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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。
　なお、この取扱説明書はインターホンとおふろのモニターの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
併せてお読みください。
＊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。

（浴室リモコン）  　　　（台所リモコン）

取扱説明書

リモコンセット（インターホン機能付）

138-N303/N321型

必ずお守りください（安全上の注意）･･ 2
各部のなまえとはたらき ････････････ 3
　浴室リモコン ････････････････････ 3
　台所リモコン ････････････････････ 4

インターホンで話す ････････････････ 6
台所リモコンで 浴室の様子を聞く
　　　　　　（おふろのモニター）････ 8

呼び出し音量（ ピロロン）を変更する･･10

日常のお手入れのしかた ････････････11
リモコン音声一覧／初期設定一覧 ････11
アフターサービスについて ･･････････11

必要な
　ときに

まず
はじめに

使いかた
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ふろ自動スイッチ･ランプ（オレンジ）

各部のなまえとはたらき-1

浴室リモコン＜別売品＞

表示画面

運転スイッチ･ランプ（緑）

運転の入･切に。

通話スイッチ･ランプ（赤）

通話するときに。   （ P6～7）

音量スイッチ

通話の音量の調節に。
（ P7）

※インターホンに関するスイッチ以外については、給湯暖房機の取扱説明書をご覧ください。

給湯温度スイッチ

呼び出し音量を変更するときに。
（ P10）

呼び出し音量を変更するときに。
（ P10）

スピーカー

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。

お願い
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。

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。

注意
通話中、スピーカーに耳を近づけない

大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを引
き起こす原因になります。禁止

お願い
リモコン下部から20cm以内に物を置かない

誤作動や通話が途切れる原因になります。

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。

リモコンの掃除には、ベンジンや塩素系の洗剤を使
用しない

変形する場合があります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけな
い、蒸気をあてない

炊飯器、電気ポットなどに注意。
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。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

騒音が大きい場合は、誤作動することがあります

ペットの鳴き声やテレビなどの周囲の騒音が大きい場合
は、誤作動や通話が途切れる原因になります。

浴室に付いているリモコンです。
※インターホンに関するスイッチの説明のみ記載しています。

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。
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運転スイッチ
・ランプ（緑）

ふろ自動スイッチ
･ランプ（オレンジ）

　● 表示画面 ●

＊下記の表示画面は説明のため、インターホンとおふろのモニターに関する基本的なもののみ表示したものです。
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。

モニターマーク

おふろのモニター時に表
示します。　　 （ P8）

各部のなまえとはたらき-2

運転の入･切に。

ふた

【ふたを開けたときのスイッチ】

追いだきスイッチ
・ランプ（赤）

追いだきをするときに。
※スイッチの位置が、給
湯暖房機の取扱説明書
の記載と異なり、ふた
の中のみとなります。

※インターホンとおふろのモニターに関するスイッチ以外については、給湯暖房機の取扱説明書をご覧ください。

台所などに付いているリモコンです。
※インターホンとおふろのモニターに関するスイッチの説明のみ記載しています。

台所リモコン＜別売品＞

運転スイッチ
・ランプ（緑）

運転の入･切に。
表示画面

給湯温度スイッチ

呼び出し音量を変更する
ときに。　　　（ P10）

呼び出し音量を変更する
ときに。　　　（ P10）スピーカー

通話スイッチ
・ランプ（赤）

通話するときに。
（ P6～7）

おふろのモニターをする
ときに。　  （ P8～9）

通話、おふろのモニター
の音量の調節に。

（ P7,8）

音量スイッチ

音量表示

（例：3）
通話やおふろのモニター
の音量を表示します。

（ P6～7,8～9）

リモコン型番
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操作 操作後の画面 お知らせ 操作 操作後の画面 お知らせ

1  を押す

【通話呼び出し】

＊運転スイッチ「入」「切」に関係なく通
話できます。

＊ ランプ点灯。

＊呼び出し音が鳴っている時に呼び出

された側で を押しても、通話開

始できます。

呼び出し音がやむと
【通話開始】

インターホンで話す

＊通話の音量とおふろのモニターの音量は同じです。
＊通話中、音声が一瞬途切れる場合がありますが、故障ではありません。

● 手動で通話を終了したいとき

 を押す
＊ ランプ消灯。

● 音量を変えたいとき

通話中に、

 を押して変更する

こ
こ�

＊1（小）、2（中）、3（大）で設定できま
す。（それぞれのリモコンで別々に設
定できます。）

【浴室リモコン】 【台所リモコン】

音量点灯�

【台所リモコンの表示】

呼び出し音3回

呼び出し音2回

＊「消音」時でも呼び出し音は鳴ります。

約30秒で自動的に
【通話終了】

音量�
点灯�

＊終了5秒前に ランプが点滅しま
す。

＊終了すると ランプ消灯。

【台所リモコンの表示】

ここ�

浴室で押した場合

台所で押した場合

＊通話中に優先切替して給湯温度が高温に変更された場合は、「あついお湯が出ます」とお知らせし、こ
の間通話は中断します。
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操作 操作後の画面 お知らせ 操作 操作後の画面 お知らせ

1  を長押しする

【モニター開始】

＊浴室の音が聞こえます。
運転スイッチ「入」「切」に関係なくモ
ニターできます。
＊30秒間音量が点灯します。

＊ ランプ点灯。

点灯。（台所リモコンのみ）

＊ ランプ消灯。

消灯。（台所リモコンのみ）

1時間で自動的に
【モニター終了】

＊通話中に上記操作をすると、おふろのモニターに切り替わります。
＊浴室リモコンではおふろのモニターの開始はできません。

台所リモコンで 浴室の様子を聞く（おふろのモ

● モニター中にインターホンを使いたいとき

＜台所リモコンからは＞

 を押して

モニターを終了し

再度  を押す

＊モニターを終了すると ランプ、

が消灯し、通話開始すると再度

ランプが点灯します。

● 音量を変えたいとき

＊1（小）、2（中）、3（大）で設定できま
す。

【台所リモコン】

音量�
点灯�

ここ�

● 手動でモニターを終了したいとき

 を押す
＊ ランプ消灯。

消灯。（台所リモコンのみ）

音量�
点灯�

＜浴室リモコンからは＞

 を押す

音量点灯�

＊ ランプ点灯のままです。

ニター）

ぱしゃ�
　 ･･･�

お年寄りの入浴時などに、「おふろのモニター」
で浴室の音を聞くことができます。

モニター中に

 を押して変更する

＊おふろのモニターの音量と通話の音量は同じです。
＊おふろのモニター中、音声が一瞬途切れたり一定間隔で「ザザッ」という音がする場合がありますが、
故障ではありません。
＊おふろのモニター中に「あついお湯が出ます」など音声でお知らせしている間は、おふろのモニターは
中断します。
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【台所リモコン】 【浴室リモコン】

操作

＊台所リモコンの場合、ふたの中の を押しても
設定画面にはなりません。

1  を「切」にする

 を 2秒間押す

（設定変更画面になります）
2

【浴室リモコンの表示】【台所リモコンの表示】

3  を押して、「7」にする

4 を押す

（点滅の位置が変わります）

ここ�

こ
こ�

5  を押して

呼び出し音量を変更する

6 そのまま機器を使用する場合は  を「入」にする

機器を使用しない場合は、30秒放置する

3

2

1

大

中

小
ここ�

こ
こ�

呼び出し音量（ ピロロン）を変更する 日常のお手入れのしかた
リモコンの表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。

お願い リモコンの掃除には、ベンジンや塩素
系の洗剤を使用しない

変形する場合があります。

リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を
当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。

アフターサービスについて

リモコン音声一覧／初期設定一覧

操作 スイッチ 音声（抜粋）

インターホンで話す

台所リモコンで
浴室の様子を聞く
（おふろのモニター）

リモコン音声一覧

 ピロロン

 おふろのモニターをします

スイッチ「入」

インターホンとおふろのモニター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。

初期設定一覧

＜台所リモコン＞

スイッチを1秒押す

【おふろのモニター終了】  おふろのモニターを終了
しました

お願い

項目

通話（おふろのモニター）
の音量

呼び出し音量

初期設定

2 （中）

2 （中）

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。



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◆


