
取扱説明書

増設リモコン
138-N317/N318/N319型

このたびは大阪ガスの増設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、この取扱説明書は増設リモコン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。
＊この取扱説明書は給湯機器の取扱説明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。
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優先ランプ

このランプが点灯してい
るときは、お湯の温度が
調節できます。（ P7）

各部のなまえとはたらき-1

＊増設リモコン（138-N317型）は寝室・リビングルームなどに取り付けます。
防水型増設リモコン（138-N319型）はシャワールームなどに取り付けます。
（ここでは防水型増設リモコン（138-N319型）でご説明します）
スイッチを押すと操作音が鳴り、沸き上がりのお知らせのときなどに「ピピッ」と鳴ります。

増設リモコン（138-N317型）・防水型増設リモコン（138-N319型）

表示画面

（ 下図）

運転スイッチ

運転の入･切に。

呼び出しスイッチ

台所側をメロディ音で呼
び出します。
（ 給湯機器の

取扱説明書）

給湯温度スイッチ

給湯やシャワーのお湯の
温度の設定に。

（ P6～7）

燃焼ランプ

給湯や、お湯はり・追い
だき・保温など、燃焼時
に点灯します。

　● 表示画面 ●

＊下記の表示画面は説明のため、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。

給湯温度表示

（例：40℃）

故障表示

不具合が生じたとき、故
障表示します。（ P11）
（ 給湯機器の

取扱説明書）

リモコン型番

増設リモコン138-N317型
にはありません

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

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。

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

禁止

お願い

シャワー使用時は、使用者以外温度を変え
ない、運転スイッチ「切」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防止のため。
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びっくりする
原因になります。

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℃以上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。

高温注意

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、ベンジンや油脂系の洗剤を使用しない

変形する場合があります。

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。

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

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。

注意

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。
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優先ランプ

このランプが点灯してい
るときは、お湯の温度が
調節できます。（ P7）

＊増設リモコン＜ふろ自動スイッチ付き＞（138-N318型）は寝室・リビングルームなどに取り付けます。
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。

増設リモコン＜ふろ自動スイッチ付き＞（138-N318型）

表示画面

（ 下図）

運転スイッチ

運転の入･切に。

ふろ自動スイッチ

おふろにお湯をためる・
沸かすときに。
（ 給湯機器の

取扱説明書）

給湯温度スイッチ

給湯やシャワーのお湯の
温度の設定に。

（ P6～7）

燃焼ランプ

給湯や、お湯はり・追い
だき・保温など、燃焼時
に点灯します。

　● 表示画面 ●

＊下記の表示画面は説明のため、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。

給湯温度表示

（例：40℃）

ふろ温度表示

ふろ自動スイッチを押す
と、ふろ温度が10秒間点
滅します。

故障表示

不具合が生じたとき、故
障表示します。（ P11）
（ 給湯機器の

取扱説明書）

リモコン型番

各部のなまえとはたらき-2

（例：40℃）

お湯を出す

1  を「入」にする

2

＊ ランプ点灯。

＊前回設定した給湯温度を表示します。

給湯栓を開ける

【例：防水型増設リモコン 138-N319型】

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℃以上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。

警告
シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、「優先」を切り
替えない

高温に変更されたときのやけど防止のため。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
使用者がびっくりする原因になります。

★ここでは防水型増設リモコンで説明します★

● お湯を止めたいとき

給湯栓を閉める

燃焼中
点灯

操作 操作後の画面 お知らせ

スピーカー
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操作 操作後の画面 お知らせ

お湯の温度を調節する
【例：防水型増設リモコン 138-N319型】

★ここでは防水型増設リモコンで説明します★

（例：42℃）

（例：40℃）

1

2

＊ ランプ点灯。

＊前回設定した給湯温度を表示します。

 で調節する ＊ が点灯していない場合に を

押すと「ピピピ」と鳴って温度調節で
きないことをお知らせします。

警告
シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、「優先」を切り
替えない

高温に変更されたときのやけど防止のため。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
使用者がびっくりする原因になります。

※製品によっては低温の設定がないものおよび75℃に設定できるものがあります。
＊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。
＊低温（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。

お好みで温度調節の上限（最高温度）を設定できます （給湯機器の取扱説明書）

　● お湯の温度の目安 ●

60℃設定時の表示�

約10秒間 点滅→点灯

＊運転が停止するため、ご注意くださ
い。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、給湯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、急に冷たくなってびっくりする原因になります。
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る増設リモコンには が点灯します。

■  を「入」にしたリモコンが優先になります。

お湯の温度を調節できないときは（優先）

いったん を「切」に

し、再度「入」にして
を点灯させる

操作 操作後の画面 お知らせ

【例：防水型増設リモコン 138-N319型】

★ここでは防水型増設リモコンで説明します★

※

● 増設リモコンで温度調節ができないとき

沸き上がりのお知らせについて

※くわしい内容については、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。
※設定の変更は増設リモコンではできません。

浴室リモコン・台所リモコンで沸き上がりのお知らせを「1回する」または「くりかえす」に設定し
た場合は、増設リモコンでも同じようにお知らせをします
浴室リモコンで追いだき完了のお知らせを「する」に設定した場合は、増設リモコンでもお知らせ
をします

＊停電後または電源プラグを抜いたあと、給湯温度が元に戻りますので設定しなおしてください。

 を「入」にし、

が点灯していること
を確認する
（点灯していないときは P7）
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【増設リモコン 138-N318型】

リモコンの音量を変更する

操作

1

3  を押して、「8」にする

4

 を「切」にする

を押す

（点滅表示に変わります）

 を 2秒間押す

（設定変更画面になります）

2

【リモコンの表示】

5  を押して、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

ここ�

ここ�

お知らせ

増設リモコン 138-N318型 をお使いの場合

リモコン操作音を消す（鳴らす）

1  を約5秒間押す

【例：防水型増設リモコン 138-N319型】

★ここでは防水型増設リモコンで説明します★

リモコンの各スイッチを押したとき、正常に動作すると
「ピッ」という音がします。
お好みにより、この音を鳴らさないようにしたり、鳴るよ
うにしたりできます。
※初期設定（工場出荷時）＝鳴る

＊沸き上がりのお知らせは、操作音を消しても鳴ります。
＊停電後または電源プラグを抜いたあと、設定が元に戻りますので設定しなおしてください。

 増設リモコン138-N317型，138-N319型 をお使いの場合

操作

※それぞれのリモコンで個別に設定できます。（増設リモ
コン＜ふろ自動スイッチ付き＞138-N318型では設
定できません）

＊停電後または電源プラグを抜いたあと、設定が元に戻りますので設定しなおしてください。

リモコン操作音を
消す設定時

リモコン操作音を
鳴らす設定時

音が
しない

約5秒後
ピッ

リモコンの表示の節電について

機器を使用しないまま約10分たつと、画面表示が消えて、運転ランプのみ点灯します。

＜例：138-N319型 ＞

運転ランプのみ
点灯

画面が消えます
※運転は「入」状態

使用しないまま
時間がたつと

＊再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。
　※ふろ自動スイッチと呼び出しスイッチは、1回押すだけで表示の節電を解除すると同時に、機
能もはたらきます。

＊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。
＊ふろ自動がはたらいているときは、表示の節電はしません。

台所リモコンで表示の節電「する」に設定している場合は、増設リモコンでも表示の節電をします
（設定の変更は増設リモコンではできません）

＊「0」の場合でも「呼び出し音」は鳴ります。

21 3
中小 大なし

0

＜初期設定（工場出荷時）＞
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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、ベンジンや油脂
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。

お願い

故障表示をお調べください

不具合が生じたとき、故障表示が点滅します。

故障・異常かな？と思ったら

故障表示の種類とその原因、処置方法については、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。

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

増設リモコン 138-N318型 をお使いの場合

リモコンの音声ガイドを変更する
【増設リモコン 138-N318型】

操作

1

3  を押して、「1」にする

4

 を「切」にする

を押す

（点滅表示に変わります）

 を 2秒間押す

（設定変更画面になります）

2

【リモコンの表示】

ここ�

5  を押して、「oF」にする

ここ�

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

お知らせ

しない

する＜初期設定（工場出荷時）＞

＊「oF」から「on」に変更するときは  を
押してください。

（防水型増設リモコンの例）

　≪ ≫を表示したとき

　≪ ≫を表示したとき

＊操作音と声の両方とも鳴らさないようにするには、音量を「0」に設定してください。（ P9）
＊停電後または電源プラグを抜いたあと、設定が元に戻りますので設定しなおしてください。



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◆


