
●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいた
　だき、正しくお使いください。なお、この取扱説
　明書は工事説明書と共に必ず保存し、おわかりに
　ならないことや、不具合が生じたときにお役立て
　ください。
●保証登録カードは販売店からお受け取りになる際
　に、必要事項が記入してあるか必ず確認してくだ
　さい。
●取扱説明書を紛失された場合は、お買い求めの販
　売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
●製品改良により、本体・仕様等が説明書の内容と
　異なる場合がございますので、あらかじめご了承
　ください。
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安全上の注意(必ずお守りください)
●ご使用の前に、この｢安全上の注意｣をよくお読みいただき、正しくお使いください。
●製品を正しくお使いいただくためや、お使いになる人や他の人々へ危害や財産への
　損害を未然に防止するために、この取扱説明書および製品への表示では、いろいろ
　な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理
　解してから本文をお読みください。
●表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表
　示で区分し、説明しています。

警告

注意

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。
　(下記は絵表示の一例です。)

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡ま
たは重傷を負う可能性が考えられる場合を示しています。

一般的な警告・注意

一般的な禁止

分解禁止

お願い

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害
を負う可能性が考えられる場合、および物的損害のみの
発生が考えられる場合を示しています。

警告、注意の項目以外で特に守っていただきたい内容を
示しています。

警告

アースをする

この機器にはアース、漏電ブレーカが必要で
す。確認できない場合はお買い求めの販売店
にご相談してください。また、アース線はガ
ス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接
続しないでください。万一機器が故障した場
合は感電のおそれがあります。

機器の設置・移設・修理・
改造・分解はしない

機器の設置・移設および付帯工事・修理・改
造・分解はお買い求めの販売店またはもより
の大阪ガスに依頼してください。
ご自身でされますと故障や異常動作をして水
漏れ、感電、ケガ等の思わぬ事故の原因にな
ります。

アースされているか、漏電
ブレーカが取り付けてある
か確認する

必ず行うこと

アースを接続すること

ぬれ手禁止

分解禁止
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ご
使
用
の
前
に

機器にお湯や水をかけたり、
濡れた手で触らない
（感電・漏電の原因）

内部でファンが高速回転していますので、ケ
ガや故障の原因になります。特に小さなお子
さまがいるご家族では注意してください。

運転中にエアーフィルターを
はずしたり吸込口・吹出口に
指や棒などを入れ
ない

警告
頭髪や身体を乾かすために
使用しない

ぬれ手禁止
禁止

禁止

禁止

引火物を近くに
置かない

禁止
運転中は可燃性ガスを含んだスプレーやベン
ジン、シンナーなどの引火物を近くに置かな
いでください。火災の原因になります。

洗濯物について

乾燥前にポケットにライターなどの可燃物が
入っていないことを確認してください。食用油、
動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、
ベンジンやシンナー、ガソリン、セルロース
系樹脂が付着した衣類は洗濯後も絶対に乾燥
しないでください。故障や火災の原因になり
ます。

禁止

機器に近づいて頭髪や体を乾かさないでくだ
さい。頭髪が機器にからんでケガをしたり、
脱水症状や低温やけどの原因になります。

次のような方がご使用される場合は、使用を
中止するか周囲の方が注意してください。乳
幼児、お子さま、お年寄り等、自分の意思で
身体が動かせない方、運転操作のできない方、
皮膚の弱い方、疲労の激しい方、飲酒された
方、睡眠薬を服用されている方、温風が身体
にあたることを好まない方。
さらに、妊娠中の方、心臓病の方、動脈硬化
の方、高血圧症の方、貧血症の方、感染症の
方、皮膚病の方、呼吸器障害の方、体調の悪
い方、医師から入浴を禁じられている方など
は、ミストサウナの入浴を控えてください。
また動植物に直接温風があたると悪影響をお
よぼすおそれがあります。

長時間、温風・ミスト噴霧を
直接身体や動植物にあてない
脱水症状・低温やけど・体調
悪化・健康障害等の原因



警告
吸込口・吹出口に洗濯物を
かけない（ケガや機器損傷の原因）

禁止

機器・物干しバーに重いものを
ぶらさげたり、干したりしない
（ケガや物干しバーが曲がる原因）

禁止

CF式・FE式のふろがまや給
湯器との併用禁止

浴室内または隣接脱衣室等に自然排気(CF)式、
または強制排気(FE)式のふろがまや給湯器を
設置している場合はこの浴室暖房乾燥機を設
置できません。排気ガスが浴室内に逆流し、
一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

禁止

異常時(異常音､水漏れ､臭気等)､
緊急時(地震､火災等)は運転を停
止し､ 電源を｢切｣にする

すぐに運転を停止し、電源ブレーカを｢切｣に
して、お買い求めの販売店または、もよりの
大阪ガスにご連絡ください。そのまま運転を
続けると故障や感電・火災の原因になります。

電源を｢切｣にする
切

他の目的に使用しない
（発火・爆発・品質低下の原因）

浴室以外(脱衣室・クローゼットなど)には絶
対に取り付けないでください。温度が上昇し
壁や天井のクロスの変色やはがれ、可燃性ガ
スを含んだスプレーの発火・爆発など思わぬ
事故の原因になります。
食品・精密機器・美術品の乾燥や保存、動植
物の生育、船舶・車への搭載など特殊な用途
には使用しないでください。

禁止

安全上の注意(必ずお守りください)

3

ミストユニットには、必ず単1形アルカリ乾電池
(2個)を使用する
液漏れしやすくなりますので、マンガン乾電池を使用しないでください。
漏れた液に触るとやけどのおそれがあります。
マンガン乾電池を使用すると使用時間が短くなります。

ノズル中央の穴に針金等を
差し込まない

ノズルに傷がつくとミストの噴霧異常でやけ
どの原因になります。

禁止

アルカリ乾電池を
使用する



警告

電源コードを切断して延長
しない

禁止

許容電力以上の使用禁止

禁止

電源コードを引っぱって、電
源プラグを抜かない

電源コードを引っぱると、破損して感電や火
災の原因になります。

電源を｢切｣にする

電源プラグは根元まで完全に
差し込む

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による
火災の原因になります。
傷んだ電源プラグ、緩んだコンセントは使用
しないでください。感電・発熱による火災の
原因になります。

禁止

ぬれた手でコンセントの抜
き差しはしない

感電の原因になります。

ぬれ手禁止

電源コードがコンセントに届く範囲としてく
ださい。感電や火災等の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方
や、たこ足配線等で定格を超えると、発熱に
よる火災の原因になります。

4

違う種類の電池や使いかけ
の電池を使用しない

禁止

液漏れして、触るとやけどのおそれがあります。

電源プラグにホコリがたまると、湿気等で絶縁
不良となり、火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

ホコリ等は定期的に取る

電源プラグのホコリ等は、
定期的に取る

ご
使
用
の
前
に



温風が浴そうに直接あたると熱くなりますので風向調節であたらないように
してください。

滑りやすいスリッパ等をはいたり、不安定な
台の上に乗って作業をしないでください。
また、浴そうの縁や浴そうのふたの上に乗ら
ないでください。

お手入れ時や左右ルーバー
の角度調節時は足元に注意

注意

（脱水症状・低温やけどの原因）

禁止

やけどに注意

ミストサウナ・暖房・乾燥運転中や運転直後は、
機器本体の温風吹出口とその周囲が高温になっ
ていますので、手を触れないでください。
また、ミスト噴霧中にミストユニットのノズル
に触れないでください。
やけどの原因になります。

禁止

（ケガの原因）

エアーフィルターをはずして
運転しない

内部の金属でケガをしたり、
故障の原因になります。

禁止

足元に注意して作業する

火気厳禁
プラスチック部品を使用しています
ので、火気を近づけないでください。
火災や故障の原因になります。 禁止

ミストを使用するときは手で湯温を
確かめてください。熱湯でやけどの
おそれがあります。

●クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温
　になじみやすく作られているため、それ以上
　の温度になると変質の原因となります。
●可燃性ガスの含まれるスプレーなどからガス
　が漏れて周囲にたまると、発火し爆発の原因
　になります。

化粧品類や可燃性ガスの含まれ
るスプレーなどは浴室内に放置
しない

禁止

高温注意

金属(ステンレス)浴そうの場合 （やけどの原因）

禁止

5

縮み、変色、形くずれの原因になります。
禁止

安全上の注意(必ずお守りください)

ドライクリーニング表示の衣
類、熱に弱い衣類、縮みの気に
なる衣類、麻、再生繊維(レー
ヨン等)を使った衣類、ニット
織りの衣類など乾燥に適さな
い洗濯物の乾燥は避ける

ミストユニット使用時、給湯
温度は48℃を超えて設定し
ない

入浴中は長時間暖房やミスト
サウナ運転をしない
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注意

入浴後は必ず乾燥運転
や換気運転を行う

水滴がついたまま長期間運転を行わないと、
カビの発生原因となります。

機器の上に物を乗せない

落下するとケガや故障の原因になります。

温風吹出口や吸込口をふさが
ない

故障の原因になります。

ミスト噴霧中にシャワーを使用すると、水圧が下
がるためミストの勢いが落ち、噴霧パターンが変
わり顔にかかったり、ノズルから近い距離(約30
cm以内)では熱くなり、やけどの原因になります。

エアーフィルターをはずした
状態で吸込口に指などを入れ
ない（ケガの原因）

お手入れをするときは運転
を停止する
（ケガの原因）

内部でファンが高速回転していますので運転
を停止してください。

運転停止

禁止 禁止

禁止

入浴、またはミストサウナ・
ミスト・ミスト涼風運転後は
浴室および機器を良好に保つ
ため、必ず乾燥運転、または
換気運転を行う

ミスト噴霧中にシャワーを
使うときは注意する

シャワーの使用に
注意する

温泉水、温泉成分を含んだ入
浴剤を使用しない

温泉水や温泉成分を含んだ入浴剤を使用した
湯水が機器に付着すると変色、腐食等により
性能、および耐久性を著しく損なう原因にな
ります。

禁止

凍結予防のため冬期は、機器
本体、および熱源機の電源を
切らない

冬期外気温が0℃以下になりますと、温水回
路の水が凍結し、温水回路の破損につながり
ます。破損しますと、多大な被害を引き起こ
すことがあります。長期不在の場合などやむ
を得ず、機器本体、熱源機の電源を切る場合
は熱源機の取扱説明書に記載されている方法
に従ってください。

禁止
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安全上の注意(必ずお守りください)

注意

上下の風向(ルーバー角度)は
リモコンで調節する

長期間使用しないとき
［熱源機暖房回路の水抜きをする場合］
機器本体・熱源機の電源を切ってください。絶縁
劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
［熱源機暖房回路の水抜きをしない場合］
電源を切らないでください。暖房回路の凍結・
破損の原因になります。
［ミストユニット］
湯量調節弁を閉じてください。
［リモコン・ミストユニットの乾電池］
リモコン・ミストユニットの乾電池は熱源機
暖房回路の水抜きをするしないに関わらず、
必ず抜いてください。乾電池の液漏れの原因
になります。

リモコンを使用せずに手で調節すると、故障
の原因になります。

リモコンで調節する

滑って転倒したり、ミスト
ユニットが落下してケガの
原因になります。

禁止

ミストユニットに腰をかけ
ない

リモコンホルダーのくさりを
取りはずしてリモコンを使用
しない

水たまりなどに直置きすると、故障の原因に
なります。

禁止

機器やリモコンに故意に湯水
をかけたり、リモコンを湯水
につけたりしない
（故障の原因）

腐食による機器の故障やショート、感電の原
因になります。また、操作時以外、リモコン
はリモコンホルダーに収納してください。

火災・サビ・故障・プラスチック部品の
変形や割れ・感電の原因

禁止

禁止

機器､リモコン､ 物干しバー
にカビ取り剤､殺虫剤などを
ふきかけない

小さなお子さまによる誤った
取り扱いやいたずらに注意

小さなお子さまがリモコン
で遊んだり、いたずらをし
ないよう注意してください。 いたずらに注意

リモコン・ミストユニットを
廃棄処分するときは、必ず乾
電池を取りはずす

乾電池が入ったまま廃棄するとリサイクルの
際思わぬ事故になるおそれがあります。

乾電池をはずす
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お願い

吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。

洗濯物に温風が
あたるように調節

リモコンの信号を受け付けない
場合は、リモコンを機器本体に
近づけて操作してください

機器本体の近くにインバーター式照明があったり
浴室内テレビのリモコンを操作したり直射日光が
あたったりすると、リモコンの信号を受け付けな
い場合があります。
リモコンを機器本体に近づけて操作してください。
それでも受け付けない場合、明るさ調節のできる
照明であれば、照明をやや暗くして操作してくだ
さい。この操作をしてもリモコンの信号を受信で
きない場合は、故障の可能性があります。
お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスに
ご相談ください。

リモコンを機器本体に近づけて操作する

既設換気口(換気ギャラリ、換気扇等)から暖
房した熱が逃げて浴室が暖まらないことがあ
ります。

電源を｢切｣にする
切

リモコンは機器本体に向けて
操作する

リモコンを操作するときは、リモコンを機器
本体に向けて操作してください。操作時、リ
モコンに送信表示(　)が表示され、機器本体
から受信音(メロディー音)と音声でお知らせ
することを確認してください。
※運転開始後の設定変更を機器本体が受信で
　きていない場合、前回設定した内容で運転
　しますのでご注意ください。

リモコンを機器本体に向けて操作する

落雷のおそれがあるときの
処置

雷による一時的な過電圧で電子部品が損傷し、
異常動作のおそれがありますので、雷が発生
したときはすみやかに停止スイッチを押し、
電源ブレーカを｢切｣にしてください。
雷が遠ざかったことを確認してから、電源ブ
レーカを｢入｣にしてください。

換気口をふさぐ

この製品は家庭用ですので業務用のような使
用をすると機器の寿命を著しく縮めます。

禁止

暖房運転やミストサウナ運転
時は既設の換気口をふさぐ

業務用等の日常の生活以外に
使用しない

ルーバーの吹出方向は、必ず
洗濯物に温風があたる角度に
調節する

（故障の原因）



乾電池の向きを正しく入れて
ください
運転できなくなり、故障の原因になります。

安全上の注意(必ずお守りください)

お願い

入浴中や洗濯物を干したまま
で換気運転をする場合
寒い時期は結露水が滴下する場合があります
ので注意してください。

指定部品以外は使用しない

部品は必ず指定部品を使用してください。

乾燥運転時、浴室に設けら
れている換気口(給気口)を
閉じない
衣類や浴室が乾燥できなかったり、ドアが開
きにくくなることがあります。

禁止

付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、自然放電のため寿命が短くなっている場合が
あります。

乾電池の寿命は種類やご使用の回数によって異なりますが、
通常リモコンとミストユニットは約1年をめやすにしてくだ
さい

お手入れは手袋等で指先を保
護し機器が充分に冷えてから
行ってください
ケガややけどをするおそれがあります。

リモコンの電池ケースやミス
トユニットの乾電池ホルダー
の中に水等や異物が入った場
合は拭き取ってきれいにして
ください
接触不良の原因になります。

ミスト噴霧中は噴霧音が浴室
の壁に反響してうるさく感じ
ることがあります

ポンプタイプの容器に入った
液体(シャンプー等)が、注ぎ
口から漏れることがあります

運転中に浴室内の温度が上がると、ポンプ内
の空気が膨張して液体が押し出される場合が
あります。

運転開始時や停止時、また運転
モードが切り換わるときや停電
復帰後に、機器本体から数秒間
｢コトコト｣や｢グッグッ｣という
ような音がする場合があります
が異常ではありません
上下ルーバーの位置確認時の音や部品の動作
音です。

9

経年的に紫外線等の影響で機器
が変色する場合があります

浴室の温度や湿度が高くなると、浴室の臭い
がしやすくなる場合がありますが、定期的に
浴室を掃除することで軽減されます。

浴室の臭いが気になる場合



※　　　　　は参照ページを示しています。

特長・機能

浴室で洗濯物を乾かしたり、入浴後の浴室
を乾燥させてカビの発生などをおさえます。

乾燥運転

涼風運転 換気運転

温 
　風 

換気 

給気口を 
開けておく 

浴そうに水(湯)が 
残っている場合は 
ふたをする 

衣類を乾かす場合はあらかじめ換気 
するか、ぞうきんなどで浴室の壁・ 
床の水滴を拭き取る 

ドアと窓を閉める 

換気 

送 
風  

給気口を 
開けておく 

換気 

給気口を 
開けておく 

浴そうに水(湯)が 
残っている場合は 
ふたをする 

送風と浴室の換気を行い、暑い時期に扇風機
代わりになります。 浴室の換気を行います。

ページ34

暖房運転

温 
　風 

ドアと窓を閉める 

給気口を 
閉めておく 

入浴前や入浴中に浴室を暖め、寒い時期の入
浴を快適にします。また予約運転もできます。

ミスト涼風運転ミスト運転

換気 

ミスト 

ドアと窓を閉める 

給気口を 
開けておく 

　送 
風 

ミスト 

ドアと窓を閉める 

給気口を 
閉めておく 

ミストと送風で暑い時期の体のクー
ルダウンにお使いいただけます。

ミストを発生させ、ミストだ
けでお使いいただけます。

ミストサウナ運転

ミスト 

ドアと窓を閉める 

給気口を 
閉めておく 

温 
    風 

ミストと温風でサウナとしてお
使いいただけます。

18～20ページ 21・22ページ 23・24ページ

27～29ページ 30～33ページ

このミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機は、浴室を衣類乾燥室として有効に使うことができ、また
浴室の換気や寒い時期の暖房により入浴を快適にし、ミストサウナもお楽しみいただけるものです。

ご
使
用
の
前
に
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※ミスト噴霧中は隣接する脱衣室などにミスト(湿気)が漏れる
　おそれがありますので、ドアの給気口は必ず閉めてください。

ページ35

※ドアの給気口が隣接する脱衣室な
　どにミスト(湿気)が漏れる位置にあ
　る場合は給気口を閉めてください。



特長・機能

このミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機は、寒い時期に暖房し入浴を快適にしたり、衣類
の乾燥や浴室の乾燥・換気を行えます。
ミストユニットを連動運転することにより浴室でミストサウナをお楽しみいただけます。

　●ミストサウナ……ミストと温風でミストサウナとしてお使いいただけます。
　●ミスト……………ミストを発生させ、ミストだけでお使いいただけます。
　●ミスト涼風………ミストと送風で暑い時期の体のクールダウンにお使いいただけます。
　●暖房………………入浴前や入浴中に浴室を暖め、寒い時期の入浴を快適にします。
　●乾燥………………洗濯物を乾かしたり、浴室を乾燥させてカビの発生などをおさえます。
　●涼風………………送風と浴室の換気を行い、暑い時期の入浴を快適にします。
　●換気………………浴室の換気を行います。

※1　各運転モードはタイマー運転となります。
※2　機器本体内の温水温度が上昇してからファンは回転します。(運転開始時の冷風防止)
※3　浴室温度が低い場合、浴室が暖まるまで停止していることがあります。
※4　涼風運転は、浴室の扇風機のかわりとしてお使いいただけます。
※5　機器本体内部のカビの発生をおさえるため、換気運転の残り10分間はセルフクリーニング運転
　　 として循環ファンが作動します。時間設定を10分以下にした場合は、はじめから循環ファンも
　　 作動し、浴室に風が出ます。

●運転時間を一度設定すると各運転モードごとに記憶しています。
　次回からは各運転スイッチを押すだけで前回と同じ運転時間で運転します。

運転モード 用　途 運転時間 
設定範囲(※1) 換気ファン(室外機) 循環ファン(機器本体)

運転状態 
温水加熱 

運転 

停止 
停止 
運転 
運転 

停止 

停止 

運転(※2)

運転 
停止 

運転(※2)
運転 

運転 

停止(※5)

停止 

運転 
停止 

停止 
運転(※3)

運転 

運転 

ミストサウナ浴 
浴室の暖房 
ミスト浴 
ミスト浴 
浴室の暖房 
衣類･浴室の乾燥 
入浴時の涼風 
浴室の換気 
浴室の換気 

5分～1時間30分 

5分～1時間30分 
5分～1時間30分 
5分～6時間 
5分～6時間 

5分～12時間 

5分～12時間 

ミストサウナ 

ミスト涼風 
ミスト 

暖房 
乾燥 

涼風(※4)

換気 

ミストユニット 

運転 

運転 
運転 
停止 
停止 

停止 

停止 

アフターパージ運転について
　●ミストサウナ・暖房・乾燥運転により本体内にたまった熱を放熱させるため、設定時間終
　　了後に約2分間自動的に送風運転を行ってから停止します。
　●次の場合はアフターパージ運転をせずに停止します。
　　・本体内部の温度が低いとき
　　・停止スイッチにより運転を停止したとき

セルフクリーニング運転について
　●機器内部のカビ発生をおさえるため換気運転時に換気タイマー時間の最後の10分になる
　　とルーバーが開き循環ファンが作動します。また、換気運転の時間設定を10分以下にし
　　た場合、はじめからルーバーが開き循環ファンが作動します。

11



凍結予防運転について
　●気温が低くなると熱源機内の循環ポンプが自動的に運転し、浴室暖房乾燥機と温水配管の
　　水を循環させて凍結による温水配管の破損を予防します。
　　※冬期は機器本体と熱源機の電源ブレーカを｢切｣にしないでください。
　　　凍結予防がはたらきますと停止時に機器本体より水の通過音がする場合があります。
　　　熱交換器や温水配管の水が凍結し、破損しますと水漏れにより、多大な被害を起こしま
　　　す。長期不在などやむを得ず機器本体・熱源機の電源を落とす場合は、熱源機の取扱説
　　　明書に記載されている方法に従ってください。

固着防止運転について
　●前回のご使用時の停止時間から24時間運転されない場合、換気モーター・循環モーター
　　の固着を防止するためゆっくりと換気ファン・循環ファンが約1分間回転します。
　　(24時間ごとに行います。)

●上下ルーバーの位置は出荷時に各運転モードごとに記憶していますの
　で、その運転に適した位置に自動的に動きます。
●お好みの位置に上下ルーバーを動かしたいときは、リモコンの風向ス
　イッチを押して調節できます。
※リモコンを使用せずに手で調節すると、故障の原因になります。

上下風向調節

上下ルーバー 

●暖房や乾燥運転が効率よく行えるように手動で
　角度を調節することができます。

左右風向調節

左右ルーバー 

音声お知らせ機能について
　●浴室暖房乾燥機のリモコンの信号を受信すると受信音(メロディー音)と音声で設定や運転
　　状態をお知らせします。

熱源機の台所リモコンに浴室(予備)暖房スイッチがある場合について
　●浴室(予備)暖房スイッチを押すと、浴室暖房乾燥機のリモコンには表示が出ませんが、風
　　量｢強｣、温度設定｢高｣、設定時間｢2時間｣で運転を開始します。風量や温度設定、運転時
　　間を変更する場合は浴室暖房乾燥機のリモコンで設定してください。

ご
使
用
の
前
に
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遠隔発停機能(熱源機)

●浴室暖房乾燥機の｢ミストサウナ｣｢暖房｣｢乾燥｣運転と連動して、熱源機の運転も自動的に行
　う機能です。
●熱源機の遠隔発停機能がない場合、浴室暖房乾燥機の｢ミストサウナ｣｢暖房｣｢乾燥｣運転前に、
　あらかじめ熱源機のリモコンで熱源機を運転し、浴室暖房乾燥機の運転終了後、熱源機の
　リモコンで熱源機の運転を終了してください。

浴室暖房乾燥機のしくみ

給湯暖房用 
熱源機 

給湯暖房用 
熱源機 

温水配管 

リモコン 

単相100V 
(アース付)

浴室暖房乾燥機本体 換気部 

給気口 

熱源機遠隔発停 
信号線2芯 

ミストユニット 

混合水栓 

浴室暖房乾燥機とミストユニットを浴室内の
壁面に取り付けます。
給湯暖房用熱源機の温水を利用して浴室内に
温風を送り、暖房・乾燥運転をしたり、その
他に涼風・換気運転を行います。また、ミス
トを発生させてミストサウナ・ミスト・ミス
ト涼風運転を行います。

浴室暖房乾燥機システム系統図

※給湯器と暖房専用機(暖ライフ)との
　セットでも設置できます。

※暖房専用機の場合は
　給湯用の熱源機が必
　要です

13



各部のなまえとはたらき

機器本体

 

運転/停止スイッチ 
(一時停止スイッチ)
ミスト噴霧を一時停止する 
ときや再度ミスト噴霧を開 
始するときに押します。 
リモコンでミストサウナ・ 
ミスト・ミスト涼風運転を 
開始している場合のみ操作 
できます。 

ノ　ズ　ル 
ミストの噴霧角度を左右 
に手動で調節できます。 

点検口ふた固定ネジ 
乾電池交換時に開けます。 

ノ　ズ　ル 
ミストの噴霧角度を左右 
に手動で調節できます。 

ノ　ズ　ル 
ミストの噴霧角度を上下 
に手動で調節できます。 

給湯ホース内の水やお湯 
を抜くときに使用します。 

排 水 栓  
 排水栓を開くと水やお湯 

が出ます。 

排 水 口  
 

混合水栓(湯側)から給湯 
ホースを接続します。 

給湯接続口 
 

受　信　部 
機器本体のからの信号を 
受信します。 

電池ランプ(黄)
乾電池が消耗すると点滅 
または点灯します。 

運転中に点滅します。 

運転ランプ(緑) エラーランプ(赤)
エラー(異常)により停止 
したときに点滅します。 

ミストユニット

14

吸　込　口 

吹　出　口 

上下ルーバー 
リモコンの風向スイッチ 
で調節します。 

左右ルーバー 
暖房や乾燥運転が効率よく行えるように 
手動で角度を調節することができます。 
調節する場合は足元に注意して下記手順 
に従って行ってください。 
　①運転を停止する。 
　②上下ルーバーを開いてください。 
　③左右ルーバーを持って調節する。 
　　左右半分ずつ別々に調節できます。 
　④上下ルーバーを閉じてください。 

予約ランプ(黄)
暖房予約を設定したとき 
に点灯します。 

運転ランプ(緑)
運転中に点灯します。 

受　信　部 
リモコンからの信号を受信します。 
信号を受け付けると受信音(メロデ 
ィー音)と音声でお知らせします。 

給水ランプ(赤)
熱源機の暖房水が不足したときに点灯します。 
※熱源機の種類によっては表示しない場合が 
　あります。 

送　信　部 
ミストユニットに信号を 
送信します。 

スピーカー 
ここから音声や受信音(メロ 
ディー音)が出ます。 

表示部 

エアーフィルター 
吸い込んだ空気中のゴミや 
ホコリを取り除きます。 
2枚にわかれています。 

ご
使
用
の
前
に



●ミストユニットの電池ランプ(黄)が点滅、または点灯した場合は
　乾電池を入れ換えてください。
(1)機器本体・ミストユニットの運転
　 を停止します。
(2)ミストユニットに付着した水滴を
　 よく拭き取ります。
(3)硬貨等を使用してミストユニット前
　 面の点検口ふたの固定ねじ(左右2カ
　 所)をゆるめ、ふたをはずします。
(4)ミストユニット内部の乾電池ホル
　 ダーに付着した水滴をよく拭き取
　 ります。
(5)硬貨等を使用して乾電池ホルダー
　 ふたの固定ねじ(上下2カ所)をゆるめ、ふたをはずします。
(6)表示に従って乾電池の を正しく入れます。
　 反対に入れると故障の原因になります。(乾電池はアルカリ乾電池を使用してください。)
　 電池交換が正しく行われると電池ランプが約1秒間点灯します。
(7)乾電池ホルダーふたを取り付け、固定ねじ(上下2カ所)が止まるまで締めます。
　 (乾電池ホルダーふたが確実にはまっていることを確認してください。)
(8)点検口ふたを取り付け、固定ねじ(左右2カ所)が止まるまで締めます。
　 (点検口ふたが確実にはまっていることを確認してください。)

●機器本体とミストユニットが連動運転するためにリモコ
　ンと同じ赤外線によるワイヤレス通信を行っています。
①リモコンを操作すると、リモコンから機器本体へ信号が
　送信され、機器本体が運転を開始または停止します。
②ミストサウナ・ミスト・ミスト涼風運転は、リモコンか
　ら機器本体を通してミストユニットへ信号が送信されて
　います。
　運転中は機器本体から常時ミストユニットへ信号が送信
　されています。(リモコンをミストユニットへ向ける必
　要はありません。)
●運転中はミストユニットの運転ランプ(緑)が点滅します。
　(点灯ではありません。)
　・ミスト噴霧中は2回点滅の繰り返し
　・ミスト一時停止中は1回点滅の繰り返し
●機器本体とミストユニットの間を障害物や入浴者がさえぎった場合や、
　ミストユニットにタオルをかけたり、ミストユニットの受信部が汚れた
　りして、機器本体からミストユニットへの信号が一定時間(約2分間)中
　断した場合は、ミストユニットのエラーランプ(赤)が2回点滅となりミ
　スト噴霧が停止しますので、通信の障害を取り除いてください。通信の
　障害がなくなるとエラーランプの点滅が消え、運転ランプ1回点滅(通常
　のミスト一時停止状態)になります。ミストユニットの運転 /停止スイッ
　チ(一時停止スイッチ)を押すとミスト噴霧を再開します。

ミストユニットの乾電池交換

●乾電池交換後、正常に作動しないときは乾電池をはずして、30秒以上経過してから再度入れるか、乾電池を
　はずした状態で運転/停止スイッチを3、4回押して、再度入れ直してください。

機器本体とミストユニットの通信

●乾電池は必ず単1形アルカリ乾電池を使用してください。
　液漏れしやすくなりますのでマンガン乾電池などを使用しないでください。
　漏れた液に触るとやけどのおそれがあります。
●乾電池を交換するときは、水滴を充分に拭き取ってふた裏内部に水が入らないように注意してください。
●乾電池は2個とも同じ種類の新しいものを入れてください。
　新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
●乾電池ホルダーふたを開けたままでは、絶対に使用しないでください。
●充電式の乾電池は使用しないでください。
●長期間使用しない場合は、ミストユニットから乾電池を取りはずしてください。

1 2

機器本体 

リモコン 

ミストユニット 

乾電池ホルダーふた 

固定ねじ 

点検口ふた 

単1形アルカリ乾電池(2個)運転/停止スイッチ 

乾電池ホルダー 固定ねじ 
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各部のなまえとはたらき

注意
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リモコン

本体受信部に信号を送ります。 

リモコンから本体に信号を送信する 
ときに点灯します。 

リモコンの乾電池が消耗すると点灯 
します。この表示が出たらリモコン 
の乾電池を交換してください。 

音量設定時に点滅します。 

予約表示 
暖房予約設定中は点滅します。 
暖房予約中は点灯します。 
(29ページ参照)

ミスト涼風・涼風運転をするときに 
押します。押すたびに風量｢強｣｢弱｣と 
切り換わります。(24･34ページ参照)

換気運転をするときに押します。 
押すたびに風量｢強｣｢弱｣と切り換わ 
ります。(35ページ参照)

暖房運転をするときに押します。 
押すたびに風量｢スピード・強｣｢強｣ 
｢弱｣｢微｣と切り換わります。 
(27ページ参照)

乾燥運転をするときに押します。 
押すたびに風量｢スピード｣｢標準｣と 
切り替わります｡(30ページ参照)

運転を停止するとき、音量設定するとき 
に押します。(音量設定は36ページ参照)

※図の表示画面は説明のためのもので実際の運転状態を示すものではありません。 
　リモコンは一度設定すると記憶します。 

ミストサウナおよび暖房運転時、温 
度設定を変更するときに押します。 
(20・27ページ参照)

運転時間を設定するときに押します。 
 
 
 
 
でセットできます。 
押し続けると早送りになります。 
※各運転モードにより運転時間の設 
　定範囲が異なります。 

5分～1時間まで 
1～4時間まで 
4時間以上 

5分単位 
10分単位 
30分単位 

 

運転モード(乾燥・換気・涼風・暖房) 
を表示します。 

ミストサウナ・ミスト・ミスト涼風 
運転中に表示します。 

1分間づつ数字が減り、暖房予約運 
転開始までの時間を表示します。 
(29ページ参照)

風量(強・弱・微)を表示します。 

ミストサウナおよび暖房運転時に設 
定温度(高・中・低)を表示します｡ 
(20・27ページ参照)

1分間づつ数字が減り、運転残り時 
間を表示します。 

暖房運転を予約するときに押します。 
(29ページ参照)

上下風向調節をするときに押します。 
(左右風向調節は手動で行ってください。) 
(20･24･27･29･30･34ページ参照)

ミストサウナ・ミスト・ミスト涼風 
運転をするときに押します。 
押すたびに風量｢スピード・強｣｢強｣ 
｢弱｣｢微｣｢ミスト｣と切り換わります。 
(19･21･23ページ参照)

風量を表示します。 
※ミストサウナ･暖房運転時に30分 
　間｢スピード｣表示をします。 
　 30分以下のタイマー設定時間 
　 でも表示します。 

風向を表示します。 

涼風スイッチ 

温度スイッチ 

ミストサウナスイッチ 

予約スイッチ 

風向スイッチ 

送信部 

送信表示 

乾電池消耗表示 

暖房スイッチ 

乾燥スイッチ 

音量表示 

換気スイッチ 

時間設定スイッチ 

停止スイッチ 

運転開始時間表示 

運転モード表示部 

ミスト表示 

風量表示部 

温度表示部 

運転残り時間表示 

スピード／標準表示 風向表示 

お願い

お知らせ 
ページ37

●リモコンは浴室内設置ですが、故意に湯水をかけないでください。
●リモコンとリモコンホルダーはつながっています。はずさないでください。
●操作時以外、リモコンはリモコンホルダーに収納してください。

●リモコンは機器本体に向けて操作してください。リモコンには送信表示(　 )が表示され、機器本
　体より受信音(メロディー音)と音声でお知らせすることを確認してください。
●リモコンの信号を受信できない場合は、リモコンを機器本体にできるだけ近づけて操作してください。
　※それでも受信できない場合、機器本体近くに設置されている照明の明るさを調節できるならば、
　　照明をやや暗くし、操作してください。

注意

●音声お知らせ機能があり、リモコンの操作を受け付けると受信音(メロディー音)と音声でお知らせします。



●リモコンの乾電池を交換した場合は、各運転モードの設定は初期(出荷時)の設定になります。
　お好みに合わせて各運転モードの設定をやり直してください。

(1)乾電池交換のときは、必ず水滴をよく拭
　 きとってからふたを開けてください。

(2)硬貨等を使用して、リモコン裏側のふた
　 の固定ねじをゆるめ、ふたをはずします。

(3)表示に従って乾電池の を正しく入
　 れます。

(4)ふたを取り付け、固定ねじが止まるまで
　 締めてください。(ふたが確実にはまって
　 いることを確認してください。)

リモコンの準備(乾電池交換)

ふた 

固定ねじ (リモコン裏側)

単4形乾電池(2個)

お知らせ 

運転モード タイマー 

ミストサウナ 

ミスト涼風 

ミスト 

風量 

スピード/強・弱・微 

強・弱 

50分間 

50分間 

－ 50分間 

暖房 

涼風 

乾燥 

スピード/強 

弱・微 

強・弱 

1時間 

2時間 

2時間 

スピード・標準 2時間 

予約時間6時間 

換気 強・弱 3時間 

温度 

高 

－ 

－ 

高 

高 

－ 

－ 

－ 

風向 

3

3

－ 

3

3

3

3

－ 

暖房予約 強 高 3

リモコン初期設定一覧表(工場出荷時)
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各部のなまえとはたらき

●リモコンの表示部に　　(乾電池消耗表示)が表示されたり、信号を受けつけなくなった
　りした場合は、乾電池を入れ換えてください。
●乾電池は2個とも同じ種類の新しいものを入れてください。新しい乾電池と古い乾電池
　を混ぜて使用しないでください。
　(アルカリ乾電池とマンガン乾電池のどちらでも使用できますが、混ぜて使用しないでく
　 ださい。)
●乾電池を交換するときは、水滴を充分に拭き取って、ふた裏内部に水が入らないように
　注意してください。
●充電式の乾電池は使用しないでください。
●長期間使用しない場合は、乾電池をリモコンから取りはずしてください。

注意

●乾電池交換後、正常に作動しないときは乾電池をはずして、30秒以上経過してから再度入れる
　か、乾電池をはずした状態で停止スイッチを3、4回押して、再度入れ直してください。



★ミストユニットからミストを発生させながら機器本体が暖房運転しますので、浴室でミストサウ
　ナをお楽しみいただけます。
　以下にあるご注意を充分にご理解いただき、お守りください。

＜ご使用前に＞
●浴室の窓とドア、また浴室に設けられたドアなどの給気口を必ず閉めてください。
●給湯温度設定は｢48℃｣に設定してください。給湯温度が｢55℃｣以上の場合は、ミストユニット
　がエラー(異常)となり運転ランプ(緑)とエラーランプ(赤)が1回点滅してミスト運転を停止しま
　すので、43ページの｢故障かな？と思ったら｣を参照して処置してください。
●ミスト噴霧停止後にシャワーを使用する場合は、給湯器の温度設定に注意してご使用ください。
●シャワーホースなどがミストユニット(ノズル)の前にこないようにし、ミスト噴霧をさまたげな
　いでください。
●冬期に浴室が冷えている場合は、入浴の15～30分前にミストサウナ運転を行ってください。
　浴室が広い場合や天井が高い場合、窓が大きい場合、水圧が低い場合、外気温が低い場合は暖ま
　るまでにさらに時間がかかります。
●おふろのお湯はりと同時に運転しないでください。
　ミスト噴霧量の能力が不足したり、お湯はりができないことがあります。
　※お湯はり時に暖房運転で予備暖房をしておくと、より早くミストサウナ状態になります。

18

ご
使
用
の
前
に

ミストサウナ運転のしかた

●次の方のミストサウナ入浴は使用を中止するか周囲の方が注意してください。
　・乳幼児　　　　　　・お子さま　　　　・お年寄り　　・皮膚の弱い方
　・疲労の激しい方　　・飲酒された方　　・睡眠薬を服用されている方
　・温風が身体にあたることを好まない方など
●次の症状の方はミストサウナ入浴を控えてください。
　・医師に入浴を禁じられている方　　・体調の悪い方　　　・心臓病の方
　・妊娠中の方　　・動脈硬化の方　　・高血圧症の方　　　・貧血症の方　
　・感染症の方　　・皮膚病の方　　　・呼吸器障害の方など

警告

＜入浴前のご注意＞
●ミストサウナ入浴前には充分に水分をおとりください。

＜入浴中のご注意＞
●ミストサウナの入浴時間は約10分程度がめやすです。
　(個人差がありますので無理のない時間で入浴してください。)
●ミストサウナ運転中10分経過ごとに、受信音(メロディー音)がなります。
　入浴時間のめやすにしてください。
●ミストサウナ運転中に、シャワーや他の水栓でお湯や水を使った場合は、ミス
　ト噴霧量や能力が低下することがありますので気をつけてください。
●ミストユニットのノズルに顔や体を近づけすぎないでください。
●浴室の天井にたまった水滴が落ちてくることがありますので注意してください。
●ミストサウナ入浴中に気分が悪いと感じた場合は運転を停止して、窓を開けて
　ください。(窓がない場合は換気運転を行ってください。)
　※急に立ち上がると立ちくらみなどが起こる場合がありますので注意してくだ
　　さい。

注意

運
転
の
し
か
た



ミストサウナスイッチ
を1回押す

3
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湯量調節弁を全開にする

混合水栓(シャワー水栓)の
じゃ口を開く(または排水栓
を開く)

排水栓 

混合水栓 

お湯が出るまで 
水を流す 

お湯が出るまで 
水を流す 

開く 

3

6
4

75

1

2

●ミスト噴霧開始時に配管内の残水が吹き出さ
　ないように水を抜きます。
※お湯のときもありますので注意してください。

ミストサウナ運転のしかた

●ミストサウナスイッチを押すと毎回機器本体が
　風量｢スピード･強｣で運転を始め、｢……ミスト
　サウナをお楽しみください｡｣の音声の後にミス
　トユニットよりミスト噴霧を開始します。
●ミストサウナスイッチを押すごとに｢スピード
　・強｣→｢弱｣→｢微｣→｢ミスト｣→｢強｣と切り替
　わります。
※｢スピード・強｣、｢弱｣、｢微｣のときは機器本体
　から温風が出てきますが、｢ミスト｣のときは温
　風は停止します。
●｢スピード・強｣は30分経過(運転時間を30分
　を超えて設定した場合)、または一定室温になる
　と風量が｢強｣に切り替わります。
※リモコンの｢スピード・強｣表示は 30 分経過
　(運転時間を30分を超えて設定した場合)する
　と風量が｢強｣になります。
※風量により浴室の暖まり具合いが変わります。

※ミストサウナスイッチを押すとリモコンの表示部には｢ミスト暖房｣と表示されます。

閉じる 開く 

湯量調節弁 
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運
転
の
し
か
た

●はじめてお使いになるときは｢高｣に設定され
　ています。
●温度スイッチを押すごとに設定温度が
　｢高｣→｢中｣→｢低｣と切り替わります。

●暖房温度を設定する際に、温水の流れる音が大
　きくなることがありますが異常ではありません。

●はじめてお使いになるときは｢50分(　　　)｣
　に設定されています。
●ご希望の運転時間に設定してください。
●5分(        )～ 1時間30分(       )の範囲で設
　定できます。
　5分～1時間(       ～      ):5分単位
　1時間～1時間30分(      ～      ):10分単位
　押し続けることで早送りができます。
※約60分間連続してミストを噴霧しますと、安
　全のため給湯器の燃焼が止まり水になることが
　あります。

停止スイッチを押す、
または設定時間が終了
すると停止します

●暖房運転とミスト噴霧が停止します。
※ミスト噴霧後は必ず浴室を乾燥させてください。
　乾燥運転をおすすめします。
※設定時間の終了により運転が停止した場合、
　アフターパージ運転(約2分間送風)を行います。

●はじめてお使いになるときは｢開度3｣に設定
　されています。
●風向スイッチを押すごとに開度1～6の6段階
　とスイング動作の7種類の風向調節ができます。
※スイング設定時は1～6の範囲で上下ルーバー
　が動きます。上下ルーバーのスイングの動きは
　リモコンの風向表示の動きとは異なります。
※上下ルーバーは手で動かさないでください。
　必ずリモコンで風向の調節を行ってください。
※入浴時は体に風があたらない向きをおすすめし
　ます。

時間設定スイッチを押す 風向スイッチを押す

温度スイッチを押す

ス
イ

ン
グ範囲　 1

6

54

6 7

●入浴後は給湯温度設定を元に戻してください。そのままの温度で使用すると熱いお湯が出ることがあります。
●サーモ付混合水栓(シャワー水栓)やシングルレバー水栓の種類によっては、水栓の温度調節つまみや
　レバーを｢つめたい(C)｣に設定すると、ミストの温度が低くなることがあります。ぬるいと感じた場合
　は水栓の温度調節つまみやレバーを｢あつい(H)｣に設定してください。 (使用後は必ず元に戻し、やけど
　に注意してください。)
●リモコン表示部の残り時間表示は1分刻みで減っていき、運転残り時間が｢　　｣になった後、しばらく
　(約10分後)してから消灯します。
●ミストサウナ運転には冷風が吹き出すのを防止する機能があり、機器本体内の温水の温度が上がるまで
　(約3分)は温風が出ません。 (すぐに停止する場合でも10分以上の運転をおすすめします。)
●上下ルーバーの位置によっては吹き出し音が大きくなることがあります。
●機器本体の暖房温度をコントロールする際、温水の流れる音が大きくなることがありますが異常ではあ
　りません。
●運転内容を変更する場合は、変更したいスイッチを押すことにより、新しい設定で運転を開始します。
●リモコンは機器本体に向けて操作してください。リモコンには送信表示(　)が表示され、機器本体より
　受信音(メロディー音)と音声でお知らせすることを確認してください。
　※運転開始後の設定変更を機器本体が受信できていない場合は、前回設定した内容で運転しますので注
　　意してください。
●リモコンの信号を受信できない場合は、リモコンを機器本体にできるだけ近づけて操作してください。
　※それでも受信できない場合、機器本体近くに設置されている照明の明るさを調節できるならば、照明
　　をやや暗くして操作してください。

お知らせ 

ページ11

※イラストの数字はリモコン表示にはありません。
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★ミストユニットからミストを発生させ、ミストだけでお使いいただけます。
　ミストサウナ運転で浴室の温度が上がったときや冬期以外のシーズンなどでお使いいただけます。

ミスト運転のしかた

4

5

3

湯量調節弁を全開にする

排水栓 

混合水栓 

お湯が出るまで 
水を流す 

お湯が出るまで 
水を流す 

開く 

1

2

●ミスト運転となりミスト噴霧が始まります。
●ミストサウナスイッチを押すごとに｢スピード
　・強｣→｢弱｣→｢微｣→｢ミスト｣→｢強｣と切り替
　わります。
※｢スピード・強｣、｢弱｣、｢微｣のときは機器本体
　から温風が出てきますが、｢ミスト｣のときは温
　風は停止します。

3

●ミスト噴霧開始時に配管内の残水が吹き出さ
　ないように水を抜きます。
※お湯のときもありますので注意してください。

ミスト運転をする前に
●浴室の窓とドア、または浴室に設けられたドアなどの給気口を必ず閉めてください。
●給湯温度設定は｢48℃｣以下のお好みの温度に設定してください。
　給湯温度が｢55℃｣以上の場合は、エラー(異常)となり運転ランプ(緑)とエラーランプ(赤)が1回点滅してミス
　ト運転を停止しますので、43ページの｢故障かな？と思ったら｣を参照して処置してください。
●ミスト噴霧停止後にシャワーを使用する場合は、給湯器の温度設定に注意してご使用ください。
●18ページの＜ご使用の前に＞および＜入浴前のご注意＞、＜入浴中のご注意＞も充分にご理解いただきお守
　りください。

混合水栓(シャワー水栓)
のじゃ口を開く
(または排水栓を開く)

ミストサウナスイッチ
を4回押す

閉じる 開く 

湯量調節弁 
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時間設定スイッチを押す4

●はじめてお使いになるときは｢50分(        )｣
　に設定されています。
●ご希望の時間に設定してください。
●5分(        )～ 1 時間30分(       )の範囲で
　設定できます。
　5分～1時間(       ～      ):5分単位
　1時間～1時間30分(      ～      ):10分単位
　押し続けることで早送りができます。
※約60分間連続してミストを噴霧しますと、安
　全のため給湯器の燃焼が止まり水になることが
　あります。

停止スイッチを押す、
または設定時間が終了
すると停止します

5

●入浴後は給湯温度設定を元に戻してください。
　そのままの温度で使用すると熱いお湯が出ることがあります。
●サーモ付混合水栓(シャワー水栓)やシングルレバー水栓の種類によっては、水栓の温度調節つまみや
　レバーを｢つめたい(C)｣に設定すると、ミストの温度が低くなることがあります。ぬるいと感じた場合
　は水栓の温度調節つまみやレバーを｢あつい(H)｣に設定してください。 (使用後は必ず元に戻し、やけど
　に注意してください。)
●リモコン表示部の残り時間表示は1分刻みで減っていき、運転残り時間が｢　　｣になった後､しばらく
　(約10分後)してから消灯します。
●運転内容を変更する場合は、変更したいスイッチを押すことにより、新しい設定で運転を開始します。
●リモコンは機器本体に向けて操作してください。リモコンには送信表示(　)が表示され、機器本体より受
　信音(メロディー音)と音声でお知らせすることを確認してください。
　※運転開始後の設定変更を機器本体が受信できていない場合は、前回設定した内容で運転しますので注意
　　してください。
●リモコンの信号を受信できない場合は、リモコンを機器本体にできるだけ近づけて操作してください。
　※それでも受信できない場合は、機器本体近くに設置されている照明の明るさを調節できるならば、照明
　　をやや暗くして操作してください。

お知らせ 

●ミスト噴霧が停止します。
※ミスト噴霧後は必ず浴室を乾燥させてください。
　乾燥運転をおすすめします。



ミスト涼風運転のしかた
★ミストユニットからミストを発生させ、ミストと機器本体からの送風で夏場の暑い時期やミストサウナ運転後
　などにクールダウンとしてお使いいただけます。

23

5

76

3
4

湯量調節弁を全開にする

混合水栓(シャワー水栓)
のじゃ口を開く
(または排水栓を開く)

排水栓 

混合水栓 

お湯が出るまで 
水を流す 

お湯が出るまで 
水を流す 

開く 

1

2 ミストサウナスイッチ
を4回押す

3

●ミスト噴霧開始時に配管内の残水が吹き出さ
　ないように水を抜きます。
※お湯のときもありますので注意してください。

●ミスト運転となり、ミスト噴霧が始まります。
●ミストサウナスイッチを押すごとに｢スピード
　・強｣→｢弱｣→｢微｣→｢ミスト｣→｢強｣と切り替
　わります。
※｢スピード・強｣、｢弱｣、｢微｣のときは機器本体
　から温風が出てきますが、｢ミスト｣のときは温
　風は停止します。

ミスト涼風運転をする前に
●浴室に設けられたドアなどの給気口を必ず開けてください。(ただし、ドアの給気口が隣接する脱衣室などにミ
　スト(湿気)が漏れる位置にある場合は、給気口を閉めてください。)
●給湯温度設定は｢48℃｣以下のお好みの温度に設定してください。給湯温度が｢55℃｣以上の場合は、エラー(異常)
　となり運転ランプ(緑)とエラーランプ(赤)が1回点滅してミスト運転を停止しますので、43ページの｢故障かな？
　と思ったら｣を参照して処置してください。
●ミスト噴霧停止後にシャワーを使用する場合は、給湯器の温度設定に注意してご使用ください。
●給湯器の設定温度を下げると、冷水ミストになります。
●18ページの＜ご使用の前に＞および＜入浴前のご注意＞、＜入浴中のご注意＞も充分にご理解いただきお守
　りください。

閉じる 開く 

湯量調節弁 
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●入浴後は給湯温度設定を元に戻してください。
　そのままの温度で使用すると熱いお湯や水が出ることがあります。
●サーモ付混合水栓(シャワー水栓)やシングルレバー水栓の種類によっては、水栓の温度調節つまみや
　レバーを｢つめたい(C)｣に設定すると、ミストの温度が低くなることがあります。ぬるいと感じた場合
　は水栓の温度調節つまみやレバーを｢あつい(H)｣に設定してください。 (使用後は必ず元に戻し、やけど
　に注意してください。)
●リモコン表示部の残り時間表示は1分刻みで減っていき、運転残り時間が｢　　｣になった後、しばらく
　(約10分後)してから消灯します。
●上下ルーバーの位置によっては吹き出し音が大きくなることがあります。
●運転内容を変更する場合は、変更したいスイッチを押すことにより、新しい設定で運転を開始します。
●リモコンは機器本体に向けて操作してください。リモコンには送信表示(　)が表示され、機器本体より受
　信音(メロディー音)と音声でお知らせすることを確認してください。
　※運転開始後の設定変更を機器本体が受信できていない場合は、前回設定した内容で運転しますので注意
　　してください。
●リモコンの信号を受信できない場合は、リモコンを機器本体にできるだけ近づけて操作してください。
　※それでも受信できない場合は、機器本体近くに設置されている照明の明るさを調節できるならば、照明
　　をやや暗くして操作してください。

●はじめてお使いになるときは
　｢50分(        )｣に設定されて
　います。
●ご希望の時間に設定してくだ
　さい。
●5分(       )～ 1時間30分
　(       )の範囲で設定できます。
　5分～1時間(        ～       ):5分単位
　1時間～1時間30分(       ～       ):10分単位
　押し続けることで早送りができます。
※約60分間連続してミストを噴霧すると、安全
　のため給湯器の燃焼が止まり水になることがあ
　ります。

ス
イ

ン
グ範囲　 1

6

風向スイッチを押す6 停止スイッチを押す、
または設定時間が終了
すると停止します

7

お知らせ 

時間設定スイッチを押す

●はじめてお使いになるときは｢開度3｣に設定さ
　れています。
●風向スイッチを押すごとに開度1～6の6段階
　とスイング動作の7種類の風向調節ができます。
※スイング設定時は1～6の範囲で上下ルーバー
　が動きます。
※上下ルーバーのスイングの動きはリモコンの風
　向表示の動きとは異なります。
※上下ルーバーは手で動かさないでください。
　必ずリモコンで風向の調節を行ってください。

注意 ●ミスト運転中は涼風運転のみ同時に運転できますが、涼風運転中にミスト運転は同時に
　運転できません。

※イラストの数字はリモコン表示にはありません。

5涼風スイッチを押す4

●ミスト涼風運転が始まります。
●涼風スイッチを押すと前回使用した風量｢強｣ま
　たは｢弱｣で運転が始まります。
●涼風スイッチを押すごとに｢強｣⇔｢弱｣と切り替
　わります。

●涼風運転とミスト噴霧が停止します。
※ミスト噴霧後は必ず浴室を乾燥させてください。
　乾燥運転をおすすめします。



運転/停止スイッチ(一時停止スイッチ)
ミスト噴霧を一時停止するときや再度ミスト 
噴霧を開始するときに押します。 
リモコンでミストサウナ・ミスト・ミスト涼 
風運転を開始している場合のみ操作できます。 

ノ　ズ　ル 
ミストの噴霧角度を左右 
に手動で調節できます。 

ノ　ズ　ル 
ミストの噴霧角度を上下 
に手動で調節できます。 

ノズルの向きの調節
運転/停止スイッチ(一時停止スイッチ)でミスト噴霧を停止して操作してください。

上手なミストサウナの楽しみかた

25

21

1 2

閉じる 開く 

湯量調節弁 

入浴前にミストサウナ運転で浴室を暖める
①入浴前のおふろのお湯はり中に暖房運転をしておくと、より早くミストサウナ状
　態になります。
　※お湯はり中にミストサウナ運転をしないでください。
②おふろのお湯はりが完了してから湯量調節弁を全開にし、ミストサウナ運転を開
　始してください。
③浴室が暖まったら、湯量調節弁をお好みの湯量に調節してください。
　湯量が少なすぎると水が出ることがありますので注意してください。
④入浴後は次回また浴室を暖めるときのために湯量調節弁を｢全開｣にしてください。
　※長期間使用しないときやミスト噴霧が止まらないときは、湯量調節弁を閉じて
　　ください。

●運転ランプ(緑)が約1秒点灯後1回点滅します。 ●運転ランプ(緑)が約2秒点灯後2回点滅します。

●ミストユニットの運転 /停止スイッチ(一時停止スイッチ)を押
　すことでミスト噴霧の停止・運転の操作ができます。
●ミストサウナ・ミスト・ミスト涼風運転中以外は、運転 /停止
　スイッチ(一時停止スイッチ)操作を受け付けず、運転ランプ(緑)
　が3回点滅します。

ミストサウナ・ミスト・ミスト涼風運転中
にミスト噴霧を一時停止する場合

ミストユニット操作部の
運転/停止スイッチ(一時停
止スイッチ)を押すとミス
ト噴霧が停止します

注意 ●ノズルの向きの調節は、給湯設定温度によっては、あつい場合がありますので、運転 /
　停止スイッチ(一時停止スイッチ)で必ずミスト噴霧を停止して操作してください。

再度、運転/停止スイッチ
(一時停止スイッチ)を押す
とミスト噴霧が再開します

●ミストの噴霧角度はノズルの位置を左右・上下に手動で
　調節して変えることができます。
●お好みの角度に調節して使用してください。
　また体勢の移動によっても体感が変わります。
●ミストサウナ運転とミスト運転をするときは、浴室のド
　アと浴室に設けられた給気口を開いたまま運転するとミ
　ストが浴室外に出ますので、必ずドアと浴室に設けられ
　たドアなどの給気口を閉めてください。
　ミスト涼風運転をするときは、浴室に設けられたドアな
　どの給気口を必ず開いてください。
　 ただし、ドアの給気口が隣接する脱衣室などにミスト
　 (湿気)が漏れる位置にある場合は、給気口を閉めてく
　 ださい。
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左右のノズルの調節
●体にあてる場合
　(ノズルを内側へ)

●体にあてない場合
　(ノズルを外側へ)

下のノズルの調節
●体にあてる場合
　(ノズルを上側へ)

●体にあてない場合
　(ノズルを下側へ)

あてたい場所に体勢を移動

こんなときは？
・運転ランプ(緑)とエラーランプ(赤)が1回点滅した場合
　給湯温度設定が48℃以下になっていることを確認して、ミストユニット下部の排水栓より排水してください。
　運転 /停止スイッチ(一時停止スイッチ)を押すと運転を再開します。
　※高温水が勢いよく排水栓から出る可能性がありますので注意してください。
・エラーランプ(赤)が2回点滅した場合
　ミストユニットと機器本体との通信ができていません。
　ミストユニットの受信部付近に障害物があれば取り除いてください。
　運転 /停止スイッチ(一時停止スイッチ)を押すと運転を再開します。

あつすぎる場合の操作
・ミストサウナスイッチを押して風量を下げてください。(風量：｢強｣→｢弱｣→｢微｣)
・温度スイッチで設定温度を下げてください。(温度：｢高｣→｢中｣→｢低｣)
・温風が直接体にあたらないように風向スイッチで風向を調節してください。(風向：6段階とスイングの7種類)
・ミスト噴霧を体にあてないでください。
　ミストユニットから距離をとる、またはミストユニットのノズルの角度を広げてください。
・ミストの噴霧温度を下げてください。(給湯器の温度設定を下げてください。)

あつさが物足りない場合の操作
・ミストサウナスイッチを押して風量を上げてください。
　(風量：｢微｣→｢ミスト｣→｢強｣、または｢弱｣→｢微｣→｢ミスト｣→｢強｣)
　※｢ミスト｣のときは温風は停止します。
・温度スイッチで設定温度を上げてください。(温度：｢低｣→｢高｣、または｢中｣→｢低｣→｢高｣)
　※サーモ付混合水栓(シャワー水栓)やシングルレバー水栓の種類によっては、水栓の温度調節つまみをやレバー
　　を｢つめたい(C)｣に設定すると、ミストの温度が低くなることがあります。ぬるいと感じた場合は水栓の温
　　度調節つまみやレバーを｢あつい(H)｣に設定してください。 (使用後は必ず元に戻し、やけどに注意してくだ
　　さい。)
・風向スイッチで温風の風向を調節してください。(風向：6段階とスイングの7種類)
・ミスト噴霧を体にあててください。
　ミストユニットに近づく、またはミストユニットのノズルの角度を体に向けてください。

推奨ミスト 
噴霧位置 推奨ミスト 

噴霧位置 

推奨ミスト 
噴霧位置 

推奨ミスト 
噴霧位置 



ページ11

●はじめてお使いになるときは｢1時間(        )｣
　に設定されています。(弱・微は2時間(        ))
●ご希望の運転時間に設定してください。
●｢強｣と｢弱・微｣を別々に5分(        )～6時間
　(        )の範囲で設定できます。
　5分～1時間(        ～       ):5分単位
　1時間～4時間(       ～        ):10分単位
　4時間～6時間(       ～        ):30分単位
　押し続けることで早送りができます。

●はじめてお使いになるときは｢高｣に設定されています。
●温度スイッチを押すごとに｢高｣→｢中｣→｢低｣と切り替
　わります。

★寒い時期浴室を暖め快適に入浴することができます。
★入浴前の予備暖房をおすすめします。

暖房運転をする前に
●浴室の窓とドア、また浴室に設けられたドアなどの給気口を必ず閉めてください。
●冬期に浴室が冷えている場合は、入浴の15～30分前に暖房運転をしておくと、入浴時に感じる肌寒さを
　やわらげることができます。浴室が広い場合、天井が高い場合や窓が大きい場合、外気温が低い場合は暖ま
　るまでにさらに時間がかかります。

1

2

5

4

3

暖房運転のしかた

27

時間設定スイッチを押す

●暖房運転が停止します。
※設定時間の終了により運転が停止した場合、
　アフターパージ運転(約2分間送風)を行います。

風向スイッチを押す

温度スイッチを押す

暖房スイッチを押す
操 作 方 法

ス
イ

ン
グ範囲　 1

6

1

2

3

5

4

※イラストの数字はリモコン
　表示にはありません。

停止スイッチを押す、または設定時間
が終了すると停止します

●はじめてお使いになるときは｢開度3｣
　に設定されています。
●風向スイッチを押すごとに開度1～6
　の6段階とスイング動作の7種類の風
　向調節ができます。
※スイング設定時は1～6の範囲で上下
　ルーバーが動きます。
※上下ルーバーのスイングの動きはリモコンの風向表示の動きとは異なります。
※上下ルーバーは手で動かさないでください。
　必ずリモコンで風向の調節を行ってください。
※入浴時は体に風があたらない向きをおすすめします。

●暖房スイッチを押すと毎回風量｢スピード・強｣
　で運転が始まります。
●暖房スイッチを押すごとに｢スピード・強｣→
　｢弱｣→｢微｣→｢強｣と切り替わります。

●｢スピード・強｣は30分経過(運転時間を30分を超えて設定した場合)
　または、一定室温になると風量が｢強｣に切り替わります。
※リモコンの｢スピード・強｣表示は30分経過(運転時間を30分を超
　えて設定した場合)すると風量が｢強｣になります。
※風量により浴室の暖まり具合いが変わります。
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(例)入浴前、浴室が冷えていて入るのが
　　おっくう……

(例)入浴中、体を洗っているとき肌寒く
　　感じる……

●頭髪や体を乾かすために使用しないでください。
　頭髪が機器にからんだり脱水症状、低温やけどのおそれがあります。
●長時間にわたり温風や送風を体にあてないでください。
　脱水症状や低温やけどのおそれがあります。
　※特に次の方が使用する場合は周囲の方が注意してください。
　　・乳幼児　・お子さま　・お年寄り　・病人など自分の意志で体を動かせない方
　　・運転操作のできない方　・皮膚の弱い方　・疲労の激しい方　・飲酒された方　
　　・睡眠薬を服用されている方　・温風が身体にあたることを好まない方など

注意 ●ミストサウナ・暖房・乾燥運転中の吹出口は、高温となりますので触らないでください。
　やけどのおそれがあります。

警告

●リモコン表示部の残り時間表示は1分刻みで減っていき、運転残り時間が｢　　｣になった後、しばらく
　(約10分後)してから消灯します。
●暖房運転には冷風が吹き出すのを防止する機能があり、機器本体内の温水の温度が上がるまで(約 3分)は
　温風が出ません。(すぐに停止する場合でも10分以上の運転をおすすめします。)
●上下ルーバーの位置によっては吹き出し音が大きくなることがあります。
●暖房温度をコントロールする際、温水の流れる音が大きくなることがありますが異常ではありません。
●運転内容を変更する場合は、変更したいスイッチを押すことにより、新しい設定で運転を開始します。
●リモコンは機器本体に向けて操作してください。リモコンには送信表示(　)が表示され、機器本体より
　受信音(メロディー音)と音声でお知らせすることを確認してください。
　※運転開始後の設定変更を機器本体が受信できていない場合は、前回設定した内容で運転しますので注
　　意してください。
●リモコンの信号を受信できない場合は、リモコンを機器本体にできるだけ近づけて操作してください。
　※それでも受信できない場合は、機器本体近くに設置されている照明の明るさを調節できるならば、照
　　明をやや暗くして操作してください。
●熱源機の台所リモコンに浴室(予備)暖房スイッチがある場合、浴室(予備)暖房スイッチを押すと、浴室暖
　房乾燥機のリモコンには表示が出ませんが、風量｢強｣、温度設定｢高｣、設定時間｢2時間｣で運転を開始し
　ます。風量や温度設定、運転時間を変更する場合は浴室暖房乾燥機のリモコンで設定してください。

お知らせ 

上手な暖房の使いかた

●風量：スピード・強
●温度：高
●風向：洗い場の床方向へ
●入浴の15～30分前に運転開始
　※壁が充分暖まらない場合があり、肌寒く感じ
　　ることがあります。
　※室温や浴室の大きさなどによって、運転開始
　　時間を調節してください。

●風量：弱または微
●温度：高
●風向：体にあたらない方向へ
　※強にすると風が強くなり肌寒く感じたり、吹
　　き出し音が大きくなります。
　※風があたり不快と感じる場合はご使用をお控
　　えください。
　※浴室内の壁が充分暖まっていない場合は、充
　　分な効果が得られないことがあります。



●はじめてお使いになるときは｢高｣に設定されています。
●温度スイッチを押すごとに｢高｣→｢中｣→｢低｣と切り替
　わります。

★入浴する時間がわかっているとき、あらかじめ暖房運転を予約(最大24時間)することができます。
　また、どの運転中でも暖房運転を予約設定できます。

暖房予約をする前に
●浴室の窓とドア、また浴室に設
　けられたドアなどの給気口を必
　ず閉めてください。
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暖房予約のしかた

●リモコンの　　が点灯表示になります。
●本体側の予約ランプ(黄)が点灯します。
●リモコンには運転開始までのめやす時間が表示され予約完了です。
※再度予約スイッチを押さずに30秒が経過すると、自動的に予約設定
　が解除されます。
　その際は、もう一度はじめからやり直してください。

時間設定スイッチを押す

●リモコンに　　表示が点滅表示されます。

再度予約スイッチを押す

予約スイッチを押す

風向スイッチを押す

温度スイッチを押す

予約スイッチを押す

操 作 方 法

予約の解除方法
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●機器本体側の予約ランプ(黄)が
　消灯し、運転ランプ(緑)が点灯
　します。
●リモコンの　　表示は消灯し、　
　｢強｣・｢2時間後停止｣で設定し
　た風向・温度で暖房運転を開始
　します。
●風量・運転時間を変更する場合
　は、予約による暖房運転中にリ
　モコンで操作してください。

●予約待機中に予約スイッチを押
　すとリモコンの　　表示とめや
　す時間が消灯し、本体の予約ラ
　ンプ(黄)も消灯
　します。

※イラストの数字はリモコン
　表示にはありません。

●はじめてお使いになるときは｢6時間(        )
　後運転｣に設定されています。
●ご希望の時間に設定してください。
●5分(        )～ 24時間(          )の範囲で設定できます。
　5分～1時間(        ～      ):5分単位
　1時間～4時間(       ～       ):10分単位
　4時間～24時間(       ～          ):30分単位
　押し続けることで早送りができます。
●入浴する15～30分前を目安に運転開始までの時間を設定してください。

●ミストサウナ・ミスト・ミスト涼風・暖房・乾燥・涼風・換気のいずれの運転中でも予約設定ができます。
●予約中に予約内容を変更する場合は、一度予約を解除してから、再度    ～    で設定してください。
●上下ルーバーの位置によっては吹き出し音が大きくなることがあります。
●リモコンは機器本体に向けて操作してください。リモコンには送信表示(　)が表示され、機器本体より
　受信音(メロディー音)と音声でお知らせすることを確認してください。
　※運転開始後の設定変更を機器本体が受信できていない場合は、前回設定した内容で運転しますので注
　　意してください。
●リモコンの信号を受信できない場合は、リモコンを機器本体にできるだけ近づけて操作してください。
　※それでも受信できない場合は、機器本体近くに設置されている照明の明るさを調節できるならば、照
　　明をやや暗くして操作してください。

●はじめてお使いになるときは｢開度3｣
　に設定されています。
●風向スイッチを押すごとに開度1～6
　の6段階とスイング動作の7種類の風
　向調節ができます。
※スイング設定時は1～6の範囲で上下
　ルーバーが動きます。
※上下ルーバーのスイングの動きはリモコンの風向表示の動きとは異なります。
※上下ルーバーは手で動かさないでください。
　必ずリモコンで風向の調節を行ってください。



★洗濯物を乾かしたり、入浴後の浴室を乾燥させカビの発生をおさえることができます。
★ミストサウナ・ミスト・ミスト涼風運転後には乾燥運転をすることをおすすめします。

乾燥運転をする前に
●浴そうに水またはお湯が残っているときは、必ず浴そうにふたをしてください。
●浴室の窓とドアは必ず閉めてください。浴室に設けられている給気口は開けておいてください。
衣類乾燥の場合
●浴室の内部が濡れているときは、あらかじめ換気するか、ぞうきんなどで壁や床の水滴をふきとってください。
　水滴が付いたまま乾燥すると、乾燥時間が長くなります。
●洗濯物は｢上手な乾燥のしかた｣を参考に干してください。

ページ11

●はじめてお使いになるときは｢2時間(        )｣に設定
　されています。
●ご希望の時間に設定してください。
●5分(        )～ 6時間(        )の範囲で設定できます。
　5分～1時間(        ～       ):5分単位
　1時間～4時間(        ～        ):10分単位
　4時間～6時間(        ～        ):30分単位
　押し続けることで早送りができます。

1

2
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乾燥運転のしかた

●乾燥運転が停止します。
※設定時間の終了により運転が停止した場合、
　アフターパージ運転(約2分間送風)を行い
　ます。

時間設定スイッチを押す

停止スイッチを押す、または設定時間
が終了すると停止します

乾燥スイッチを押す

30

風向スイッチを押す
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ページ31～33

●乾燥スイッチを押すと毎回風量｢スピード｣で運
　転が始まります。
●乾燥スイッチを押すごとに｢スピード｣⇔｢標準｣
　と切り替わります。
●スピード乾燥･･･すばやく乾燥させたいときに使用します。
　標準乾燥･･･････スピード乾燥より乾燥時間は長くなりますが、静か
　　　　　　　　 な音で乾燥させたいときや、洗濯物が少ないときに
　　　　　　　　 使用します。

※イラストの数字はリモコン
　表示にはありません。

●はじめてお使いになるときは｢開度3｣
　に設定されています。
●風向スイッチを押すごとに開度1～6
　の6段階とスイング動作の7種類の風
　向調節ができます。
※スイング設定時はイラストにあるスイ
　ング範囲で上下ルーバーが動きます。
　上下ルーバーのスイングの動きはリモコンの風向表示の動きとは異
　なります。
※上下ルーバーは手で動かさないでください。
　必ずリモコンで風向の調節を行ってください。



31

洗濯物はあらかじめ脱水をし、ジーパン、トレーナーなど乾燥しにくい厚手の洗濯物(特に念入りに
脱水をする)は、温風の吹出口の近くに吊り下げてください。

洗濯物は温風の出る方向に平行になるように、また洗濯物と洗濯物の間にむらなく温風が行きわた
るように5～10cmの間隔で吊り下げてください。
ハンガーの数は物干しバー1本当たり7～10本
が適当です。多くなると乾燥時間が長くなります。
●厚手の洗濯物
　(ジーパン・トレーナーなど)
　温風の吹出口近くに吊り下げる。
※ベルト部などの乾きにくい部分は温風の
　吹出口近くにし、ポケットは裏返して外
　へ出すと乾きやすくなります。
●薄手の洗濯物や乾きやすい化繊の衣類
　(Tシャツ・ブラウス・下着など)
　物干しバーの両端に吊り下げる。
●長めの洗濯物
　(ズボン･バスタオルなど)
　浴そうの水を抜き、浴そうの中まで伸ば
　して干す。(しわになりにくく、形崩れし
　ません。多少乾燥時間が長くなります。)
　また、ハンガーに掛けずに、洗濯バサミ
　などで吊すほうが早く乾きます。

●リモコン表示部の残り時間表示は1分刻みで減っていき、運転残り時間が｢  　 ｣になった後、しばらく
　(約10分後)してから消灯します。
●洗濯物に温風が充分あたるように、上下・左右ルーバーの角度を調節してください。
●乾燥時間は洗濯物の種類や量、脱水状態や干す位置、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって異なり
　ます。充分乾燥しない場合は、再度乾燥運転してください。
●衣類乾燥中に洗濯物を追加すると充分乾燥しない場合があります。
●浴室乾燥は天井・壁面などカビが発生しやすい場所の乾燥を目的としていますので、浴室の種類や大き
　さ、温風の吹出し方向により床面など一部乾かない場合があります。特に温風が届きにくい床面や浴そ
　う壁面の下部などに乾燥が不充分な場所が残る場合があります。あらかじめ換気をするか、ぞうきんな
　どで浴室の壁・床の水滴を拭き取っておくと効率的です。
●浴室乾燥時間は約1時間(       )～1時間30分(       )がめやすです。
　ミストサウナ・ミスト・ミスト涼風運転後の浴室乾燥時間は更に長くしてください。
●浴室の給気口が充分開いていない場合やエアーフィルターがホコリ等で詰まっている場合は、乾燥能力
　が低下します。
●給気口がない場合は、扉を少し開けるなど、充分な給気が得られるようにしてください。ただし、この
　場合の乾燥時間は長くなります。
●詳しくは｢上手な乾燥のしかた｣をご覧ください。
●乾燥運転中に暖房温度をコントロールする際、温水の流れる音が大きくなることがありますが、異常で
　はありません。
●運転内容を変更する場合は、変更したいスイッチを押すことにより、新しい設定で運転を開始します。
●リモコンは機器本体に向けて操作してください。リモコンには送信表示(　)が表示され、機器本体より
　受信音(メロディー音)でお知らせすることを確認してください。
　※運転開始後の設定変更を機器本体が受信できていない場合は、前回設定した内容で運転しますので注
　　意してください。
●リモコンの信号を受信できない場合は、リモコンを機器本体にできるだけ近づけて操作してください。
　※それでも受信できない場合、機器本体近くに設置されている照明の明るさを調節できるならば、照明
　　をやや暗くして操作してください。

お知らせ 

上手な乾燥のしかた

1
2

■衣類乾燥について

乾燥運転のしかた

5～10cm

入れかえる 

※ステンレス製の物干しバーに金属製のハンガーを
　使用すると、ハンガーの錆により物干しバーも錆
　びることがありますので、注意してください。

ページ31～33



●自然発火や引火のおそれがあるもの
　・食用油　　・動物性油脂　・機械油　・ドライクリーニング油　・パーマ液　・ベンジン
　・シンナー　・ガソリン　　・樹脂(セルロース系)　などの付着した衣類
●変色や衣類の傷みの原因になる衣類
　・絹製品　　・皮革製品　　・毛皮製品
●直接アイロンがけのできない、熱に弱い衣類
　・手織物　　・ウール製品　・レース編み製品　・ポリウレタンを使った衣類
●縮みの気になる衣類
　・麻、再生繊維(レーヨンなど)を使った衣類　　・ニット織りの衣類
●接着剤で取り付けたワッペンや、発泡プリントの付いている衣類
　(ワッペンがはがれたり、接着部や発泡プリントが溶けるおそれがあります。)
●次の絵表示のあるもの

乾燥してはいけないもの

ドライ 

セキユ系 
平 

ドライ 
平 

●ハンガー数によるめやす
衣類量のめやす

重量
4kg

2kg

バスタオル1枚
タオル1枚
シャツ(綿)1枚
男用パンツ(綿)1枚
パジャマ(綿)上下
靴下(綿)1足

250～300g
130～150g
110～130g
60～　80g
450～500g
60～　70g

代表的な衣類の重さ(参考)

ハンガー数
20本程度

10本程度

32

運
転
の
し
か
た

3
4
5

6
7

物干しバーの両端は乾燥しにくいので、洗濯物が多いときは途中で中央と両端の洗濯物を入れかえ
たり、向きをかえると効率よく乾燥できます。

温風の吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。
温風が洗濯物に充分あたるように上下ルーバー・左右ルーバーを調節してください。　

浴室の窓とドアは温風が逃げないようにしっかり閉めて運転してください。
(浴室に設けられているドアなどの給気口は開けておいてください。給気口がない場合はドアを少し
開けるなど、充分な給気が得られるようにしてください。ただし、この場合の乾燥時間は長くなり
ます。)

浴そうにふたをした方が効果的に温風を循環できます。
ただし、長いものを干す場合には浴そうの水を抜き、浴そうまで伸ばして干すとしわができずにき
れいに乾きます。

浴室が濡れたまま乾燥すると乾燥時間が長くなります。
あらかじめ換気するか、ぞうきんなどで浴室の壁・床の水滴をふきとってください。



条件
●浴室周辺温湿度　15℃　60％
●上記洗濯物を脱水機にて5分間脱水
　したものを使用
●浴室内は水滴がない乾燥状態
●1坪在来工法浴室

※乾燥時間は洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって異な
　ります。充分乾燥しない場合は、再度乾燥運転してください。

●乾燥時間のめやす
衣類量 乾燥時間 

4kgまで 

2kgまで 

運転状態 

スピード 

標準 

スピード 

標準 

約1時間20分～1時間40分 

約1時間30分～1時間50分 

約50分～1時間10分 

約1時間～1時間20分 

■浴室乾燥について
●浴室乾燥時間のめやす

乾燥時間 条件 
・1坪在来工法浴室 
・浴室周辺温度15℃　湿度60％ 
・スピード乾燥運転 

約1時間～1時間30分 

※床面まで乾かす場合は、さらに
　時間を延長してください。
　(めやす：約2時間～2時間30分)

●浴室乾燥は天井・壁面などカビのはえやすいところの乾燥を目的としています。そのため、温風のとど
　きにくい所(床面など)が一部乾かない場合があります。あらかじめ換気をするか、ぞうきんなどで浴室
　の壁・床の水滴を拭き取っておくと効率的です。
●浴室の種類や大きさや乾燥状態、気温や湿度によって乾燥時間は異なり、充分乾かない場合もあります。
　その場合は、再度乾燥運転をしてください。

お知らせ 

上手な乾燥のしかた
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2
kg

バスタオル2枚 タオル2枚 ピロケース2枚 ランニングシャツ1枚 パンツ3枚 シャツ2枚 靴下3足 

男用パジャマ1組 女用パジャマ1組 作業服1枚 作業ズボン1枚 カッターシャツ2枚 子供用ワンピース2枚 

子供用パンツ1枚 子供用ペチコート1枚 赤ちゃん用前かけ1枚 スリップ5枚 ガードル1枚 ショーツ1枚 

バスタオル2枚 タオル1枚 パンツ2枚 シャツ2枚 靴下2足 男用パジャマ1組 女用パジャマ1組 スリップ3枚 ショーツ1枚 

4
kg

●洗濯物の量によるめやす



1
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●はじめてお使いになるときは｢2時間(        )｣
　に設定されています。
●ご希望の時間に設定してください。
●5分(        )～ 12時間(         )の範囲で設定
　できます。
　5分～1時間(        ～       ):5分単位
　1時間～4時間(       ～        ):10分単位
　4時間～12時間(        ～         ):30分単位
　押し続けることで早送りができます。

●涼風運転を停止します。

時間設定スイッチを押す

停止スイッチを押す、または設定時間
が終了すると停止します

涼風スイッチを押す

●はじめてお使いになるときは｢開度3｣
　に設定されています。
●風向スイッチを押すごとに開度1～6
　の6段階とスイング動作の7種類の風
　向調節ができます。
※スイング設定時は1～6の範囲で上下
　ルーバーが動きます。
　上下ルーバーのスイングの動きはリモコンの風向表示の動きとは異
　なります。
※上下ルーバーは手で動かさないでください。
　必ずリモコンで風向の調節を行ってください。

風向スイッチを押す

操 作 方 法
1
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お知らせ 
●リモコン表示部の残り時間表示は1分刻みで減っていき、運転残り時間が｢　　｣になった後、しばらく
　(約10分後)してから消灯します。
●運転内容を変更する場合は、変更したいスイッチを押すことにより、新しい設定で運転を開始します。
●リモコンは機器本体に向けて操作してください。リモコンには送信表示(　)が表示され、機器本体より
　受信音(メロディー音)と音声でお知らせすることを確認してください。
　※運転開始後の設定変更を機器本体が受信できていない場合は、前回設定した内容で運転しますので注
　　意してください。
●リモコンの信号を受信できない場合は、リモコンを機器本体にできるだけ近づけて操作してください。
　※それでも受信できない場合、機器本体近くに設置されている照明の明るさを調節できるならば、照明
　　をやや暗くして操作してください。

運
転
の
し
か
た

涼風運転のしかた
★送風と換気を同時に行いますので、扇風機のかわりとしてお使いいただけます。
　特に夏場の入浴を快適にします。
★ミスト運転中にも同時運転してミスト涼風運転ができます。

涼風運転をする前に
●浴室に設けられているドアなどの給気口は開けておいてください。
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ページ23

※イラストの数字はリモコン
　表示にはありません。

●涼風スイッチを押すと前回使用した風量｢強｣
　または｢弱｣で運転が始まります。
●涼風スイッチを押すごとに｢強｣⇔｢弱｣と切り
　替わります。



●はじめてお使いになるときは｢3時間(        )｣に設定さ
　れています。
●ご希望の時間に設定してください。
●5分(        )～ 12時間(         )の範囲で設定できます。
　5分～1時間(        ～       ):5分単位
　1時間～4時間(       ～        ):10分単位
　4時間～12時間(        ～         ):30分単位
　押し続けることで早送りができます。

ページ11

強

弱

早く浴室の換気を行うことができます。

静かに換気を行うことができます。

換気運転のしかた

●換気スイッチを押すと前回使用した風量｢強｣また
　は｢弱｣で運転が始まります。
●換気スイッチを押すごとに｢強｣⇔｢弱｣と切り替わ
　ります。

換気スイッチを押す

★浴室の換気をします。

換気運転をする前に
●浴そうに水またはお湯が残っているときは必ず浴そうにふたをしてください。
●換気扇として使用できます。 (熱源機は作動しません。)
●浴室の窓とドアを閉めてください。浴室に設けられているドアなどの給気口は開けておいてください。

時間設定スイッチを押す
1

2

3

1

3

2

操 作 方 法

お知らせ 

●換気運転を停止します。
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●リモコン表示部の残り時間表示は1分刻みで減っていき、運転残り時間が｢　　｣になった後、しばらく
　(約10分後)してから消灯します。
●換気時間は季節、室温、浴室の種類・乾燥状態・広さや形状等によって変化します。
●浴室の給気口が充分開いていない場合、換気能力が低下します。
●給気口がない場合は、ドアを少し開けるなど、充分な給気が得られるようにしてください。
●入浴後は浴室内と本体内のカビ防止･性能維持のため2～3時間程度換気運転を行ってください。
●換気運転で浴室を乾燥すると乾燥運転より乾燥時間が長くなります。
　換気運転で浴室を乾燥される場合は、約半日以上かかります。
　浴室を早く乾かしたい場合は乾燥運転をおすすめします。
●機器内部のカビの発生をおさえるため、換気運転時間が残り10分になるとルーバーが開き送風運転を
　行います。また、換気運転の時間設定を10分以下にした場合、はじめからルーバーが
　開き送風運転を行います。(セルフクリーニング運転)
●運転内容を変更する場合は、変更したいスイッチを押すことにより、新しい設定で運転を開始します。
●リモコンは機器本体に向けて操作してください。リモコンには送信表示(　)が表示され、機器本体より
　受信音(メロディー音)と音声でお知らせすることを確認してください。
　※運転開始後の設定変更を機器本体が受信できていない場合は、前回設定した内容で運転しますので注
　　意してください。
●リモコンの信号を受信できない場合は、リモコンを機器本体にできるだけ近づけて操作してください。
　※それでも受信できない場合は、機器本体近くに設置されている照明の明るさを調節できるならば、照
　　明をやや暗くして操作してください。

停止スイッチを押す、または設定時間
が終了すると停止します



●リモコンの　　表示が点滅します。

★浴室暖房乾燥機のリモコンの信号を受信すると受信音(メロディー音)と音声で設定や運転状態をお知らせします。
★音声お知らせ機能の音声・受信音の音量を調節できます。
　(工場出荷時には音量は｢中｣に設定されています。)

音量設定をする前に
●本体の運転を終了させてください。

音量設定(音声お知らせ機能)

1

2

停止スイッチを5秒間押す
操 作 方 法

1

●音量は｢大・中・小｣｢音声なし｣に変更できます。
　音声｢大｣に変更した場合･･･
　｢音声大に変更しました｣とお知らせします。
●｢音声なし｣に設定したときでも、受信音と一部
　の音声は音量｢小｣に設定されます。

時間設定スイッチを押す2

運
転
の
し
か
た
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●リモコンは機器本体に向けて操作してください。リモコンには送信表示(　)が表示され、機器本体より受
　信音(メロディー音)と音声でお知らせすることを確認してください。
●リモコンの信号を受信できない場合は、リモコンを機器本体にできるだけ近づけて操作してください。
　※それでも受信できない場合は、機器本体近くに設置されている照明の明るさを調節できるならば、照明
　　をやや暗くして操作してください。

お知らせ 



操作するスイッチ・条件など 音声ガイド 

暖房スイッチ ♪ 暖房運転を開始します 

乾燥スイッチ 

涼風スイッチ 
♪ 涼風運転を開始します 

ミスト運転中 ♪ ミスト涼風運転を開始します 

換気スイッチ ♪ 換気運転を開始します 

♪※ ミスト運転を開始します 
　※ 最初の冷水、高温水にご注意ください 
　　 それではミストサウナをお楽しみください 

♪※ ミスト暖房運転を開始します 
　※ 最初の冷水、高温水にご注意ください 
　　 それではミストサウナをお楽しみください ミストサウナ 

スイッチ 

ミストサウナ運転開始時 

ミスト運転開始時 

♪ ミスト(○○)運転を終了しました 
※ 入浴後には乾燥運転をしてください 

♪ 温度設定を変更しました 温度スイッチ 

風向スイッチ ♪ 風向を変更しました 

♪ 運転時間を変更しました 

♪※ 音量大に変更しました 

時間設定スイッチ ♪※ 音量中に変更しました 

♪※ 音量小に変更しました 
音量設定中 

♪※ 音声なしに変更しました 

予約スイッチ 
♪ 予約を設定しました 

♪ 予約を解除しました 

停止スイッチ 
ミスト(○○)運転中 

予約設定時 

予約解除時 

運転中 ♪ ○○運転を終了しました 

ミスト運転終了時 　 ミスト運転を終了します 
※ 入浴後には乾燥運転をしてください 

○○運転終了時 ○○運転を終了します 
 

スピード運転終了時 スピード運転を解除します 

♪ 乾燥運転を開始します 

ミストサウナ運転終了時 　 ミスト暖房運転を終了します 
※ 入浴後には乾燥運転をしてください 

ミストサウナ・ミスト・ミスト涼風運転中に運転 
開始から10分経過するごと 

♪ 

音声一覧

♪は受信音(メロディー音)が鳴ることを表しています。
♪と※は｢音声なし｣にしても音量｢小｣になり消えません。
注1　配管内に残った冷水や熱いお湯が一時的に噴霧することがあります。
注2　ミストが噴霧している間にミストサウナ入浴時間のめやすとして10分ごとに受信音(メロディー音)
　　 を鳴らします。

リモコンを操作すると機器本体からメロディー音と音声でお知らせします。

注1

注2
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注1



機器本体、ミストユニット、リモコン

お手入れのしかた

●やわらかい布でからぶきしてください。
●汚れがひどい場合はやわらかい布をぬるま湯に浸し、よくしぼってから拭いてください。

運転を停止する

注意

お手入れの前に

●カビ取り剤、ガソリン、ベンジン、シンナー、みがき粉、殺虫剤、高温のお湯、化学
　ぞうきんなどは使用しないでください。塗装がはがれたり、変形・変色の原因になり
　ます。
●機器本体をお手入れする際は、不安定な台の上に乗らないでください。
　またミストユニットにも乗らないでください。
　転倒してケガの原因になることがあります。

日常の点検・手入れ

●運転を停止しないと内部でファンが高速回転していますので、
　ケガの原因になります。
　またミスト噴霧中にノズルに触れるとやけどの原因になります。

ガ
ソ
リ
ン 

ベ
ン
ジ
ン 

み
が
き
粉 

殺
虫
剤 

カ
ビ
取
り
剤 

シ
ン
ナ
ー 

警告
●機器本体に直接水をかけたり、ぬれた手で掃除しないでください。
　感電の原因になります。

注意
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(1)機器本体・ミストユニットの運転を停止します。
(2)ミストユニットに付着した水滴をよく拭き取ります。
(3)硬貨等を使用してミストユニット前面の点検口ふたの固定ね
　 じ(左右2カ所)をゆるめ、ふたをはずします。
(4)点検口ふたの　　部(右図参照)の表裏両方および受信部に付
　 いた汚れをやわらかい布でからぶきします。
(5)点検口ふたを取り付け、固定ねじ(左右2カ所)が止まるまで
　 締めます。
　 (点検口ふたが確実に固定されていることを確認してください。)

ミストユニットの受信部(適時)

点検口ふた 

ミストユニット 
受信部 

固定ねじ 

日常の点検・手入れ
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エアーフィルター(1ヵ月に1回程度)

注意
●エアーフィルター脱着時、不安定な台の上に乗らないでください。
　転倒してケガの原因になることがあります。
●エアーフィルターをはずした状態で吸込口に指などを入れないでください。
　ケガの原因になります。
●タワシのような固いものは使用しないでください。傷の原因になります。
●フィルター部分を強く押しつけて洗わないでください。変形・傷の原因になります。
●中性洗剤を使用した場合はよく洗い流してください。
　中性洗剤以外は使用しないでください。
●直射日光のあたるところで乾燥させないでください。変色・変形の原因になります。
●エアーフィルターを乾かすのに火であぶったり、ドライヤー等で乾燥させないでくだ
　さい。変形・変色の原因になります。

エアーフィルター 

ミストユニットのノズル(適時)

警告
ブラシ 

ミストユニット 
ノズル 

●ノズル中央の穴に針金等を差し込まないでください。
　ノズル部に傷がつくとミストの噴霧異常でやけどの
　原因になります。

●ノズルに汚れやゴミが付着したときは、やわらかい歯ブラシ等で掃除してください。

(1)吸込グリル内に収納されているエアーフィルターの
　 取手をつかみ、手前に引きながら下へ抜き出して取
　 りはずします。
(2)掃除機でホコリを吸い取ってください。
　 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤に浸し、
　 ていねいに洗った後、充分乾かしてください。
(3)エアーフィルターを元通りにカチッと音がするまで
　 差し込み取り付けます。
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●冷風が吹き出すのを防止する機能がありますので、機器本体内の温水の温度が上
　がるにつれて徐々に風量を増していきます。
　そのまましばらくお待ちください。
●7～8分以上待っても温風が出ない場合は熱源機側に異常のおそれがあります。
　熱源機の取扱説明書に従って適正な処置を行ってください。
●暖房運転中、設定温度に達すると暖まり過ぎるのを防ぐため、運転を自動的に停
　止したり、開始したりします。浴室の温度が下がれば、再び暖かい風が吹き出します。
●熱源機は動いていますか。

ページ20･28

熱源機の日常の点検・手入れは、熱源機の取扱説明書に従ってください。

熱源機

次のような場合は故障ではありません。サービス(修理)を依頼される前にもう一度確認してください。

サービス(修理)を依頼される前に

確 認現 象

故障かな？と思ったら

リモコン操作を受けつけない
リモコンの表示がうすい
送信時に表示がうすくなる
リモコンの表示が出ない

リモコンの表示部に　
マークが表示される

●乾電池が切れかけていませんか。乾電池を交換してください。(単4形乾電池2個)電池交
　換後、正常に動作しないときは乾電池をはずして、30秒以上経過してから再度入れるか、
　電池をはずした状態で停止スイッチを3、4回押してから再度入れ直してください。
●乾電池の　　 が逆になっていませんか。

●乾電池が切れています。リモコンの乾電池を交換してください。
　※乾電池を交換しても変わらない場合は、リモコンの故障のおそれがあります。
　　お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。 17ページ

17ページ

リモコンを操作しても
動かない

●停電していませんか。
●ブレーカが｢切｣になっていませんか。
●照明が機器本体の近くにありませんか。機器本体の近くにインバーター式照明が
　あると、リモコンの信号を受け付けない場合があります。このような場合はリモ
　コンをできるだけ機器本体に近づけて操作してください。それでも受け付けない
　場合、明るさが調節できるならば照明を暗くして操作してください。

番号

1

2

3

リモコンの停止スイッ
チを押すと　 マークが
表示される

●リモコンの停止スイッチを押すと　マークと一緒に　 マークが液晶表示の特性
　により薄く見えますが、乾電池が切れかかっているのではありません。

4

温風が出ない

洗濯物の乾きが悪い

浴室が暖まらない

●温風が洗濯物にあたるように上下ルーバー・左右ルーバーを調節し
　ていますか。
●洗濯物の量が多くありませんか。
●洗濯物と洗濯物の隙間をあけて温風が行きわたるようにしていますか。
●浴室の窓、ドアが開いていませんか。
●浴そうのお湯が残っていてふたが開いていませんか。
●エアーフィルターが目詰まりしていませんか。
●洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や室温によって、充分
　乾燥しない場合があります。再度、乾燥運転をしてください。
●乾燥運転終了後長時間衣類を放置しないでください。

●浴室の窓、ドアが開いていませんか。
●暖房スイッチの設定が｢弱｣または｢微｣設定になっていませんか。
●エアーフィルターが目詰まりしていませんか。
●上方、壁からの温風吹き出し方式による暖房ですので、浴室内上下の温度差によ
　って足元が寒く感じられることがあります。また、洗い場の床面を暖めることは
　できません。

39ページ

32ページ

39ページ

31ページ

5

6

7



故障かな？と思ったら
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●機器本体内にたまった熱を放熱させるため、ファンが約2分間送風運転すること
　があります｡（故障ではありません。）(アフターパージ運転)

●換気運転時に換気タイマー時間の最後の 10分になるとルーバーが
　開き、循環ファンが作動します。(セルフクリーニング運転) 11ページ

● 1日以上(24時間)運転されない場合、換気モーター・循環モーターの固着を防止
　するためゆっくりと換気ファン・循環ファンが約1分間回転します｡(故障ではあり
　ません。）(固着防止運転)
●気温が低いときに凍結予防機能が働き、温水配管内の水が循環することがありま
　す。(故障ではありません。）

12ページ

11ページ

確 認現 象番号

停止中、異音がする

運転時、異音がする

運転音が大きい

●エアーフィルターがはずれかかっていませんか。
●風の強いときは室外側本体内部にある換気ファンのシャッター板から｢カタカタ｣
　と音がすることがあります。(故障ではありません。)

●上下ルーバー、左右ルーバーの角度によっては送風通路がさえぎられ、運転音が
　大きくなる場合があります。(故障ではありません。）14

15

16

停止時のルーバーから
｢カタカタ｣音がする

●運転を停止し、ルーバーが閉まるとき、ルーバーから｢カタカタ｣と音がすること
　があります。(ルーバーの位置を確認するために発生する音で故障ではありません。）17

ミストの勢いが弱くなる
ミストの温度が低い

●水圧が低くなっていませんか。(他の水栓でお湯を使用している。）
●水量が少なくなっていませんか。湯量調節弁をしぼりすぎています。
　湯量調節弁を開いてください。
●適切な給湯温度設定になっていますか。設定温度を上げてください。
●サーモ付混合水栓の温度調節つまみ、またはシングルレバー水栓のレバーが｢つ
　めたい(C)｣になっていませんか。｢あつい(H)｣にしてください。
●混合水栓で一時止水にしていませんか。一時止水をやめて元に戻してください。

22

ミストの温度が低い23

●本体のタイマーとリモコンのタイマーは運転中通信していません。別々に動いて
　いるためで故障ではありません。タイマーの誤差は約5秒程度です。

運転停止とリモコンの表示
(         )に時差がある18

●リモコンからの送信を本体が受信していないと、前回設定した内容で運転します｡
　本体から受信音(メロディー音)と音声でお知らせすることを確認してください。

リモコン表示と違う運
転をする19

●製品本体が浴室の湯気を吸い込んだり、浴室が結露している場合、製品本体内外
　部に結露した水滴が付着し落ちることがあります。また、入浴剤が混じって色の
　ついた水滴が落ちたり、本体に入浴剤の色がつくこともあります。布で拭き取っ
　てください。

本体から水滴が落ちたり、
排気口から湯気や水滴が
落ちる
色がついた水滴が落ちる

20

換気運転で本体(浴室側)
が運転する21

換気のききが悪い

停止しても、風が止ま
らない

運転開始時や停止直後
に｢ピシッ｣｢パキッ｣と
いう音がする

運転中や運転モード切替時に
｢カチッ｣｢ウーン｣｢コトコト｣
｢グッグッ｣という音がする

●浴室の窓、ドアが開いていませんか。
●浴そうのお湯が残っていてふたが開いていませんか。

●温度変化によりユニットバスなどがわずかに伸縮するために発生する音です。
　(故障ではありません。)
●機能部品(熱交換器)や樹脂部分の膨張、収縮により音が出ます。物理的現象であ
　り、一時的なものです。(故障ではありません。)

●リレーの動作、ファンの速度変更時に発生する音です｡（故障ではありません。）
●上下ルーバーの位置確認時の音や、部品の動作音です。(故障ではありません。)

10

11

12

13 水の流れる音がする

●運転中や運転停止直後は機器本体内に温水が流れています｡（故障ではありません。）
●温度コントロールの際、特に音が大きくなることがあります。
●停止時に水の流れる音がするのは、温水配管のエアー抜きや、凍結予防時に温水
　を循環させているためです。(故障ではありません。)

浴室の乾きが悪い

●浴室の窓、ドアが開いていませんか。
●浴そうのお湯が残っていてふたが開いていませんか。
●エアーフィルターが目詰まりしていませんか。
●換気運転のみではありませんか。換気運転では浴室を乾燥するのに約半日以上か
　かります。床面が乾かない場合がありますので乾燥運転をしてください。
●浴室乾燥は、天井や壁面などの乾燥を目的としておりますので床面など一部乾かない
　場合があります。また、浴室の種類や大きさにより一部乾きにくい所があります。浴
　そうのふたが閉まっているか、浴室の窓やドアが開いていないかを確認してください。

8

ページ19･21･23

39ページ

●ミストサウナ・ミスト・ミスト涼風運転時の時間設定を1時間以上に設定していま
　せんか。約1時間連続してミストを噴霧しますと安全のため給湯用熱源機の燃焼が
　止まり水になることがあります。機器本体と給湯用熱源機の運転を停止(｢切｣)にし、
　再度給湯用熱源機の運転を開始(｢入｣)してから機器本体の運転を行ってください。

9



●故障・異常が発生した場合は機器本体のランプが点灯または点滅して故障・異常をお知らせします。

ランプ表示について
機器本体

処　　置

運転ランプ(緑)

予約ランプ(黄)

給水ランプ(赤)

内　容ランプ表示

室温サーミスタ異常
1回点滅(緑)

機器本体の異常です。
お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス
へご連絡ください。

循環ファンモータ異常
1回点滅(緑) 1回点滅(黄)

点滅(赤)点灯(緑)

熱源機異常
熱源機側の異常です。熱源機の取扱説明書に従
い適正な処置を行ってください。
(熱源機の種類によっては表示しない場合があります。)

渇水エラー(異常)
熱源機の暖房水が不足しています。熱源機の取
扱説明書に従い、暖房水を補給してください。
(熱源機の種類によっては表示しない場合があります。)

点灯(赤)

熱交サーミスタ異常
2回点滅(緑)

換気ファンモータ異常
2回点滅(緑) 2回点滅(黄)

点
検
・
お
手
入
れ
・
他
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ミストユニットが運転
しない
途中で停止する

24

●乾電池が切れていませんか。乾電池を交換してください。(単1形アルカリ乾電池2個)
　電池交換後、正常に動作しないときは乾電池をはずして、30秒以上経過してか
　ら再度入れるか、電池をはずした状態で運転 /停止スイッチを3、4回押してか
　ら再度入れ直してください。
●乾電池の　　 が逆になっていませんか。
●受信部付近に障害物がありませんか。
　機器本体と通信ができていませんので、受信部付近の障害物を取り除いてください。
●受信部が汚れていませんか。
　受信部の汚れを掃除してください。
●給湯温度が55℃以上になっていませんか、運転ランプ(緑)とエラーランプ(赤)が
　1回点滅している場合は設定温度を下げて処置してください。

確 認現 象番号

ページ43

ミストユニットのラン
プがくもる25 ●点検口ふたの内側が結露するためで故障ではありません。

ミスト噴霧が止まらない26

〈湯量調節弁を閉じた後、以下の確認を行ってください。〉
●一度乾電池をはずして、30秒以上経過してから再度入れるか、電池をはずした
　状態で運転 /停止スイッチを3、4回押してから再度入れ直してください。
●受信部付近に障害物がありませんか。
　機器本体と通信ができていませんので、受信部付近の障害物を取り除いてください。
●受信部が汚れていませんか。
　受信部の汚れを掃除してください。 39ページ

39ページ

運転中の臭いが気になる
洗濯物の臭いが気になる

●浴室内の排水口や床面などが汚れていませんか。
●乾燥運転終了後、長時間洗濯物を浴室内に放置していませんか。
●洗濯物が生乾きになっていませんか。
●機器の運転により浴室の温度や湿度が上がると排水口や床面などの汚れから臭い
　が出る場合があります。定期的に浴室やエアフィルターの掃除を行ってください。

27



43

故障かな？と思ったら

お願い 運転中に誤動作したときは…
●万一運転中に雷、自動車無線などで機器本体が誤動作したり、動かなくなったり、リモコン操作を受け
　つけなくなった場合は、リモコンの停止スイッチを押した後、電源ブレーカを｢切｣にし、再度｢入｣にし
　てください。
●リモコンを操作しても反応がなかったり、表示が異常なときは、乾電池を取りはずして、30秒以上経過
　してから再度入れるか、乾電池をはずした状態で停止スイッチを3、4回押して、再度入れ直してください。

●故障・異常が発生した場合はミスト
　ユニットのランプが点灯または点滅
　して故障・異常をお知らせします。

高温エラー(異常)

処　　置

運転ランプ(緑) 電池ランプ(黄) エラーランプ(赤)

内　容ランプ表示

1回点滅(赤)1回点滅(緑)

通信エラー(異常)
2回点滅(赤)

電池切れ警告

1回点滅(黄)

電池切れ警報

ミストユニット

点灯(黄)

ミスト噴霧待機中
および一時停止中

1回点滅(緑)

ミスト噴霧中
2回点滅(緑)

操作拒否
3回点滅(緑)を一度して消灯 

2回点滅(黄)2回点滅(緑)

●以上のことをお調べいただいて、なお異常があるときやわからないときは、お買い求めの販売店、またはも
　よりの大阪ガスに連絡してください。不完全な処置は事故のもとになります。お客様自身で修理は絶対にな
　さらないでください。

給湯温度の設定が48℃以下になっていることを確認して、ミストユ
ニット下部の排水栓から排水してください。
運転/ 停止スイッチ(一時停止スイッチ)を押すと運転を再開します。
※高温水が勢いよく排水口より出る可能性がありますので注意してください。

乾電池が切れて運転を停止しています。
乾電池を交換してください。

乾電池が切れかけています。
乾電池を交換してください。

ミストユニットと機器本体との通信ができていません。
ミストユニットの受信部付近の障害物があれば取り除
いてください。その後、運転ランプが1回点滅になっ
てから運転/停止スイッチ(一時停止スイッチ)を押すと
運転を再開します。

故障ではありません。

故障ではありません。

乾電池が切れる直前です。
乾電池を交換してください。

暖房・乾燥・涼風・換気運転中および機器本体が停
止中は運転/停止スイッチ(一時停止スイッチ)の操作
を受け付けません。(故障ではありません。)

操作受付
1秒または2秒点灯(緑)して消灯 

故障ではありません。

1回点滅(赤) ミストユニットの異常です。
お買い求めの販売店にご連絡ください。給湯サーミスタ異常

15 ページ

15 ページ

15 ページ

15 ページ
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商     品      コ     ー     ド 161-C100型 
FD3504OGM
浴室内壁掛設置 

4.5kW(3,870kcal/h)　(80℃　2.5L/分) 
ス ピ ー ド 暖 房 立 上 り 時：4.9kW(4,200kcal/h) 
ミストサウナスピード立上り時：5.1kW(4,400kcal/h)

高さ240mm×幅620mm×奥行168mm
本体：6.8kg　換気部：1.7kg
温風循環、吹き出し式 

暖房用温水(80℃　2.5L/分)
単相100V　60Hz

AC100V2芯+アース1芯+熱源発停用DC24V2芯またはインテリジェント通信2芯 
PTS-10AまたはPTSD-10A　クイックファスナー接続 

吹き出し　7.4m3/分 
吹き出し　5.6m3/分 
吹き出し　4.1m3/分 
吹き出し　3.6m3/分 
吹き出し　6.8m3/分 
吹き出し　5.6m3/分 
吹き出し　4.1m3/分 
吹き出し　3.6m3/分 

吹き出し　6.8m3/分、換気　1.5m3/分 
吹き出し　5.6m3/分、換気　1.5m3/分 

換気　1.5m3/分 
換気　1.0m3/分 

吹き出し　5.6m3/分、換気　1.5m3/分 
吹き出し　4.1m3/分、換気　1.0m3/分 

45dB(A)
38dB(A)
32dB(A)
28dB(A)
43dB(A)
38dB(A)
32dB(A)
28dB(A)
43dB(A)
41dB(A)
38dB(A)
30dB(A)
41dB(A)
32dB(A)

型                              式 
設        置        方        式 

浴室壁面 設        置        場        所 

熱     出      力   (定     格)

在来工法浴室：1.5坪まで　ユニットバス：1625サイズまで 
外        形        寸        法 
質                              量 
乾        燥        方        法 
熱                              源 
電                              源 

電　　　　気 
接     続 

騒     音 
本体より (1m離れて)

風     量 

温　　　　水 
スピード 
強 ミスト 

サウナ 

暖   房 

乾   燥 

換   気 

涼   風 

弱 
微 

スピード 
強 
弱 
微 

スピード 
標準 
強 
弱 
強 
弱 

スピード 
強 ミスト 

サウナ 

暖   房 

乾   燥 

換   気 

涼   風 

弱 
微 

スピード 
強 
弱 
微 

スピード 
標準 
強 
弱 
強 
弱 

適 応 浴 室 サ イ ズ  

仕　様

機器本体
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仕　様
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※騒音値はJISの試験方法による当社無響室における測定値です。
　実際の浴室では、反響により仕様値より大きくなります。

RSM-900A
浴室内壁掛設置 

型　　　　　　　　　　　式 
設　　　置　　　方　　　式 

浴室壁面 設　　　置　　　場　　　所 
高さ250mm×幅400mm×奥行60mm(突起部含まず)外　　　形　　　寸　　　法 

4.0kg質　　　　　　　　　　　量 
DC3V(単1形アルカリ乾電池×2個)電　　　　　　　　　　　源 

電池切れ警報表示あり 電　池　残　量　表　示 
約1年 電　　　池　　　寿　　　命 

混合水栓の給湯側から分岐 給　　　湯　　　配　　　管 
G1/2接　　　　　続　　　　　径 

給湯用ホース 配　　　管　　　材　　　料 
48℃以下 給　　　湯　　　温　　　度 
電磁弁 温　　水　　開　　閉　　弁 

標準0.3MPa(動水圧)〔0.2～0.5MPa〕 使　　　用　　　水　　　圧 
4.0～6.0L/min噴　　　霧　　　流　　　量 

縦(左右)＝3個×2列、横(下)＝3個×1列 ノ　　ズ　　ル　　配　　置 
赤外線式ワイヤレス通信(受信のみ)機 器 本 体 と の 通 信 方 式  

単1形アルカリ乾電池(2個)、フィルター付パッキン、ねじ一式 付　　　属　　　部　　　品 

ミストユニット

40W
30W
23W
20W
36W
30W
23W
20W
64W
60W
28W
21W
58W
42W

1.0W以下 

ワイヤレスリモコン、単4形乾電池(2個)、リモコンホルダー 
高さ150mm×幅63mm×奥行20mm

リ        モ        コ        ン 

消費電力 

送風機 

待    機    電    力 
クロスフローファン 循　　　　　　環 
シロッコファン 換　　　　　　気 

プレートフィン形強制通風式 熱        交        換        器 
風向ルーバー(上下：リモコン調節、左右：手動)ル        ー        バ        ー 

PP樹脂 フ 　 ィ 　 ル 　 タ 　 ー  

本体取付板、型紙、ゴムブッシング、ねじ一式、配管接続金具 
ホースバンド、換気部一式、ワイヤレスリモコン、リモコンホルダー 

単4形乾電池(2個)、取扱説明書、工事説明書 
付        属        部        品 

ミスト 
サウナ 

暖   房 

乾   燥 

換   気 

涼   風 

スピード 
強 
弱 
微 

スピード 
強 
弱 
微 

スピード 
標準 
強 
弱 
強 
弱 
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保証・サービス

●その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますのでご了承ください。
　ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、修理(有料)いた
　します。なお、補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後
10年です

補修用性能部品の保有期間

サービス(修理)を依頼される前に40～43ページの｢故障かな？と思ったら｣の項を見て、
今一度確認してください。不具合があるときはご自分で修理せず、お買い求めの販売店ま
たは、もよりの大阪ガスにご連絡ください。
●アフターサービスをお申しつけいただくときは、次のことをお知らせください。

サービスを依頼されるときは

保証・修理について

この機器には｢保証書｣がついています
●保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理
　いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことが
　ありますので、大切に保管してください。また、保証登録カードに必要事項が記入されて
　いるかご確認ください。
●無料修理期間経過後の故障修理については、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガ
　スにご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理いたします。

1.  品　　　名……………ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機(カワック)
2.  商品コード……………161-C100型
　　　　　　　　　　　　(リモコンの下部に記載してあります。)
3.  お買い上げ年月日……保証書をご覧ください
4.  故障の状況(現象または異常表示の内容)…できるだけ詳しく
5.  ご住所、お名前、電話番号、道順(付近の目印など)
6.  訪問ご希望日

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。

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。

お願い




