追いだき・たし湯・たし水をすると、マイクロ温浴は停止します。
＊マイクロ温浴をしばらく使わないと、にごったお湯が出る場合があるので、1週間に1回程度はマイクロ温浴を作
動させてください。
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こまめに掃除してください

フィルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならなかったり、マイクロ温浴しても正常に気泡が出な
かったりするおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。

※運転スイッチ「切」にしてからおこなってください。
※フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。外したままや、正常に取り付けられていない状態で使
用すると、機器が故障することがあります。

1 循環アダプターの
フィルターを
左に回して外す

2 歯ブラシなどで
水洗いする 3 △同士を合わせて

はめ込む 4 右に止まるまで
回して固定する

マイクロ温浴をしばらく使わなかったあとは

循環アダプターのお手入れ

マイクロ温浴をしばらく使わないと、次回使用時ににごったお湯が出る原因になりますので、残り湯を
抜く前に下記の処置をしてください。
※新しくお湯はりした状態ではしないでください。（にごったお湯が混ざります）

3  が終わったら、残り湯を抜く

準
備

残り湯が
浴槽の循環アダプターより
上にあることを確認する

循環アダプター

2 を「入」にし、

  を押す
1 循環アダプターの切替レバーを

「bubble」（右）側にする

4 循環アダプターの切替レバーを
「normal」（左）側に戻す

7

浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が
詰まっている。

故障・異常かな？と思ったら-1

こんなときは こんなことが考えられます 処置
循環アダプターの切替レバーが「normal」（左）側に
なっていると、気泡は出ません。

マイクロ温浴の開始時に、ふろ配管内にたまったお
湯（水）が浴槽に排出されます。お湯はりや追いだき
をしたあと時間がたってからマイクロ温浴をした場
合、このお湯（水）が冷たいと感じることがありま
す。（排出されるお湯（水）の量は、配管の長さにより
異なります）

浴槽のお湯の量が多いと、気泡が少なく見えること
があります。

温浴スイッチ「切」にしたあと、約50秒ポンプが作動
する場合があります。

冬場など、配管条件によっては、浴槽のお湯の温度
が多少下がる場合があります。

循環アダプターの切替レバーが 「bubble」（右）側に
なっているときにふろ運転をすると、気泡が出ま
す。凍結予防のためポンプが作動したときも気泡が
出ます。

循環アダプターの切替レバーが 「bubble」（右）側に
なっているときにふろ自動や追いだきをすると、時
間がかかります。

床暖房とマイクロ温浴を同時に使用すると、床面の
温度が下がることがあります。

気温の上昇により自然に解凍
するのを待つか、販売店にご
相談を。

切替レバーを「bubble」（右）側
に切り替える。

温浴スイッチ「入」にして、し
ばらくしてからお湯に入る。

異常ではありません。
いつもと同じお湯の量でも気泡
が少ない場合は、販売店または、
もよりの大阪ガスにご連絡を。

異常ではありません。

異常ではありません。

マイクロ温浴をしないときは
切替レバーを「normal」（左）
側に切り替える。

マイクロ温浴をしないときは
切替レバーを「normal」（左）
側に切り替える。

異常ではありません。
マイクロ温浴をやめると改善
します。

気泡が出ない

マイクロ温浴しはじめが
冷たく感じる

いつもより気泡が少ない

温浴スイッチ「切」にしても
すぐに止まらない

マイクロ温浴をしたら
浴槽のお湯が少し冷めた

温浴スイッチ「入」にしていな
いのに、気泡が出る

おふろ沸かしや追いだきに
時間がかかる

床暖房の床面の温度が
下がった

マイクロ温浴に関する内容のみ記載していますので、給湯暖房機の取扱説明書の該当ページと併せてご覧ください。

冬場など、循環アダプターの吸気配管
の内部に残った水が凍結した場合は、
気泡が出なくなります。

P6

断水している。（断水時はマイクロ温浴はできません） 復旧を待つ。

（つづく）

異常ではありません。
追いだき直後に 「入」にすると、気泡が出るの

が少し遅れることがあります。

を押しても

すぐに気泡が出ない

吸気配管の残水 

循環アダプター 

機器 

＜屋外＞ 
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マイクロ温浴をする  開始します「入」

「切」  停止します

故障・異常かな？と思ったら-2

マイクロ温浴に関する内容のみ記載しています。その他の内容については、給湯暖房機の取扱説明書をご覧ください。

リモコン音声一覧

音声（抜粋）スイッチ操作

◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆

アフターサービスについて
サービスおよび保証は給湯暖房機に準じますので、給湯暖房機の取扱説明書・保証書をご覧ください。

　● 以下の場合は、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください ●

＊P7や上記の処置をしてもなお現象が出るとき
＊その他、わからないとき

（つづき）

こんなときは こんなことが考えられます 処置
切替レバーを「bubble」（右）側にして追いだきする
と、お湯が正常に循環しないため、設定温度まで沸
き上がりません。

切替レバーを「normal」（左）
側に切り替えてから追いだき
する。

追いだきすると、設定した
ふろ温度にならない

販売店または、もよりの大阪
ガスにご連絡を。

温浴スイッチを「入」にして、気泡の出かたを確認して
ください。P4を参照して気泡が横から出ている場合
は、ふろ配管の接続に問題がある可能性があります。

温浴スイッチを「入」にして、気泡の出かたを確認して
ください。P4を参照して気泡が横から出ている場合
は、ふろ配管の接続に問題がある可能性があります。

販売店または、もよりの大阪
ガスにご連絡を。

水から沸かし直すと、浴槽の
お湯の上と下で温度差がある

切替レバーを「bubble」（右）側にしてふろ自動をする
と、気泡吹き出し口からお湯が出て「シュー」「ブジュ
ブジュ」などの音がします。

切替レバーを「normal」（左）
側に切り替えてからふろ自動
をする。

ふろ自動のとき
循環アダプターからいつもと
違う音がする
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取扱説明書

SHB8017

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお買い上げいただきまして、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お買い上げの販売店に
お問い合わせください。
＊ この取扱説明書は給湯暖房機の取扱説明書（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。

リモコンセット

この取扱説明書は、「リモコン操作」に関する取扱説明書で
す。給湯暖房機の取扱説明書と併せてよくお読みになって、
正しくご使用ください。

お客さまへのお願い

138-N333型

（浴室リモコン）

（台所リモコン）

*SHB8017*

・
リ
モ
コ
ン
セ
ッ
ト
（
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
リ
モ
コ
ン
）（
138-N

333
型
）

大阪ガス株式会社

◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして（火気に注意して）、大阪ガスにご連絡ください。

お問い合わせ先

別添　大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。　　　　　　
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まずはじめに
ご確認ください

ご使用前に

お湯・シャワー

おふろ

暖房

その他の機能

2

使い勝手に合わせて設定を変更する･･････････････････････････････････････････36
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必要なときに

3
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こんなことができますこんなことができます
MENUスイッチでできること

（つづく）

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

いま何
時？

消え
てる
･･･

あれ？

音声ガイドを
消せないかな

浴室リモコンの日本語表示を
英語表示に変更したい

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

運転スイッチ「OFF」のときも
時計表示があると
便利なんだけどな

台所リモコンのスイッチの
感度をもう少し上げたいな

リモコンの操作音・音声ガイド
などの音量を変えることが
できます

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

リモコンの音声ガイド P36,38

操作音・音声ガイドなどの
音量 P32,33スイッチ感度 P36

給湯温度の上限（給湯最高温度） P39

日本語表示 P29

「表示の節電」と時計表示 P36,38

リモコンの音声や表示

給湯

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
自動保温の時間 P38

おふろ

5

こんなことができますこんなことができます
スイッチひとつでできること

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして
呼び出すことができます

暖房ができます

お湯を増やすことができます

自動でおふろ沸かしができます

お湯をあつくできます

お湯をぬるくできます

せっけん

P27

P25

P22

P15

P26

P24

P18

4



─
　
423　

─

▶機器の水抜きをするとき P40「機器の水抜き」

▶変更した設定を初期設定に戻すとき P40「設定のリセット」

ちょっ
と

気にな
るわ…

暖房時の音をおさえることが
できます

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

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暖房

必要に応じて設定してください

静音 P28 浴室の乾燥終了のお知らせ P40

7

こんなことができますこんなことができます
MENUスイッチでできること （つづき）（つづき）

お湯は減
ってて

も

よかっ
たんだ

けど･
･･

もう少しあつくてもいいな･･･

沸いたかな？

おふろまだ
沸かないの～?

1度の追いだきで
あつめに追いだきしたい

お湯を使っていると、
おふろの沸き上がりが
遅いのよね

沸き上がり後の自動たし湯は
したくない

浴室リモコンで追いだきしたとき
追いだきが終わったら
お知らせしてほしい

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

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）

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

シャワー出しっぱなしだと、
どれくらいお湯を
使ってるんだろう

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 P39

浴室リモコンで追いだき操作した
場合の追いだき温度 P39ふろ自動の自動保温の種類 P39

自動ふろ配管クリーン P39

浴室リモコンで追いだき操作した場合
の追いだき完了のお知らせ P40

沸き上がりのお知らせ P39

お湯使用量表示 P34

ふろ温度の上限（ふろ最高温度） P40

全自動タイプのみ

全自動タイプのみ

おふろ

6
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MENU操作の概要MENU操作の概要

給湯温度設定

↓

↓

→

時計表示※1

時計合わせ

トップ画面に戻る

↑
音量

❶ ❶

❶ を押すたびに
メニュー表示が切り替わる

❷ メニュー表示中に
で設定を変更する

❷ ❷

❸

【運転「ON」時のメニュー表示例】 【運転「ON」時のメニュー例】

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

↓↑

↓↑

↓↑

　　

↓↑

↓↑

↓↑

　　
お湯使用量表示

静音

配管クリーン

音量

メニュー終了

日本語表示

表示の節電

音声ガイド

運転「ON」のときと、「OFF」のときでは、「MENU」で操作できる内容が異なります。

もっと詳しい内容は P36～40「使い勝手に合わせて設定を変更する」

台所リモコン

※1  時計合わせをしないと表示しません。

ふたを開けて操作

浴室リモコン

❶ を押す

（運転「ON」時の表示例）

❷ でメニューを選び、

を押す

❸ で設定を変更する

9

こんな機能もついていますこんな機能もついています
AUTO（ふろ自動）ランプ点灯中に
はたらきます。

水位が上がると
入浴したことを
センサーが検知
します。

ふろ配管の残り湯を、
新しいお湯で押し出し
ます。

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、下のようになります。

※ 「表示の節電」を設定して
いない場合は、画面の焼
付防止のため、画面が横
にスクロールします。

右から左へ
（スクロール表示の一例）

＊ 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。
＊ 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。

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　 呼出スイッチ

＊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。
＊ AUTO（ふろ自動）ランプ点灯中に「表示の節電」がはたらくと、AUTOランプがゆっくり点滅になります。
（浴室リモコンの節電中ランプや、台所リモコンの動作お知らせランプは点滅しません）

【浴室リモコン】 【台所リモコン】

＊ 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。

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

機
器

ぬるさを
感じる

前に、あ
たたかく

なるのね

ふろ配管クリーン

表示の節電

ごきげんオート

P30,31 この設定は変更できません

設定を変更できます P36,38

全自動タイプのみ

節電中ランプが
ゆっくり点滅

表示が消えます
（運転は「ON」状態）※ 表示が消えます

（運転は「ON」状態）

動作お知らせランプが
ゆっくり点滅して
左から右へ移動

8
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■表示画面

■運転「ON」にすると

給湯温度表示

故障表示

シャワー・給湯
 （SHOWER）表示

ふろ温度表示

ふろ湯量目盛

ふろ（BATH）
 表示

ロックマーク heater（暖房）
 マーク

高温（HOT!）表示

炎マーク

静音マーク

凍結予防マーク

ふろ湯量表示

たし湯量/
 たし水量表示

時計表示

動作お知らせ表示

給湯・シャワー・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。

暖房中に点灯します。
 （ P27）

お湯の温度を60℃に
設定したときに表示
します。 （ P16）

通常は「シャワー」を
表示します。

このマークが点灯し
ているときは、お湯
の温度が調節できま
せん。 （ P17）

運転「ON」にしたときに表示する画面を「トップ画面」とい
い、給湯温度・時計・ふろ温度などを表示します。

※ 表示の節電中はトップ画面が消灯するため、節電中ラン
プ（ P10）が点滅して運転「ON」であることをお知ら
せします。

ふたの中の を押すと、表示画面が点灯して運転「ON」
になります。

（トップ画面例）

静音設定中に点灯し
ます。 （ P28）

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。

 （例：6）

 （例：40℃）

 （例：40℃）

通常は「ふろ」を表示
します。

ふろ湯量の設定中に
点滅します。

 （例：20リットル）
たし湯量・たし水量
を変更するときに点
滅します。
 （ P24,25）

 （例：午前10時15分）
運転「OFF」時は時計表
示をしません。
※ 運転「OFF」時でも
時計表示をできる
よう設定を変更で
きます。（ P38）

不具合が生じたとき、
故障表示をします。
 （ P42）

上記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。

 （例：ふろ自動）
ふろ自動の進行度合を点灯して
お知らせします。 （ P19）
追いだき中、たし湯中、たし水
中、呼び出し中、ふろ配管ク
リーン中に点滅します。
 （ P22,24,25,26,30,31）

11

ふたを閉じた状態

各部のなまえとはたらき各部のなまえとはたらき 浴室リモコン

シャワー温度
 スイッチ

MENU/OK
（メニュー/決定）スイッチ

ロック解除（優先）
 スイッチ

ふろ温度
 スイッチ

ふろ湯量
 スイッチ

AUTO（ふろ自動）
 スイッチ・ランプ

ふたを開けた状態

CALL（呼出）
 スイッチ・ランプ

REHEAT（追いだき）
 スイッチ・ランプ

運転スイッチ

スピーカー

節電中ランプ

たし水スイッチ

たし湯スイッチ

CALL（呼出）
 スイッチ・ランプ

AUTO（ふろ自動）
 スイッチ・ランプ

REHEAT（追いだき）
 スイッチ・ランプ

メニューを表示する
ときや、設定を完了
（決定）してトップ画
面に戻すときに。

給湯温度スイッチを
押しても給湯温度が
変更できない場合、
このスイッチを押し
てください。
 （ P17）

表示の節電中、点滅
します。（ P11）

運転のON／OFFに。
 （ P11）

 （ 下記）

浴室から台所を呼び
出したいときに。
 （ P26）

おふろにお湯をたし
て増やすときに。
 （ P24）

 （ 下記）

ぬるいおふろのお湯
を沸かすときに。
 （ P22）

ふろ温度の設定に。
 （ P21）

ふろ湯量の設定に。
 （ P21）

 （ 下記）

おふろにお湯をため
て沸かすときに。
 （ P18）

おふろに水をたして
ぬるくするときに。
 （ P25）

10
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■表示画面

■運転「ON」にすると

給湯温度表示

heater（暖房）
 マーク

時計表示

ロックマークHOT!（高温）
 マーク（赤）

炎マーク

音量マーク

時計マーク凍結予防マーク

REHEAT（追いだき）
 マーク

動作お知らせ
 ランプ

故障表示

給湯・シャワー・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。

音量変更中に点灯し
ます。 （ P33）

お湯の温度を60℃に
設定したときに表示
します。 （ P16）

暖房中に点灯します。
 （ P27）

このマークが点灯し
ているときは、お湯
の温度が調節できま
せん。 （ P17）

運転「ON」にしたときに表示する画面を「トップ画面」とい
い、給湯温度などを表示します。

※ 表示の節電中はトップ画面が消灯するため、動作お知ら
せランプ（ 上記）が点滅して、運転「ON」であることを
お知らせします。

（トップ画面例）

時計合わせ中・時計
表示中に点灯します。
 （ P14）

凍結予防のためポン
プが作動していると
きに表示します。

 （例：40℃）

 時計表示設定をすると
時計表示をします。
 （ P14） 追いだき中に点灯し

ます。 （ P23）

ふろ自動の進行度合
を点灯してお知らせ
します。 （ P19）
また、追いだき中、
呼び出し中に点滅し
ます。 （ P23,26）

を押すと、表示画面が点灯して運転「ON」になります。

上記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。

不具合が生じたとき、
故障表示をします。
 （ P42）

13

各部のなまえとはたらき各部のなまえとはたらき 台所リモコン

＋－（設定）
 スイッチ

MENU（メニュー）
 スイッチ

AUTO（ふろ自動）
 スイッチ・ランプ

運転スイッチ

スピーカー

台所リモコンは静電スイッチ※を採用しています。（ を除く）
静電スイッチ※は、ぬれた手や手袋をした状態・スイッチ以外の部分に触れた状態のとき、
スイッチ操作を受け付けない場合があります。
※静電スイッチ… 人体に帯びている静電気を検知するタッチスイッチです。

携帯電話やエレベータなどでよく使われています。

メニューを表示する
ときや、設定を完了
（決定）してトップ画
面に戻すときに。
設定変更時に
を押すと、MENUの
が点灯します。

MENUスイッチを押
すと が点灯し
ます。

運転のON／OFFに。
 （ P13）

おふろにお湯をため
て沸かすときに。
 （ P18）
2秒以上長押しする
と、追いだきします。
 （ P23）

リモコン型番

12
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操　作

お湯を出すお湯を出す

＊ リモコンで運転「ON」にすればお湯が
使えます。
＊台所リモコンで説明します。

給湯栓やシャワーを
開けるとお湯が
使えます

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

を押して運転「ON」に
する

＊現在の給湯温度を表示します。

給湯栓を開ける
またはシャワーを出す

給湯栓を閉める
またはシャワーを止める

お湯を止めたいとき ■

警
告

シャワーなどお湯の使用時は、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。

シャワー使用時は、使用者以外温度を
変えない、運転「OFF」にしない、リモコ
ンの「優先」を切り替えない

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「OFF」にされる
と、冷水になって使用者が驚く原因になります。

【台所リモコン】

操作するスイッチ

【浴室リモコン】

操作するスイッチ

2

1

1

ふたを開けて操作

確認

消灯

燃焼中 点灯

確認

15

操　作

操　作

台所リモコンで時計を合わせる／台所リモコンで時計を合わせる／
時計を表示させる時計を表示させる

浴室リモコンでは時計合わせはできません。

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

初めて
合わせるときは を2回押す
次回
合わせるときは を3回押す

で時計を合わせる

例）
午前10時15分

＊ 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。
＊ 24時間表示です。

を押す（設定完了）
＊給湯温度表示に戻ります。
＊ を押さずに約20秒そのままにしても
設定完了します。

を2回押す

で「on」にする

＊ で「oFF」にすると時計表示を解除します。

を押す（設定完了）

＊ を押さずに約20秒そのままにしても
設定完了します。

運転「OFF」になっている場合は
「ON」にする P13

時計を合わせる

時計を表示させる
【台所リモコン】

操作するスイッチ

1

2

3

1

2

3

点滅

点滅

点灯

確認

＊ 給湯温度が60℃の場合は、やけど予防のため、時
計表示「on」にしても時計表示しません。
＊ 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、時計を合わせ直してください。
＊ 通常、運転「OFF」のときは時計表示しませんが、運
転「OFF」のときでも時計表示をするよう、設定を変
更できます。（ P36）

14
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台所リモコンでの操作 浴室リモコンでの操作

お湯の温度を調節できないときはお湯の温度を調節できないときは 優先切替

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給して
いるところには、同じ温度のお湯が出ます。
そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を
変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使って
いる人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因に
なります。
このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある
場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないよ
うになっています。
給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を
調節できないリモコンには、 が点灯します。

■ 運転を「ON」にしたリモコンが優先になります。

■ 浴室リモコンの で、リモコンの優先を切り替える
ことができます。

警
告

シャワー使用時は、使用者以外温度を
変えない、運転「OFF」にしない、リモコ
ンの「優先」を切り替えない

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「OFF」にされる
と、冷水になって使用者が驚く原因になります。

「優先」とは

操作するスイッチ

操作するスイッチ

を「OFF」にし、「ON」に
する

＊ 台所リモコンで記憶していた給湯温度を
表示します。
＊ 運転が停止するため、ご注意ください。
運転を停止させたくない場合は、浴室リモ
コンの で切り替えてください。

を押す

＊ 浴室リモコンで記憶していた給湯温度を
表示します。
＊ 再度 を押すと、台所リモコンに優先が
切り替わります。（ 下記）

が点灯しているとき が点灯しているとき

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

台所リモコンで温度を調節できないとき 浴室リモコンで温度を調節できないとき

消灯
消灯

ふたを開けて操作

1 1

確認 確認

点灯 点灯

17

操　作

■お湯の温度の設定範囲と目安

32 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 55 60

ぬるめ シャワー、
給湯など 給湯など 高温

食器洗いなど

お湯の温度を調節するお湯の温度を調節する

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

＊ 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。
＊ 低い給湯温度（ぬるめ・食器洗いなど）に設定した場
合、水温が高いとその温度にならないことがあります。
＊ 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。

警
告

シャワー使用時は、使用者以外温度を
変えない、運転「OFF」にしない、リモコ
ンの「優先」を切り替えない

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「OFF」にされる
と、冷水になって使用者が驚く原因になります。

給湯温度の上限（最高温度）を設定できます P39

（℃）

台所リモコンで説明します。

【台所リモコン】

例）40℃

操作するスイッチ

【浴室リモコン】

操作するスイッチ

台所リモコンのみ

を1回押す

＊ 浴室リモコンでは、この操作は必要ありま
せん。

で調節する

＊ 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。
＊ が点灯している場合に を押す
と、「ピピピ」と鳴って温度調節ができない
ことをお知らせします。

台所リモコンのみ

を押す
＊ を押さずに約20秒そのままにしても、
設定完了します。

＊ 運転「OFF」になっている場合は
「ON」にする P11,13
＊ 操作するリモコンに が点灯して
いないことを確認する
（ が点灯しているときは P17）

＜60℃設定時の表示例＞

例）台所リモコン

約10秒間点滅→点灯

点滅

ふたを開けて操作

1

2

3

確認

16
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操　作

ふろ自動開始

沸き上がり

自動保温・自動たし湯

＊ 自動保温・自動たし湯の燃焼中は マーク
点灯。
＊ 自動保温・自動たし湯の時間を変更したり
（ P38）、自動保温・自動たし湯をしない
ようにしたり（ P39）できます。

を押す
＊ ランプ消灯。
＊トップ画面に戻ります。

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

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。

（つづく）

を押す

＊ ランプ点灯→約10秒後点滅。
＊ 台所リモコンで操作すると、ふろ温度が
約10秒間点滅したあと、給湯温度表示に
戻ります。
＊ 燃焼中は マーク点灯。

＊ 入浴できる状態に近づくと、音声でお知ら
せします。

＊ ランプ点灯。
＊ メロディでお知らせします。

浴室リモコン

台所リモコン

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

1

消灯

消灯

1

＊ 動作お知らせランプでお湯はり（沸かし
直し）の進行度合をお知らせします。

お湯はり開始
左から順に点灯

沸き上がり

＊ AUTO（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、 ランプが消
灯し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（ 給湯暖房機の取扱
説明書の「必ずお守りください（安全上の注意）」）

19

準　備

おふろにお湯をためて沸かすおふろにお湯をためて沸かす ふろ自動

自動でおふろに
お湯をためます

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

浴室リモコンで説明します。

【浴室リモコン】

操作するスイッチ

【台所リモコン】

操作するスイッチ

＊ 運転「OFF」になっている場合は「ON」
にする P11,13
＊ふろ湯量・ふろ温度を確認する

　＊ふろ湯量・ふろ温度調節（ P21）

排水栓を
閉める

❶ フィルターが
ついていることを
確認する

❷

❸ふたをする

ふろ湯量 確認ふろ温度 確認

確認

18
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操　作

操　作

■ふろ温度の設定範囲と目安

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ぬるめ ふつう あつめ

■ふろ湯量の設定範囲と目安

沸き上がりのふろ湯量・ふろ温度沸き上がりのふろ湯量・ふろ温度
を調節するを調節する

＊ 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。

 でお好みの温度に
調節する

例）42℃

＊ 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。
＊ 変更した温度は記憶します。

ふろ温度の上限（最高温度）を設定できます P40

（℃）

浴室リモコンで設定します。

給湯暖房機の取扱説明書の「沸き上がりのふろ湯量を調節
する」をお読みください。

 でお好みの湯量に
調節する

＊ 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。

運転「OFF」になっている場合は
「ON」にする P11

操作するスイッチ

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

ふろ温度を調節する

ふろ湯量を調節する

こ
こ

ふたを開けて操作

1

1

点滅

設定値に
合わせて
目盛が増減

確認

21

故障ではありません

残り湯を沸かし直す残り湯を沸かし直す ふろ自動

おふろにお湯をためて沸かすおふろにお湯をためて沸かす ふろ自動 （つづき）（つづき）

沸き上がりの湯量については、給湯暖房機の取扱説明書の「残り湯を沸かし直す＜ふろ自動＞」をお読みください。

＊ 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。

＊ 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。

P18～19同様、

で沸かし直しできます

お湯が出たり… 止まったり…

循環アダプター

20
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台所リモコンでの操作

追いだき開始

追いだき完了

を2秒以上長押しする

＊ ランプ点灯。
＊ 燃焼中は マーク点灯。

＊ ランプ消灯。
＊メロディでお知らせします。

追いだきを途中でやめたいとき ■

を押す
＊ ランプ消灯。
＊ ふろ自動の保温中に、台所リモコンで追い
だきをやめると、ふろ自動も終了します。

操作するスイッチ

運転「OFF」になっている場合は
「ON」にする P13

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

1

1確認

＊ 設定したふろ温度まで追いだきします。
＊ AUTO（ふろ自動）ランプ点滅中、点灯中は、追いだ
きをすることができません。
＊ 給湯暖房機の種類によっては、追いだきと給湯と暖
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。

点灯

消灯

ふろ温度点滅→約10秒後、給湯温度に戻る

消灯

動きます

台所リモコンで追いだきするとき

23

浴室リモコンでの操作

準　備

追いだき開始

追いだき完了

ぬるいおふろのお湯を沸かすぬるいおふろのお湯を沸かす 追いだき

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

お湯をあつくできます

を押す

＊ ランプ点灯。

＊ 燃焼中は マーク点灯。

＊ ランプ消灯。

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

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

追いだきを途中でやめたいとき ■

を押す
＊ ランプ消灯。

＊トップ画面に戻ります。

浴室リモコンで追いだきするとき

操作するスイッチ

運転「OFF」になっている場合は
「ON」にする P11

5cm以上

1

1

確認

＊ 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）
＊ AUTO（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。
＊ 給湯暖房機の種類によっては、追いだきと給湯と暖
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。

消灯

動きます

22
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操　作

たし水開始

たし水完了

おふろに水をたしてぬるくするおふろに水をたしてぬるくする たし水

浴室リモコンで操作します。

お湯をぬるくできます

運転「OFF」になっている場合は
「ON」にする P11

操作するスイッチ

を押す

＊約10秒間表示。

たし水の量を変えたいとき ■

を押す
＊トップ画面に戻ります。
＊ たし水を途中でやめても、約3リットルの
お湯が入ります。（お湯が入るとき、 マー
クが点灯します）

＊ 水が約10リットル入り、その後約3リットル
のお湯が入ります。（お湯が入るとき マーク
が点灯します）

＊トップ画面に戻ります。

たし水を途中でやめたいとき ■

① 手順1で を押したときに

例）10リットル

 でお好みの量に設定する

＊ 10、20、30、40、50、60リットルの設定ができます。

② を押す

＊たし水中の画面になります。
＊ を押さずに約10秒間そのままにしても
設定を完了し、たし水中の画面になります。
＊変更した量は記憶しません。

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

＊ 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。
＊ AUTO（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。

確認

ふたを開けて操作

1
1

動きます

25

操　作

たし湯開始

たし湯完了

おふろにお湯をたして増やすおふろにお湯をたして増やす たし湯

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

浴室リモコンで操作します。

お湯を増やすことができます

運転「OFF」になっている場合は
「ON」にする P11

操作するスイッチ

を押す

＊約10秒間表示。

たし湯の量を変えたいとき ■

を押す
＊トップ画面に戻ります。

＊ 設定したふろ温度のお湯を約20リットル
たし湯します。
＊ 燃焼中は マーク点灯。

＊トップ画面に戻ります。

たし湯を途中でやめたいとき ■

① 手順1で を押したときに

例）20リットル

 でお好みの量に設定する

＊ 10、20、40、60、80、100リットルの設定
ができます。

② を押す

＊たし湯中の画面になります。
＊ を押さずに約10秒間そのままにしても
設定を完了し、たし湯中の画面になります。
＊変更した量は記憶しません。

＊ 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。
＊ AUTO（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。

確認

ふたを開けて操作

1
1

動きます

24
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暖房放熱器での操作

暖房する暖房する

暖房する部屋の
暖房放熱器の運転スイッチを
「入」にする

台所リモコン

浴室リモコン

＊ 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。

＊ リモコン操作はありません。
＊ リモコンの運転「ON」「OFF」に関係なく、
暖房できます。

暖房をやめたいとき ■

暖房放熱器の運転スイッチ
を「切」にする

台所リモコン

浴室リモコン

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

暖房放熱器の操作で
暖房できます

点灯

点灯

消灯 消灯

消灯

1

2

1

燃焼中 点灯

燃焼中 点灯

＊ 給湯暖房機の種類によっては、暖房と給湯と追いだ
きを同時に使うと、暖房能力が低下する場合があり
ます。

27

操　作

浴室から台所リモコンの浴室から台所リモコンの
チャイムを鳴らすチャイムを鳴らす 呼び出し

浴室にいるときに、何か必要な物があったり
気分が悪くなって人を呼びたいとき、
呼出スイッチで知らせることができます
（インターホンではないので会話はできません）

を押す
＊チャイムが鳴って呼び出します。
＊ ランプ点灯→消灯。

浴室リモコン

台所リモコン

＊ 押し続けると、手を離すまでチャイムをく
りかえします。

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

操作するスイッチ

運転「ON」「OFF」に関係なく
呼び出しできます

せっけん

1

＊ 「操作音・音声ガイドなどの音量」（ P32）が
「なし」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

確認

呼び出し中、動きます

呼び出し中、表示

呼び出し中、動きます
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日本語表示の例 英語表示の例

浴室リモコンの表示を英語に浴室リモコンの表示を英語に
変更する変更する

操作するスイッチ

運転「ON」「OFF」に関係なく
設定できます

① 手順1～3の要領で、「する」を選ぶ

② を押す

＊日本語表示に切り替わります。

日本語の表示に戻したいとき ■

を押す

で「日本語表示」を選ぶ

を押し、 で
「しない」を選ぶ

を押す（設定完了）
＊ 英語表示に切り替わります。

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

確認

ふたを開けて操作

1

2

3

4

29

操　作

暖房時の音が気になるときは暖房時の音が気になるときは 静音

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

手順1～5の要領で、「しない」に設定する

静音設定をやめたいとき ■

を押す

で「する」を選ぶ

を押す

＊ を押さずに約20秒そのままにしても
設定完了します。

浴室リモコンで設定します。

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。

操作するスイッチ

を押す

例） 運転「ON」時

で「静音」を選ぶ

運転「ON」「OFF」に関係なく
設定できます

ちょっ
と

気にな
るわ…

3

4

5
点灯

消灯

確認

ふたを開けて操作

1

2

28
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準　備

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手動でふろ配管クリーンをする

浴室リモコンで操作します。

浴槽の残り湯を
排水する

手順1～5の要領で、「しない」にする
（運転を「OFF」にしても終了します）

途中でふろ配管クリーンをやめたいとき ■

を押す

で「する」を選ぶ

を押す

＊ 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ます。
＊ 燃焼中は マーク点灯。

運転「OFF」になっている場合は
「ON」にする P11

操作するスイッチ

を押す

で「配管クリーン」を選ぶ

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

3

4

5
確認

ふたを開けて操作

1

2 ＊ 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が、配管を洗浄する
機能ではありません。
＊ 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（ P24）やたし水（ P25）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。

動きます

31

操　作

準　備

自動ふろ配管クリーンについて自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

ふろ配管内に新しいお湯（水）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作動します。
（作動条件があります）

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

【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（ P31）をおこなってください。

を押して運転「ON」にする

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

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
残り湯を押し出します。

例）
浴室リモコン
運転「ON」時

＊ 燃焼中は マーク点灯。

※ 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、
運転「OFF」にしてください。

※ 市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで
洗濯用にくみ上げて残り湯が減った場合は、
機器が排水を検知できないため、ふろ配管
クリーンが作動しない場合があります。
※ 給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜くと、
ふろ配管クリーンが作動しない場合があり
ます。

（ふろ自動）でおふろを
沸かしましたか？

そのあと追いだきしたり
を「OFF」にしても

大丈夫です。

今、 ランプは消灯していますか？

○○

今、残り湯は循環アダプターの
上部より上にありますか？

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。

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。

××

××

排水栓を
抜く

循環アダプター

お湯が
出てきます

機
器

条 件

1

条 件

2

条 件

3

1

＊ 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が、配管を洗浄する
機能ではありません。
＊ 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。

動きます
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P36をご覧ください

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』
のみ消すことができます。
P37,39をご覧ください

台所リモコンの「音声ガイド」のみ消したいとき ■

を4回押す

例）音量2
＊現在の音量表示が約20秒間点滅。

で音量を変更する
＊ 音量表示点滅中に変更できます。
＊ 0、1、2、3で変更できます。
（「0」は音量なし）

を押す（音量変更完了）
＊元の画面に戻ります。
＊ 音量なしに設定しても、呼び出し音は鳴り
ます。

操作するスイッチ

＊ 運転「OFF」になっている場合は
「ON」にする P13
＊ 台所リモコンでは、運転「OFF」での
音量変更はできません

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

点滅

1

2

3

確認

点灯

台所リモコンの音量を変更する 「沸き上がりのお知らせ」のみ消したいとき

33

操　作

操作音・音声ガイドなどの音量を変更する操作音・音声ガイドなどの音量を変更する
＊ 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時や、沸き上がり状況
などをお知らせする声やメロディのこと。
＊ 変更したリモコンのみ音量が変わります。

P37,38をご覧ください

浴室リモコンの「音声ガイド」のみ消したいとき ■

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

を押す

で「音量」を選ぶ

を押し、 で音量を
変更する

＊ 現在の音量を表示します。
＊なし、小、中、大で変更できます。

を押す（音量変更完了）
＊元の画面に戻ります。
＊ を押さずに約20秒そのままにしても
設定完了します。
＊ 「なし」に設定しても、呼び出し音は鳴り
ます。

浴室リモコンの音量を変更する

操作するスイッチ

運転「ON」「OFF」に関係なく
設定できます

それぞれのリモコンの操作音・音声ガイド
などの音量を変えることが
できます

1

2

3

4

確認

ふたを開けて操作

32
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設定中の画面の見かた

＊ お湯を使うと…

＊ お湯を止めると…

5分以内に、再びお湯を使うと… ■
＊ お湯使用量を継続して表示します。
　（上記の例では、120リットルから継続）
※ ただし、5分以内でも を押すと、お湯使
用量の積算がリセットされ、1リットルから
表示が再スタートします。

5分以上経過後、再びお湯を使うと… ■
＊ お湯使用量の積算がリセットされ、1リットル
から表示が再スタートします。

＊ お湯使用量表示は、約5秒毎に更新します。

約30秒後

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

＊ 浴室以外で使ったお湯の量も積算します。
＊ 以下の操作中や動作中は、お湯使用量表示をしません。

ふろ自動中（保温を除く）、追いだき中、呼び出し
中、たし湯中、たし水中、ふろ温度設定中、ふろ
湯量設定中、配管クリーン中、メニュー操作中

　 ※ ふろ自動中以外は、お湯使用量表示をしていなく
ても、積算はしています。

　※自動保温中は、お湯使用量表示します。
＊ 運転「OFF」にすると、お湯使用量表示の設定は解除
されませんが、お湯使用量の積算はリセットします。

「ふろ」が「オユ・シヨウリョウ」に切り替わる

お湯使用量を表示

ふろ温度表示に戻る

35

操　作

どれくらいお湯を使用しているか確認するどれくらいお湯を使用しているか確認する

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

浴室リモコンで設定・確認ができます。

「お湯使用量表示」を設定
しておくと、
現在のお湯使用量を
浴室リモコンで
確認できます

操作するスイッチ

運転「OFF」になっている場合は
「ON」にする P11 ① 手順1～3の要領で、「しない」を選ぶ

② を押す

お湯使用量表示をやめたいとき ■

を押し、 で
「する」を選ぶ

を押す（設定完了）
＊ トップ画面に戻ります。

を押す

で「お湯使用量表示」を
選ぶ

確認

ふたを開けて操作

3

4

1

2

34
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メニュー項目と操作方法

（つづく）

メニュー項目 初期設定 初期化※1 参照ページ

■ 運転「ON」時
メニュー終了 － － －
お湯使用量表示 しない － 34
静音 しない － 28,38
配管クリーン しない － 31
音量 中 ○ 32,38
音声ガイド あり ○ 38
表示の節電 する ○ 38
日本語表示 する ○ 29,38
■ 運転「OFF」時
メニュー終了 － － －
静音 しない － 28,38
音量 中 ○ 32,38
音声ガイド あり ○ 38
表示の節電 する ○ 38
日本語表示 する ○ 29,38
ふろ保温時間 4時間 ○ 38
自動ふろ配管クリーン※2 する2 － 39
ふろ自動保温設定※2 全自動 ○ 39
給湯最高温度 60℃ ○ 39
お湯はり一時中断※3 する ○ 39
追いだき温度 標準 ○ 39
お湯はり完了報知 1回 ○ 39
追いだき完了報知 しない ○ 40
乾燥終了報知 しない ○ 40
機器の水抜き しない － 40
ふろ最高温度 標準 ○ 40
全設定初期化 しない － 40

※1： 「○」印は、「全設定初期化」（ P40）をすると初期化さ
れるメニュー項目です。

※2： 全自動タイプのみ表示します。
※3： 給湯暖房機の種類によっては表示しません。

＊ 運転「ON」時と「OFF」時では、表示するメニュー項目
が異なります。

浴室リモコンで設定を変更する

操作

❶ を押す

❷ で↓、 で↑方向にメニュー項目を選ぶ

❸ を押し、メニュー項目の操作をおこなう

37

メニュー項目と操作方法 運転「OFF」時のメニュー内容

使い勝手に合わせて設定を変更する使い勝手に合わせて設定を変更する
「MENU」スイッチを使えば、使い勝手に合わせて設定を変更することができます。
台所リモコン、浴室リモコン、それぞれのメニュー項目を選んで設定を変更してみましょう。

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

台所リモコンで設定を変更する

メニュー項目 初期設定 初期化※1 参照ページ

■ 運転「ON」時
給湯温度設定 40℃ － 16
時計表示※2 oFF － 14
時計合わせ －：－－ － 14
音量 2 ○ 33
■ 運転「OFF」時
1  （音声ガイド） on ○ 36
2  （表示の節電） 1 ○ 8,36
24 （スイッチ感度） 2 ○ 36

＊  台所リモコンのメニュー項目は、英数字のみで表示します。
例） メニュー項目で「音量」を選んだ場合、設定中の数字「2」な
どを表示します。

※1： 「○」印は、浴室リモコンで「全設定初期化」（ P40）を
すると初期化されるメニュー項目です。

※2：時刻未設定時は、表示しません。

＊ 運転「ON」時と「OFF」時では、表示するメニュー項目
が異なります。

運転「ON」時のメニューについては、P14～33の操作説
明で説明しています。

運転「ON」時の操作

運転「OFF」時の操作

❶ をくりかえし押し、メニュー項目を選ぶ

❷ で設定を変更する

❶ を長押しする（表示が出るまで）

❷ をくりかえし押し、メニュー項目を選ぶ

❸ で設定を変更する

 台所リモコンの音声ガイド
台所リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいと
きに。

on：音声ガイドあり

oF：音声ガイドなし

 台所リモコンの「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「OFF」でも時計を表示させたいときなどに。

1： 表示の節電をする
運転「OFF」時は時計表示をしない

2： 表示の節電をしない
運転「OFF」時は時計表示をしない

3： 表示の節電をしない
運転「OFF」時でも時計表示をする

※ 時計表示するためには、時計表示設定（ P14）を
する必要があります。

 台所リモコンのスイッチ感度
運転スイッチ、 MENUスイッチ、

スイッチの受付感度を変更したいときに。

3： 高い

2： 標準

1： 低い

36
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（つづく）

浴室リモコンで追いだき操作した場合の
追いだき温度
少しあつめに追いだきしたいときに。

＋2℃ ： 浴槽のお湯の温度＋約3℃まで沸かします
＋1℃ ： 浴槽のお湯の温度＋約2℃まで沸かします
標  準 ： 浴槽のお湯の温度＋約1℃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。

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。
※ 台所リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完
了のお知らせも含みます。

反復 ： 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

1回 ： 沸き上がりのお知らせを1回する
なし ：沸き上がりのお知らせをしない

全自動タイプのみ

ふろ自動の自動保温の種類
沸き上がり後の自動たし湯をしたくない（したい）ときに。

全自動 ：  沸き上がり後、自動保温・自動たし湯
をします

保温のみ ： 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）

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： 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。

しない： 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。

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。

する1 ： 自動ふろ配管クリーンをする
＊ 運転「OFF」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）

する2 ： 運転「ON」時のみ、自動ふろ配管クリーン
をする

しない ：自動ふろ配管クリーンをしない

給湯温度の上限
あついお湯が出ないようにしたいときなどに。

60℃
55℃
50℃
37℃～48℃（1℃きざみ）
35℃
32℃

39

使い勝手に合わせて設定を変更する使い勝手に合わせて設定を変更する（つづき）（つづき）

運転「ON」時のメニュー（「音声ガイド」「表示の節電」以外）については、P28～35の操作説明で説明しています。
※ 「音声ガイド」「表示の節電」については、運転「ON」「OFF」どちらでも設定できます。

運転「OFF」時のメニュー内容

暖房時の運転音を下げる
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。

す　る： 暖房運転時の音を静音にする
しない： 暖房運転時の音を静音にしない

 運転「ON」時でも設定できます
浴室リモコンの音声ガイド
浴室リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいと
きに。

あり／なし

 運転「ON」時でも設定できます
浴室リモコンの「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「OFF」でも時計を表示させたいときなどに。

す　る ： 表示の節電をする
運転「OFF」時の時計表示をしない

しない‐時計無 ： 表示の節電をしない
運転「OFF」時の時計表示をしない

しない‐時計有 ： 表示の節電をしない
運転「OFF」時の時計表示をする

沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間
自動保温・自動たし湯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。

1～9時間 ：1時間単位で設定できます
保温なし ： 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯

をしません

浴室リモコンの音量
浴室リモコンの操作音・音声ガイド・呼び出し音
（ P32）の音量を変更したいときに。

大 
中 
小 
なし

＊ 「なし」の設定でも、 を押した場合の呼び出し音
は鳴ります。

浴室リモコンの日本語表示
日本語表示を英語表示に変更したいときに。

す　る： 日本語表示
しない： 英語表示
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長期間使用しないときは、水抜きをしてください

凍結による破損を予防する凍結による破損を予防する
●①給湯暖房機の取扱説明書の該当ページをご覧ください。
●② 水抜きの手順の中に、＜リモコンで「機器の水抜き」の設定をする＞という項目がある場合がありま
す。「機器の水抜き」の設定方法は、この取扱説明書のP37,40をご覧ください。

41

使い勝手に合わせて設定を変更する使い勝手に合わせて設定を変更する（つづき）（つづき）

浴室リモコンで追いだき操作した場合の
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。

す　る： 追いだき完了のお知らせをする
（浴室リモコン・台所リモコン両方でお知らせ
します）

しない：追いだき完了のお知らせをしない

ふろ温度の上限
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。

標準
　 ふろ温度の上限＝48℃
追いだきすると最高約50℃まで沸き上がります。
（ P22）
33℃～48℃
　 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。

設定のリセット
変更したメニュー項目の設定を初期設定に戻します。
（ P36,37「初期化」の○印の項目）

する／しない

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。

す　る： 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

しない：乾燥終了のお知らせはしません

機器の水抜き
機器の水抜きをするときに。
（ 給湯暖房機の取扱説明書「凍結による破損を予防する」）

する／しない
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リモコン音声一覧リモコン音声一覧
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「ON」

を押す 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

台所リモコンで時計を
合わせる
【台所リモコン】

運転「ON」時に  を3回（2回）押す
 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 【台所リモコン】

運転「ON」時に  を1回押す
 給湯温度が変更できます

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

が表示されて給湯温度
が変更できないとき

 （ピピピ）

【浴室リモコン】

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

が表示されて給湯温度
が変更できないとき

 （ピピピ）

【浴室リモコン】

で を消灯  給湯温度が変更できます

で を点灯  給湯温度が○度に変更されました

優先切替後、給湯温度が
60℃になったとき

  あついお湯が出ます
給湯温度が60度に変更されました

おふろにお湯をためて
沸かす＜ふろ自動＞ を押す

 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

沸き上がりのふろ湯量
を調節する
【浴室リモコン】 で湯量調節

 おふろの湯量を設定しました

沸き上がりのふろ温度
を調節する
【浴室リモコン】 で温度調節

 おふろの温度を○度に変更しました

（つづく）

43

操　作

サービスを依頼されるとき

アフターサービスについてアフターサービスについて
＊ サービスおよび保証は給湯暖房機に準じますので、給湯暖房機の取扱説明書・保証書をご覧ください。
＊ この取扱説明書と給湯暖房機の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるとき
は、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。

不具合が生じたとき、表示画面に故障表示
が点滅します。
故障表示の内容については、給湯暖房機の
取扱説明書をご覧ください。

浴室リモコン

台所リモコン

リモコンに故障表示が出ているときは 故障表示のみを表示している場合は、
浴室リモコンで給湯暖房機の型番・機種
コードを確認できます。

を押す

機種コード　　給湯暖房機の型番

再度 を押す

＊元の画面に戻ります。
＊ 約60秒そのままにしても、元の画面に
戻ります。

本文中の画面は一例です。実際とは異なる場合があります。

点滅

点滅

点滅

故障表示のみ点滅

1

2
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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

操作 スイッチ 条件など 音声（抜粋）
操作音・音声ガイドな
どの音量を変更する

【台所リモコン】

運転「ON」時に  を4回押す  音量が変更できます

で変更
 設定しました

【浴室リモコン】

 →  で「音量」→   音量が変更できます

で変更

 設定しました

どれくらいお湯を使用
しているか確認する
【浴室リモコン】

運転「ON」時に 

で「お湯使用量表示」→  

 設定が変更できます

で変更

「する」に設定  設定しました

「しない」に設定  設定を解除しました

45

リモコン音声一覧リモコン音声一覧（つづき）（つづき）

操作 スイッチ 条件など 音声（抜粋）
ぬるいおふろのお湯を
沸かす＜追いだき＞

【浴室リモコン】

を押す
 追いだきをします

【台所リモコン】  追いだきをします

を長押しする 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

追いだき完了    ～ おふろが沸きました

おふろにお湯をたして
増やす＜たし湯＞
【浴室リモコン】

を押す  たし湯をします

たし湯中に  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＞
【浴室リモコン】

を押す  たし水をします

たし水中に  たし水の量が変更されました

でたし水量調節

浴室から台所リモコン
のチャイムを鳴らす
＜呼び出し＞
【浴室リモコン】

   ～ おふろで呼んでいます

暖房時の音が気になる
ときは＜静音＞
【浴室リモコン】  →  で「静音」→  

 設定が変更できます

「する」を選択  静音の設定をしました

浴室リモコンの表示を
英語に変更する  →  で「日本語表示」→  

 設定が変更できます

「しない」を選択  設定しました

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
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メモメモ
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初期設定一覧初期設定一覧
項目 初期設定
給湯温度 40℃

ふろ温度 40℃

ふろ湯量 6

たし湯量 20L

たし水量 10L

＊ MENUで変更した項目の初期設定（ P36,37）
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SAP8318u

［大阪ガスのお問い合わせ先］

大阪ガス株式会社

電話

電話

電話

電話

電話

■大阪 リビング営業部

■南部 リビング営業部

■北東部  リビング営業部

■兵庫 リビング営業部

■京滋 リビング営業部

０１２０－０－９４８１７

０１２０－３－９４８１７

０１２０－５－９４８１７

０１２０－７－９４８１７

０１２０－８－９４８１７

大阪市西区千代崎３丁目南２－３７

堺市堺区住吉橋町２－２－１９

高槻市藤の里町３９－６

神戸市中央区東川崎町１丁目８－２

京都市下京区中堂寺粟田町９３

〒５５０－００２３

〒５９０－０９７３

〒５６９－８５６９

〒６５０－００４４

〒６００－８８１５

＜お客さまセンター＞

*SAP8318   J*

※ 受付時間は、平日9：00～19：00、日祝日9：00～17：00となっております

※ お電話のおかけ間違いのないようお願いいたします

※ 所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います
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