
大阪ガス株式会社

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。おねがい

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。　　　　　　

◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆

138-3063型
138-3123型
138-N306型

このたびは大阪ガスのリモコンセット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。
　この取扱説明書はテレビおよびインターホン機能に関する取扱説明書です。給湯機器の取扱説明書
と併せてお読みください。

　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（ドットマトリクステレビリモコン、インターホン機能付）
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製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を
未然に防止するために、つぎのような絵表示をしています。内容をよく理解して正
しくお使いください。

必ずお守りください（安全上の注意）

安全に正しくお使いいただくために

■注意・禁止内容の絵表示

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です。

　　禁止 　　分解禁止

騒音の大きい場所で使
用しない

●ペットの鳴き声やテレビなどの大きな騒
音は、誤動作や通話が途切れる原因となり
ます。

リモコンの分解禁止 ●リモコンは絶対に分解しないでください。
故障の原因になります。

リモコン下部から20B
以内に物を置かない

●誤動作や通話が途切れる原因となります。

1

リモコンの掃除

シャワーなどを直接か
けない

●リモコンの掃除には、ベンジンや油脂系の
洗剤を使わないでください。
変形する場合があります。

●浴室テレビリモコンは防水型ですが、故意
に水をかけないでください。
マイクの感度がおちたり、故障の原因にな
ります。

サウナ・スチームサウナ
などへの取り付け禁止

●5～40℃の室温で使用してください。
浴室内が低温（0℃以下）や高温（40℃以上）
になると、画面が点灯するまでに時間がか
かったり、赤味をおびることがあります。
また、故障の原因にもなります。

お願い

2

スピーカに耳を近づけ
て使用しない

●大きな音が出ることがあり、聴覚障害な
どを引き起こす原因となります。

通話中、音声が一瞬途
切れることがあります
が故障ではありません

●接続される機器及び別売品によって、途切れの度合
いが違います。

通話中の音声ガイド ●インターホン使用中は音声ガイド「なし」になります。

通話中のスイッチ操作 ●通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチ
を押した音が相手に聞こえることがあります。

増設リモコンとの通話
はできません

●通話スイッチを押しても、増設リモコンでは呼び出
し音は鳴りません。

テレビの液晶部について ●テレビの液晶部は消耗品になりますので使用年数に
よって画面が暗くなる場合があります。

●液晶パネルは非常に精密度の高い技術をもってつく
られていますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯
するものがあります。あらかじめご了承ください。

お願い

使用上のご注意

地上デジタル放送には
対応していません

●本製品のテレビ機能は、従来の地上波放送（アナロ
グ）をお楽しみいただくように設計しています。
一部の地域では地上デジタル放送が開始されています
が、本製品では対応していません。



各部のなまえとはたらき

浴室テレビリモコン
（浴室に取り付けます）
※この取扱説明書では138-3063型で説明しています。

運転スイッチ

使用状態を表示。

マイク

呼び出し音、呼び出し
音量の設定をするとき
に、まずこのスイッチ
を押してください。

（ P7,8）

※インターホン・テレビに関するスイッチ以外については、給湯機器の取扱説明書をご
覧ください。

※ご使用になる前に、テレビ画面表面の保護シートを取り外してください。

下にあります。

3

表示画面

チャンネルの選局に。
（ P9）

チャンネルスイッチ

テレビの音量の調節
に。　　　 （ P10)

チャンネル番号表示の入・切に。
（ P9,10）

電源の入・切に。

電源スイッチ

テレビ画面

明るさスイッチ
テレビ画面の明るさ
の調節に。（ P10）

チャンネル番号表示スイッチ

設定スイッチ

音量スイッチ

スピーカ

通話音量の設定に。
また、呼び出し音、
呼び出し音量の設定
をするときに。

選択スイッチ
通話するときに。

（ P5,6）

通話スイッチ

スピーカ

※138-3123型の場合、
　ここにスイッチがあります。

運転の入・切に。
※138-3123型の場
合、「給湯スイッ
チ」です。
本文では「運転ス
イッチ」で説明して
います。

台所リモコン

下にあります。

マイク

※インターホンに関するスイッチ以外については、給湯機器の取扱説明書をご覧くださ
い。

呼び出し音、呼び出し
音量の設定をするとき
に、まずこのスイッチ
を押してください。

（ P7,8）

設定スイッチ

通話スイッチ

スピーカ

通話するときに。
（ P5,6）

（台所などに取り付けます）
※この取扱説明書では138-3063型で説明しています。

4

通話音量の設定に。
また、呼び出し音、
呼び出し音量の設定
をするときに。

選択スイッチ

運転の入・切に。
※138-3123型
の場合、「給湯ス
イッチ」です。
本文では「運転ス
イッチ」で説明し
ています。

運転スイッチ表示画面

使用状態を表示。

※138-3123型の場
合、ここにスイッ
チがあります。



点滅 点滅→点灯

（台所リモコン例：138-3063型）（浴室テレビリモコン例：138-3063型ーリモコン部分）

5

インターホンの使いかた

通話中の注意

●通話のときはリモコンから50b程度の距離で話してください。
●言葉が途切れたり、声が小さいときは、リモコンに近づいて話してください。
●ペットの鳴き声やテレビなどの騒音の大きい場所では、誤動作や通話が途切れる
場合があります。

●台所リモコンと浴室テレビリモコンの設置場所が近い場合、ハウリング（キーン等の
大きな音がする）を起こすことがあります。この場合は通話音量を下げてください。

通話スイッチ

＜呼び出すのを途中でやめたいとき＞
呼び出し音が鳴っている間に通話スイッチ
をもう一度押すと、呼び出し音が止み、通
話ランプが消灯し、元の画面に戻ります。

2１通話スイッチを押して  呼び出す

［呼び出し中］表示になります。

呼び出し音が止み
［通話中］表示になると
通話できます

また、［呼び出し中］表示中（呼び出
し音が鳴っている途中）でも、相手
が通話スイッチを押すと通話でき
ます。
（［通話中］表示になってから通話ス
イッチを押すと、通話は終了します）

呼び出し音３回浴室リモコンで押した場合

台所リモコンで押した場合 呼び出し音２回

6

●運転「入/切」どちらでも通話できます。
●おふろの自動沸かし中、追いだき中、その他ふろ運転中でも通話できます。
●両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。
●通話中、運転「入/切」やおふろの自動沸かし、追いだきはできますが、画面は通話中
のまま変わりません。

●設定スイッチ、優先スイッチは使えません。

通話中に選択スイッチで調節する
＜一度設定すると記憶します＞

※通話中、選択スイッチは通話音量変更
以外使えません。
※台所リモコンと浴室テレビリモコンで
別々に設定できます。

上げる

下げる

通話音量を変えるには

右の画面が出たら、販売店または、もよりの大阪ガス
に連絡してください。

※この表示は5秒経過すると元の画面に戻ります。
　（5秒以内に通話スイッチを押しても戻ります。）
※インターホン以外の機能は使用できます。

インターホン故障

→初期設定
　（工場出荷時）

お知らせ

3 約30秒で  通話終了

その後元の画面に戻ります。

また、［通話中］表示中に通話スイッ
チを押しても、通話は終了します。

通話終了の
約5秒前に
点滅
↓
消灯

通話終了の約5秒前に表示



7

呼び出し音、呼び出し音量を変更する

（台所リモコン例：138-3063型）

（浴室テレビリモコン例：138-3063型ーリモコン部分）

2,4
1
3

2,4
3
1

「呼び出し音の選択」と「呼び出し音量の変更」が、台所リモコンと浴室テレビリモコンで
別々に設定変更できます。
※これ以外の設定については、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。
※通話中は、「呼び出し音の選択」と「呼び出し音量の変更」の設定変更はできません。

1
運転「切」の状態でのみ、
各設定の変更ができます。

運転「切」にする

消灯

消灯

浴室テレビリモコン

台所リモコン

8

22 選択スイッチで変更する33設定スイッチを押す
（押すごとに切り替わります）

呼
び
出
し
音

呼
び
出
し
音
量

＝初期設定（工場出荷時）

※選択された呼び出し音が鳴ります。

続けて他の設定を変更する
場合は、再度2～4の手順で
変更してください。

そのまま機器を使用する場
合は、運転スイッチを押し
て「入」にしてください。

2 選択スイッチで
変更する3設定スイッチを

押す

押すごとにそれぞれの設定
に切り替わります。

設定が完了すれば
設定スイッチを押す4

それぞれの変更をします。

大

大大

大大中

中中

中中小

小小

小小

1

2

メロディ

チャイム

下表 33下表 22

そのまま30秒放置しておくと
運転「切」の状態に戻ります。

そのまま30秒放置しておくと
運転「切」の状態に戻ります。
（設定は変更されます）



・�

チャンネル��

9

テレビの見かた
（浴室テレビリモコンーテレビ部分）

21,6
3

1電源スイッチを「入」にする 2 チャンネルを選局
する（オート選局）3チャンネル番号を

確認する

数字が
小さくなる

数字が
大きくなる

前回に選局したチャンネル番号
（例：1２チャンネル）

数秒後、テレビ画面が点
灯します。チャンネル番
号の表示は約２秒後に自
動的に消えます。

表示していなければ押す。

テレビ画面にチャンネル
番号を小さく表示しつづ
けます。
（チャンネル番号表示をや
めたいときは、もう一度
チャンネル番号表示ス
イッチを押して「切」にし
てください。）

チャンネル番号を表示
させなくても、チャン
ネル選局、音量調節、
明るさ調節はできます。

＜一度設定すると記憶します＞

一度押すごとに、次に受信
できるチャンネルをオート
選局します。オート選局中
は音声は出ません。

（例）
･･･8←10←12→36→38･･･

を押す を押す
ごとに ごとに

4
5

オート選局のしかた

音　量音　量� �明るさ�

10

音量を調節する4 明るさを調節する5
使い終わったら
電源スイッチを
「切」にする6

＜一度設定すると記憶します＞ ＜一度設定すると記憶します＞

小さくなる 大きくなる

24段階で調節できます。

音量表示

24段階で調節できます。
見る位置を決めてから、テ
レビ画面の明るさを調節し
てください。

明るさ表示

電源の切り忘れを防止す
るため、電源スイッチ
「入」後、約２時間で自動
的に消灯します。

テレビ画面が消灯します。

暗くなる 明るくなる

チャンネル番号表示スイッチを押しながら、

チャンネルスイッチ または を押す。

（例）
･･･10←11←12→13→14･･･

を押す を押す
ごとに ごとに

マニュアル選局のしかた （チャンネルを１ずつ変えることができます）

オート選局で希望のチャンネルが選局できないときは

オート選局で希望のチャンネルが選局できないときはオート選局で希望のチャンネルが選局できないときは

オート選局で希望のチャンネルが選局できないときはオート選局で希望のチャンネルが選局できないときは･･･

･･････

･･････

チャンネル�

受信状況により映りにくい
ことがあります。



お手入れ（月１回程度）
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日常の手入れのしかた

テレビ画面が汚れると、画面がくもることがあります。
テレビ画面やリモコンは、湿った布でふいてください。
かわいた布でふいた場合、テレビ画面（液晶部）が乱れることがありますが、
故障ではありません。しばらく放置しておくともとの状態に戻ります。

●リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使用しないでください。
変形する場合があります。

●テレビリモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。

故障かな？と思ったら

12

テレビ画面が点灯しない。●給湯機器の電源プラグがコンセントにしっかり
差し込まれていますか？

●停電していませんか？

テレビ画面がまっ白。
テレビ画面がまっ黒。

●明るさの調節は適当ですか？

●音量が最小になっていませんか？
●インターホンで通話しているとき、テレビの音声
は消音になります。

テレビの音声がでない。

●浴室内の温度が低温（0℃以下）や高温（40℃以
上）になっていませんか？

テレビ画面が点灯するま
でに時間がかかる。
画像が赤みがかる。

●アンテナやブースターなどの異常が考えられま
すので、販売店または、もよりの大阪ガスに連
絡してください。

テレビ画面が暗くなった
り、チラつく。
画像がゆがんだり、二重
に映る。
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サービスを依頼されるとき（サービスおよび保証は給湯機器に準じます）

保証について（サービスおよび保証は給湯機器に準じます）

●12ページの「故障かな？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連絡してください。

●別添の給湯機器の取扱説明書の保証書をご覧いただき、必ず「販売店名・お買
い上げ日等」が記入されているのを確認してください。
　保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。
●無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる
場合、有料で修理いたします。

連絡していただきたい内容
　品名 ････････････ リモコンに記載の名称をご覧ください
　お買い上げ日 ････（給湯機器の取扱説明書の保証書をご覧ください）
　異常の状況 ･･････（症状など、できるだけくわしく）
　ご住所・ご氏名・電話番号
　訪問ご希望日

アフターサービスについて

14

主な仕様

高さ196a × 幅196a × 奥行41a

質 量

画 面 寸 法

0.95o

外 形 寸 法

製 品 名

バックライト（冷陰極管）

高解像度カラーＬＣＤ

5～40℃

周波数シンセサイザー方式

テ

レ

ビ

部

138-3063型

高さ60a × 幅80a（４インチ）

使 用 温 度

表 示 素 子

使 用 光 源

受信チャンネル

チ ュ ー ニ ン グ

上方10°　下方30°　左右35°視 覚 範 囲

ＶＨＦ １ ～ 12 チャンネル
ＵＨＦ 13 ～ 62 チャンネル

受 信 特 性 実用感度　55ｄＢμ 以上　85ｄＢμ 以下

浴室テレビリモコン

138-3123型 138-N306型




