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こんなことができます

※ は参照ページを示します。

このガス温水ミストユニットは、ガス温水浴室暖房乾燥機（大阪ガス指定）
の暖房運転と合わせてご使用いただくと、浴室をミストサウナ（湿度の高
い湿式サウナ）としてお使いいただけます。

ミスト運転とガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転をして
おいてください。
（暖房運転の方法は、ガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説
明書をご覧ください）

＜運転開始時間の目安＞
　　夏：入浴の約10分前
　　春・秋：入浴の約15～20分前
　　冬：入浴の約30分前

入浴前に運転をしておく

あたたかい温水ミストとガス温水浴室暖房乾燥機の暖
房運転で浴室内があたたまっているため、寒い冬場な
どの入浴でも快適にご利用いただけます。

浴室へはいったとき

＊ミストサウナとしてお使いいただけます。
＊ミストサウナの入浴時間は、約10分が目安です。
（個人差がありますので、体調に合わせて無理のな
い時間で入浴してください）

入浴中 入浴後は乾燥（換気）運転を

＊ミスト運転時は、必ず浴室のドア・窓を閉めてください。ドアを開けたままミスト運転すると、脱衣場にミスト
（湿気）が漏れるおそれがあります。また、給気口※が開閉できるタイプで脱衣場へのミスト（湿気）が漏れるのが気
になる方は、給気口※を閉じてください。（ミスト運転終了後は給気口※を元に戻しておいてください）
＊ミスト運転後に、ガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥/涼風/換気運転をするときは、給気口※を開けてください。

（※給気口とは？ P.8）

警告
脱水症状のおそれがあります。

ミストサウナ入浴の前後には
水分をとる

注意

浴室・ガス温水浴室暖房
乾燥機・ミストユニット
を良好に保つため、入浴
後（特にミスト運転後）は
ガス温水浴室暖房乾燥機
で必ず乾燥運転または換
気運転をおこなう

水滴がついたまま長期間放置しておくと、浴
室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニット
のにおいやカビの発生原因になります。
※特にミスト運転後は、浴室の一部・天井・ガ
ス温水浴室暖房乾燥機のグリル部やミストユ
ニットなどに水滴が残る場合があります。こ
の場合、水滴をふき取るか、再度乾燥（換気）
運転をしてください。換気運転で浴室を乾燥
すると、約半日程度の時間がかかります。

ガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥（換気）運転をしてく
ださい。
（乾燥（換気）運転の方法は、ガス温水浴室暖房乾燥機
の取扱説明書をご覧ください）

警告

ミストサウナ入浴中、あつす
ぎるときはガス温水浴室暖房
乾燥機の暖房運転やミスト運
転を停止するか、熱源機のリ
モコンの給湯温度の設定を下
げて、ミストの温水温度を調
節する

注意 ミスト運転中は、必ず浴
室のドア・窓を閉める

ドアを開けたままミスト運転すると、脱衣場に
ミスト（湿気）が漏れるおそれがあります。

注意
ミスト運転中は、絶対にガス
温水浴室暖房乾燥機の乾燥/
涼風/換気運転をしない

＊ミスト運転中にガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥/
涼風/換気運転をすると、換気ダクト内に水分が
排出され、機器・建物の損傷の原因になります。
また、換気口から水が落ちたり、思わぬ事故の原
因になります。
＊24時間換気機能付きのガス温水浴室暖房乾燥機
をご使用の場合は、ミスト運転時は必ず暖房運転
をおこなうか、浴室換気を「切」にしてください。
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お客さまご自身で設置工事・移動再設置を
しない

水漏れや取り付け不備の原因になります。販売
店または、もよりの大阪ガスにご相談くださ
い。

（つづき）

禁止

食品・動植物・精密機械・美術品の保存、
船舶・車への搭載などの特殊用途に使用し
ない

それらの家財や商品の品質が低下する原因にな
ります。

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

温度の上昇やミストで濡れることにより、壁や
天井のクロスの変色、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。

禁止

ミストノズルの穴に針金などの先端の鋭利
なものを差し込まない

ミストの湯温が高くなったり、故障の原因にな
ります。

禁止

必ず単1形アルカリ乾電池（2本）を使用する

マンガン乾電池を使用しないでください。
液漏れしやすい特性があります。また、使用時
間が短くなったり、誤った電池残量を表示する
場合があります。

乾電池の液が漏れている場合は

漏れた液に触れないよう気をつけてください。
やけどの原因になります。

乾電池の液が目に入った場合は

きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受
けてください。

充電式乾電池を使用しない
新旧・異種の乾電池を混用しない

乾電池からガスが出ることがあり、本体が破裂
する原因になります。

禁止 必ず
おこなう

禁止

給湯・シャワーの使用時は、リモコンの給
湯温度の設定に注意する
ミスト運転時は、給湯温度を48℃以下に設定し
ます。ミスト運転後は、適切な温度に戻してあ
ることを確認してから、お湯やシャワーを使用
してください。
（他栓でのお湯の使用中は、給湯温度の変更はし
ないでください）

必ず
おこなう

ミスト運転中や運転後しばらくは、ノズル
やノズル付近に触れない、顔や手など近づ
けない

高温になっているので、やけどの原因になります。

接触禁止

修理技術者以外の人は分解・修理・改造は
おこなわない

故障や異常作動して、けがの原因になります。分解禁止

特に注意していただきたいこと-1
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
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。

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。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。

■注意・禁止内容の絵表示

接触禁止

高温注意 火気禁止

（つづく）

警告
長時間にわたりミストサウナ入浴をしたり、ガス温水浴室暖房乾燥機の温風を身体に直接当てない

顔や頭部にミストや温風を長時間当てるとのぼせたり、脱水症状や低温やけど、体調変化や健康障害の原因
になります。
特に次のような方が使用する場合、ミスト運転およびガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転を停止するか、周
囲の方が注意してください。

　●疲労の激しい方
　●皮膚の弱い方
　●皮膚感覚の弱い方

ミストやガス温水浴室暖房乾燥機の温風を、動植物に直接当てない

動植物に悪影響を及ぼす原因になります。

禁止

●温風が体に当たることを好まない方
●お酒や睡眠薬を飲まれた方
●乳幼児・お年寄り・病人やけがなどで、自分の意思で体を動かせない方

（つづく）

水ぬれ禁止

ぬれ手禁止

特定しない
一般的な禁止

分解禁止

必ずおこなう

次のような病状の方はミストサウナ入浴は
しない
また、サウナが体質的に合わない方は使用
を控える

　●心臓病（心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など）
　●動脈硬化症　●高血圧症　●貧血症
　●安静を要する急性の感染症やけがなど
　●医師に入浴を禁じられている方
　●体調の悪い方　●呼吸器障害の方
　●妊娠中の方　●皮膚病の方
　●発熱のある方

禁止 必ず
おこなう

ミストサウナ入浴中、あつすぎるときはガ
ス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転やミスト
運転を停止するか、熱源機のリモコンの給
湯温度の設定を下げて、ミストの温水温度
を調節する

個人差があるため、体調に合わせて無理の
ない時間でミストサウナ入浴をする

ミストサウナ入浴の前後には水分をとる

脱水症状のおそれがあります。
必ず

おこなう

必ず
おこなう

ミストサウナ入浴中に気分が悪くなった場
合は、直ちにミスト運転およびガス温水浴
室暖房乾燥機の暖房運転を停止し、窓・ド
アを開ける

重大な健康障害になることがあります。

異常音・水漏れ・異臭など、異常に気づい
たときは

すぐに使用を中止し、販売店または、もよりの
大阪ガスに連絡する。

必ず
おこなう

ミスト運転中は、必ず浴室のドア・窓を閉
める

ドアを開けたままミスト運転すると、脱衣場にミ
スト（湿気）が漏れるおそれがあります。

必ず
おこなう

ミスト運転中は、給湯温度を48℃を越えて
設定しない

ミストを浴びるときは、手で湯温を確認してか
ら使用してください。（確認時、手をノズルに近
づけすぎないように注意してください）やけどの
原因になります。
給湯温度設定を48℃を超えて運転すると、設定
温度異常で停止する場合があります。

高温注意

（つづく）

必ず
おこなう

ミスト運転時は、物干しバーを片付ける

物干しバーにミストがあたると、しずくとなっ
て体にあたり、不快に感じることがあります。

乾電池の表示に従って使用する

乾電池の液漏れ・発熱・破裂の原因になりま
す。必ず

おこなう

注意

禁止

入浴中に、長時間、ミスト運転とガス温水
浴室暖房乾燥機の暖房運転を併用しない

脱水症状・低温やけどの原因になります。
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（つづき）

特に注意していただきたいこと-2

お子さまが操作をしたり、ひとりで使用し
たりしないよう注意する

思わぬ事故の原因になります。必ず
おこなう

浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユ
ニットを良好に保つため、入浴後（特にミス
ト運転後）は、ガス温水浴室暖房乾燥機で必
ず乾燥運転または換気運転をおこなう

水滴がついたまま長期間放置しておくと、浴
室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニット
のにおいやカビの発生原因になります。
※特にミスト運転後は、浴室の一部・天井・ガス
温水浴室暖房乾燥機のグリル部やミストユニッ
トなどに水滴が残る場合があります。この場
合、水滴をふき取るか、再度乾燥（換気）運転を
してください。
　換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の
時間がかかります。

必ず
おこなう

お湯はり中や給湯・給水の使用中にミスト
運転をすると、ミスト噴霧量や温度が変化
することがあります

水圧が下がるため、ミストが顔にかかったり、ノ
ズルから近い距離でのミストが高温になったりす
る場合がありますので、注意してください。
ミスト噴霧量が極端に少なくなったときはミス
ト運転の使用をお控えください。

ミスト運転中は、おふろのお湯はりを同時
におこなわない
ミスト噴霧量が減ったり、ミストの温度が下
がったり、お湯はりが中断する場合があります。

必ず
おこなう

乾電池に関する注意(お願い）

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に
処理を依頼してください。もしお客さまで旧機
器の処理をされる場合、乾電池を使用している
機器は、乾電池を取り外してから正規の処理を
してください。

ミストユニットを廃棄処分するときは、必
ず乾電池を取り外す

乾電池を入れたまま廃棄すると、リサイクルの
際、思わぬ事故の原因になります。

必ず
おこなう

長期間使用しないときはミストユニットの
乾電池を抜く

乾電池の液漏れの原因になります。必ず
おこなう

24時間換気機能付きのガス温水浴室暖房乾
燥機をご使用の場合は、ミスト運転時は必
ず暖房運転をおこなうか、浴室換気を「切」
にする

ミストがガス温水浴室暖房乾燥機内にたまり、
機器をいためる原因になります。

必ず
おこなう

（つづく）（つづく）

ミストユニットにもたれたり、つかんだり
して力を加えない
手すりや踏み台として使用しない

すべって転倒したり、ミストユニットが外れて
けがの原因になります。

禁止

（つづき）

禁止

温泉水・井戸水・地下水・塩水を使わない

水質によっては、機器や配管を腐食させる原因
になります。禁止

適切な水圧で使用する
＊水圧が高い場合、ホースの寿命が短くなった
り、本体・給湯栓が破損したりするおそれが
あります。
＊水圧が低い場合、ミストがきれいに噴霧しな
かったり、ミストが水になったりする場合が
あります。
※水圧が合っていない場合は、販売店または、
もよりの大阪ガスへご連絡ください。

必ず
おこなう

ミスト運転中は、絶対にガス温水浴室暖房
乾燥機の乾燥/涼風/換気運転はしない

換気ダクト内に水分が排出され、機器・建物の
損傷の原因になります。また、排気口から水が
落ちたり、思わぬ事故の原因になります。

禁止

ミストユニットに故意にお湯や水を
かけない

故障の原因になります。水ぬれ
禁止

ぬれ手
禁止

浴室に化粧品類や可燃性ガスの含まれるス
プレーなどを放置しない

＊クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温
になじみ易くなるように作っているため、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。

禁止

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
が本体に付着すると、変色・腐食などにより、性
能および耐久性を著しく損なう原因になります。

禁止

ミストユニット周辺で火気を近づけない、
使用しない

火災や、故障の原因になります。火気禁止

お手入れ時は、
＊運転を停止する
＊ミストユニットが冷えていることを確認する
＊手袋などで手を保護する

やけどやけがの原因になります。

お手入れには台所用中性洗剤を薄めて使う
薄めて使用したあとは、洗い流してやわらか
い布でからぶきする（アルコール・ベンジ
ン・シンナー・磨き粉・浴室用洗剤・防カビ
剤・塩素系洗剤・殺虫剤・住宅用のアルカリ
性合成洗剤などを直接ふきかけない）
樹脂製品に付着した溶剤などを放置すると〔ケミ
カルクラック〕と呼ばれるひび割れや、変色、材
質の低下などの故障やさびの原因になります。万
一かかったときは、すぐに水で洗い流してくださ
い。
また、直接ふきかけなくても、浴室の壁面のお手
入れ時にふきかけたものが、ミストユニットに蓄
積される場合がありますので、定期的にお手入れ
をしてください。（ P.19）

高温スチーム洗浄機やスチールたわしを使用
しない
本体をいためる原因になります。

必ず
おこなう

禁止

浴室テレビや浴室リモコンなどにミストが
直接当たらないように、ミストユニットの
向きを調節する

故障の原因になります。
また、ミスト運転中に浴室テレビや浴室リモコ
ンを操作した際に音がこもったように聞こえる
場合がありますが、水膜の影響によるもので故
障ではありません。

必ず
おこなう

浴槽の排水栓をし、浴槽のふたを開けたま
ま、長時間ミスト運転をすると、浴槽にた
まったお湯は熱源機の給湯設定温度に近い
温度になっているため、必ず湯温を確かめ
てから入浴する

必ず
おこなう

お願い

事故防止のため、この機器専用の付属品・別売品
以外は使用しない

業務用のような使いかたをしない

製品の寿命を短くします。業務用のような使いかたをし
た場合の修理は、保証期間内でも有料になります。

ミスト運転中に、ノズルに向かって目を開けない

水道水に含まれる塩素で目が赤くなったり、目が痛く
なったりする場合があります。

せっけんは直接ミストがかからない場所に置く

ミストがかかると、せっけんが溶けやすくなるため、消
耗が早まります。

熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置く

ミスト運転時またはガス温水浴室暖房乾燥機の暖房（乾
燥）運転時は、浴室内の温度が高くなる場合がありま
す。

ミスト運転中は金属製のもの（貴金属のネックレ
ス・ピアス・時計や眼鏡など）が熱くなるため、取
り外して入浴する

乾電池は正しい方向に入れる

正しく入っていないと、故障の原因になります。

乾電池は約1年を目安に、交換する

乾電池の種類や使用回数により異なります。
付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、自然放
電により寿命が短くなっている場合があります。

ミストユニットの電池ケースに水や異物などが
入った場合は、きれいにふき取る

定期的にミスト運転をする

長期間ミスト運転をおこなわない場合、本体内部の電磁
弁が固着することがあるため、定期的に（1ヶ月に1回、
5分程度）ミスト運転をおこなってください。

このミストユニットは、ガス温水浴室暖房乾燥機
の種類によって併用できない場合があります。ガ
ス温水浴室暖房乾燥機の取り替え時などは、必ず
販売店または、もよりの大阪ガスへご相談くださ
い

長時間ミストを直接壁に当てない
壁をいためる原因になります。

禁止
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ポンプタイプの容器に入った液体（シャンプーな
ど）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。

経年的に、紫外線などの影響で本体が変色する場
合があります

あらかじめミスト運転とガス温水浴室暖房乾燥機の
暖房運転で浴室をあたためてからお楽しみください

浴室が充分あたたまるまでは、ミストが肌寒く感じる場
合があります。快適にご利用いただくために、浴室をあ
たためてから入浴してください。

ミストにより、整髪料などが目にはいることがあります

シャンプーなどで洗髪後、ミストをあびることをおすす
めします。

ミスト運転中は金属製の物が熱くなるため、ミス
トが直接あたる場所に置かないでください

入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、本体に
色がついたり、色のついたしずくが本体から落ち
ることがあります

冬期などに換気の排出口から白い湯気のようなもの
が見えたり、しずくが落ちたりする場合があります
これは浴室のあたたかい湿気が冷やされて、白く
見えたり結露する現象で、異常ではありません

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

特に注意していただきたいこと-3

お知らせ

ガス温水浴室暖房乾燥機のグリル部にミストがつく
場合があります。また、ついたミストがしずくと
なって落下する場合がありますので、ご注意ください

浴室の温度や湿度が高くなると、排水口や床面な
どからにおいがしやすくなる場合があります
定期的に浴室やガス温水浴室暖房乾燥機のフィル
ター（エアーフィルター）を掃除していただくこと
で軽減されます

給湯温度が低すぎたり、熱源機の運転スイッチ「切」
で使用すると、冷たいミストが出る原因になります

ミストユニットを浴室内の壁面に取り付けます。
給湯暖房用熱源機などの給湯用温水を利用して、ミストを噴霧します。
また、ガス温水浴室暖房乾燥機（給湯暖房用熱源機などの暖房用温水を利用します）の暖房運転と合わせてご使用いただ
くと、浴室をミストサウナ（湿度の高い湿式サウナ）としてお使いいただけます。

ガス温水浴室暖房乾燥機との組合せによる
ミスト運転のしくみ

　● 壁掛設置形のガス温水浴室暖房乾燥機の場合 ●

暖房用温水配管

　● 天井設置形のガス温水浴室暖房乾燥機の場合 ●

ガス温水浴室暖房乾燥機

電源線

通信線

暖房用温水配管

給湯暖房用熱源機
暖房・乾燥時（温風の出る運
転時）に熱源機が燃焼して、
暖房用温水を浴室暖房乾燥
機へ送ります。
（涼風・換気時は、燃焼しま
せん）

給湯暖房用熱源機
暖房・乾燥時（温風の出る運
転時）に熱源機が燃焼して、
暖房用温水を浴室暖房乾燥
機へ送ります。
（涼風・換気時は、燃焼しま
せん）

ガス温水浴室暖房乾燥機

通信線

電源線知っておいていただきたいこと
　● 給気口とは？ ●

＊空気を取り入れるための窓です。（壁や天井についているご家庭もあります）
＊給気口が開閉できるタイプで、ミスト運転中に脱衣室へのミスト（湿気）が漏れるのが気になる方は、給気口を閉じて
ください。（ミスト運転終了後は、給気口を元に戻しておいてください）
＊ガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥/涼風/換気運転時には、開けておいてください。
給気口がない場合は、窓かドアを少し開けてください。（給気口の替わりになります）

一般的にドアの�
下あたりに�
ついています�

＜給気口の一例＞
開閉ができるタイプ

給湯用温水配管

給湯用温水配管

ガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説明書に「サウナ機
器との併設はしない（機器故障の原因になります）」
といった内容の記載がある場合でも、当社指定の
ガス温水浴室暖房乾燥機であれば併設できます

当社指定以外のガス温水浴室暖房乾燥機と併設した場
合、変色・腐食などにより、性能や耐久性が著しく損な
われ、故障や思わぬ事故の原因になります。

ミストユニット

ミストユニット
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ミストランプ（赤）

警告
乾電池からガスが出ることがあり、本体が破裂する原因になります。

充電式乾電池を使用しない
新旧・異種の乾電池を混用しない

吐水口

湯量調節弁イラストは例です。
給湯栓の形状・部位の名称など
給湯栓メーカーにより異なります。

各部のなまえとはたらき

開閉することで、ミストユニッ
トにお湯を供給・停止します。

（ P.14,15）

ミストユニット

給湯栓

警告 乾電池の液が漏れている場合は

漏れた液に触れないよう気をつけてください。やけどの
原因になります。

ミストユニットの乾電池を交換する

警告
マンガン乾電池を使用しないでください。液漏れしやすい特性があります。また、使用時間が短くなったり、誤っ
た電池残量を表示する原因になります。

警告 乾電池の液が目に入った場合は

きれいな水で洗い流し、すぐに医師の診察を受けてくだ
さい。

必ず単1形アルカリ乾電池（2本）を使用する

注意 乾電池の表示に従って使用する

乾電池の液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

注意 長期間使用しないときはミストユ
ニットの乾電池を抜く

乾電池の液漏れの原因になります。

2 本体を回転させて、背面を
手前にする1 本体に水滴がついて

いる場合はふき取る
ねじ（2か所）をゆるめて、電池ふたを外す※3

ねじ

ねじ

5 電池ふたを取り付け、ねじ（2か所）を確実に締めて
元どおりにする

古い電池を外し、単1形のアルカリ乾電池（2本）
を、「＋」「－」の表示にしたがって、正しく入れる
（交換する）4

＊乾電池の寿命は約1年です。（使用頻度により異なります）
＊電池ふたが確実に閉まっていない場合は、水が浸入し故障の原因になります。
＊電池ふたを取り外した際に、乾電池が納まっているケースに電池ふたのパッキンが残る場合がありま
す。再度、電池ふたを取り付ける場合は、パッキンを電池ふたの溝にしっかりとはめこみ、ねじ（2
か所）を確実に締めて元どおりにしてください。

このノズルか
らは、大きめ
の粒のミスト
が出ます。

電池ケース（背面）

電池ふたのねじを開け、単1形
アルカリ乾電池（2本）を入れて
ください。　　　　（ P.11）

電池交換ランプ（オレンジ）

電池交換時期をお知らせします。
（ P.11,20）

可動ノズル

固定ノズル

本体下側

角度を変えること
で、ミストの出る
方向を左右に調節
できます。

ミスト運転中、点灯します。
10分毎に約10秒間点滅します。

（ P.14,20）
本体上側

角度を変えること
で、ミストの出る
方向を左右に調節
できます。

可動ノズル

角度を変える
ことで、ミス
トの出る方向
を上下に調節
できます。

固定ノズル

このノズルか
らは、小さめ
の粒のミスト
が出ます。

ミストスイッチ

ミスト運転の開始・停止に。
　　（ P.14～15）

角度を変える
ことで、ミス
トの出る方向
を上下に調節
できます。

電池ふた

ねじ

ねじ

電池ふた

※ねじが固い場合は、硬貨などを使ってねじを回し
てください。
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ミスト運転に関するお知らせ ミスト運転をする-1

＊ガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転を併用せずに、ミストユニットのみで使用すると、浴室が充分にあたたまりません。
＊ミストユニットのみで使用した場合も、ガス温水浴室暖房乾燥機で乾燥（換気）運転をしてください。

　● ミストユニットのみで使用した場合は ●

＊ミスト運転中にガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥/涼風/換気運転をすると、換気ダクト内に水分が排出され、機器・建物
の損傷の原因になります。また、換気口から水が落ちたり、思わぬ事故の原因になります。

＊24時間換気機能付きのガス温水浴室暖房乾燥機をご使用の場合は、ミスト運転時は必ず暖房運転をおこなうか、浴室
換気を「切」にしてください。

　● ミスト運転中は、絶対にガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥/涼風/換気運転をしないでください ●

　● ミスト噴霧量の調節について ●

＊湯量調節弁により、お好みの湯量に調節してください。（湯量を少なくしすぎると熱源機の運転が停止し、水が出るこ
とがありますので、注意してください）

　● 浴室温度の調節について ●

＊あつい場合の操作
　・ガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転の風量・温度を下げてください。★
　・温風が直接体に当たらないように、ガス温水浴室暖房乾燥機の風向を調節してください。★
　・ミストを体に当てないように、ミストユニットの向きを調節してください。
　・ミストユニットからはなれてください。
　・ミストの温水温度を下げてください。（熱源機のリモコンの給湯温度設定を下げてください）
＊あつすぎる場合の操作
　・ガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転やミスト運転を停止してください。
＊あつさが物足りない場合の操作
　・ガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転の風量・温度を上げてください。★
　・ガス温水浴室暖房乾燥機の風向を調節してください。★
　※給湯栓（サーモ付混合水栓）の種類によっては、給湯栓の温度調節つまみを「つめたい（C）」ほうに回すと、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給湯栓の温度調節つまみを「あつい（H）」ほうに回してください。
（使用後は必ず元に戻し、やけどに注意してください）

　・ミストを体に当てるように、ミストユニットの向きを調節してください。
　・ミストユニットに近づいてください。

★ガス温水浴室暖房乾燥機のリモコンが脱衣場に取り付けられている場合があります。

　● しずくについて ●

＊ミスト運転中、ガス温水浴室暖房乾燥機に付着したミストが熱いしずくとなって落ちてくる場合があるので、注意して
ください。

　● ミスト運転中や運転直後は、ノズルがあつくなっています ●

＊可動ノズルの方向を変える場合は、必ずミスト運転を停止してから、注意して操作してください。（ P.16）

　● ミスト運転は、熱源機で沸かしたお湯を使います（給湯温度に注意） ●

＊ミスト運転前に、必ず熱源機のリモコンの運転スイッチを「入」にし、給湯温度を48℃以下に設定してください。
＊ミスト運転中は、給湯温度を比較的高い温度に設定しているため、よく注意してシャワーやお湯（浴室以外の他の給湯
栓も含みます）を使用してください。

＊ミスト運転停止後は、やけど防止のため、給湯温度設定を元に戻してください。
※ミストの温度が異常（あつすぎる）になると、安全のため、自動的にミスト運転を停止し、ミストユニットのミストラン
プが点滅しつづけます。（解除するには P.20）

＊シャワーを使用するときと同様に、ミスト運転時には、まずミストの温度を確かめてからご使用ください。一時的にミ
ストの温度が下がったり、あついミストが出る場合があります。

　● おふろのお湯はりとミスト運転を同時におこなわないでください ●

＊ミスト噴霧量が減る、ミストの温度が下がる、お湯はりが中断する場合があります。
＊オート止水機能付き給湯器をご使用の場合、ミスト運転中にお湯はりが完了すると、ミスト噴霧が停止します。お湯は
りを解除すると、ミスト噴霧を再開します。（お湯はりの解除方法は、給湯器の取扱説明書をご覧ください）

＊【オート止水機能付き給湯器をご使用の場合】
【給湯栓からお湯はりをするタイプの給湯器をご使用で、お湯はり完了のお知らせの設定をしている場合】
おふろのお湯はりとミスト運転を同時におこなった場合、設定したお湯はり量より少ない量でお知らせします。

＊【給湯栓からお湯はりをするタイプの給湯器をご使用の場合】
おふろのお湯はりとミスト運転を同時におこなった場合、お湯はりに時間がかかります。

警告
脱水症状のおそれがあります。

ミストサウナ入浴の
前後には水分をとる

注意 ミスト運転中は、必ず浴室のドア・窓を閉める

注意
＊ミスト運転中にガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥/涼風/換気運転をすると、換気ダクト内に水分が排出され、機器・建
物の損傷の原因になります。また、換気口から水が落ちたり、思わぬ事故の原因になります。

＊24時間換気機能付きのガス温水浴室暖房乾燥機をご使用の場合は、ミスト運転時は必ず暖房運転をおこなうか、浴室
換気を「切」にしてください。

注意 浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニットを良好に保つため、入浴後（特にミスト運転
後）はガス温水浴室暖房乾燥機で必ず乾燥運転または換気運転をおこなう

水滴がついたまま長期間放置しておくと、浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニットのにおいやカビの発生原因に
なります。
※特にミスト運転後は、浴室の一部・天井・ガス温水浴室暖房乾燥機のグリル部やミストユニットなどに水滴が残る場合
があります。この場合、水滴をふき取るか、再度乾燥（換気）運転をしてください。換気運転で浴室を乾燥すると、約半
日程度の時間がかかります。

ミスト運転中は、絶対にガス温水浴室暖房乾燥機の乾燥/涼風/換気運転をしない

警告
ミストサウナ入浴中、あつすぎるときはガス温
水浴室暖房乾燥機の暖房運転やミスト運転を停
止するか、熱源機のリモコンの給湯温度の設定
を下げて、ミストの温水温度を調節する

ドアを開けたままミスト運転すると、脱衣場にミスト（湿気）が漏れるおそれがあります。

浴室が充分あたたまるまでは、ミストが肌寒く感じる場合があります。（これは噴霧されたあたたかいミストが浴室内の
冷えた空気に熱を吸収されて、体の近くにくるまでにミストの温度が下がるためです）

　● 入浴前には浴室を充分あたためてから入浴してください ●

おすすめ設定
　＊ガス温水浴室暖房乾燥機の温度設定：最も高い設定に
　＊ガス温水浴室暖房乾燥機の風向設定：床面に温風が当たるような設定に
　＊入浴の※分前に運転開始（時間は目安です）
　　　※夏：約10分前、春・秋：約15～20分前、冬：約30分前
　＊熱源機のリモコンの給湯温度設定：48℃または47℃

＊冷え込みの厳しいとき（外気温が低いとき）　＊タイル貼りの浴室　＊広い浴室　＊大きな窓（1m2以上）がある浴室
＊暖房負荷の高い浴室（屋外と面している外壁が三面ある場合など）

　● 冬場等で外気温が低いときなどは、浴室が充分にあたたまらない場合があります ●

上記「おすすめ設定」で入浴前にミスト運転とガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転をしておくと、予備暖房と同じ効果が得
られ、さらに床面まであたためることができます。

　● より浴室をあたためることができます ●

ミスト運転開始後、約10分毎にミストランプが点滅（約10秒間）し、経過時間をお知らせします。
ミストを快適にご利用いただく時間には、個人差があります。体調に合わせて無理のない時間でミストサウナ入浴をお楽
しみください。

　● ミストサウナ入浴は、約10分を目安にお楽しみください ●

水滴がついたまま長期間放置しておくと、浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニットのにおいやカビの発生原因に
なります。
※浴室の一部・天井・ガス温水浴室暖房乾燥機のグリル部やミストユニットなどに水滴が残る場合があります。この場合、
水滴をふき取るか、再度乾燥（換気）運転をしてください。換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の時間がかかります。

　● ミスト運転後は、充分に浴室内を乾燥（換気）してください ●
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ミスト運転をする-2

本体のミストスイッチを
「切」にする1

準備

ガス温水浴室暖房乾燥機（大阪ガス指定）の暖房運転と合わせてご使用いただくと、浴室をミスト
サウナ（湿度の高い湿式サウナ）としてお使いいただけます。

ドア・窓を閉める�

物干しバーがある場合は�
外すか、ミストがかから�
ない場所に片づける�

ガス温水浴室暖房乾燥機で暖房運転を
しておく（イラストは天井設置形です）

1
暖房運転の方法は、ガス温水浴室暖房乾燥
機の取扱説明書をご覧ください。

熱源機のリモコンの運転
スイッチを「入」にする2

熱源機のリモコンの給湯温度を48℃以下に設定する3
お好みの温度に設定して使用できます。（最高48℃まで）
※高温のお湯がミストユニットの中を流れると、安
全のためにミストが止まります。（ P.20）

ミストが洗い場の方向へ向くように
ミストユニットの角度を調節する5

6

＊約10分毎に、ミストランプが約10秒
間点滅して、時間の経過をお知らせし
ます。
＊連続50分間ミスト運転をすると、自動
的に停止します。

ミストユニットのミストスイッチ
を「入」にする（約5秒後にミストが
噴霧します）

（約5秒間） ミスト噴霧開始

再度ミストスイッチを押すと停止します

＊シャワーなどの使い始めに水が出るように、ミストの出始めは、配管やミストユニット内に残っていた水が出る
ため、冷たい場合があります。ミストユニットの向きを調節するなどして、体に当たらないようにしてください。
＊シャワーを使用するときと同様に、ミスト運転時には、まずミストの温度を確かめてからご使用くだ
さい。一時的にミストの温度が下がったり、あついミストが出る場合があります。

＊ミスト噴霧中にミストの出る方向を調節する場合は、いったんミスト運転を停止してから、調節してくだ
さい。（設定した給湯温度によっては、ミストがあつい場合があります）

＊給湯栓（サーモ付混合水栓）の種類によっては、給湯栓の温度調節つまみを「つめたい（C）」ほうに回すと、
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給湯栓の温度調節つまみを「あつい（H）」
ほうに回してください。（使用後は必ず元に戻し、やけどに注意してください）

運転のしかた 停止のしかた

熱源機のリモコンの給湯
温度を適温に戻す2

湯量調節弁を閉める
（「とじる」の方へ止まるまで回す）

3

ガス温水浴室暖房乾燥機を停止する
（イラストは天井設置形です）

4
停止の方法は、ガス温水浴室暖房乾燥機の
取扱説明書をご覧ください。

ミスト運転後は、ガス温水浴室暖房乾燥機で
必ず乾燥運転または換気運転をおこなう

（乾燥の目安時間 P.18）

5

乾燥（換気）の方法は、ガス温水浴室暖房乾燥機の
取扱説明書をご覧ください。

湯量調節弁を全開にする
（「ひらく」の方へ止まるまで回す）

4

湯量調節弁によりお好みの湯量に調節す
ることができます。（湯量を少なくしすぎ
ると熱源機の運転が停止し、水が出るこ
とがありますので、注意してください）

警告
ミスト運転時は、給湯温度を48℃以下に設定します。ミスト運転後は、適切な温度に戻してあることを確認して
から、お湯やシャワーを使用してください。（他栓でのお湯の使用中は、給湯温度の変更はしないでください）

給湯・シャワーの使用時は、リモコンの給湯温度の設定に注意する
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ミストの方向を調節する

必ずミスト運転を停止してから、注意して操作してください

まず、真正面でミストを当てて
みてから、お好みに合わせて角
度を調節してください

本体上側だけ(本体下側だけ)でミストを出すことはできません。
（ミストサウナ入浴を充分にご利用いただくためには、本体上下からのミストの量が必要です）

本体上側を�
右 または 左�
に向ける�

背中・腰などに当てたいとき 肩などに当てたいとき 可動ノズルを動かす
ことで細かい調節が
できます

★効果的なミストサウナのご利用のしかた-1

運転前のポイント

ミストサウナ入浴を快
適にご利用いただく時
間には、個人差があり
ます�
無理のない時間でミス
トサウナ入浴をご利用
ください�

約10分を目安に、�
ミストサウナ入浴を�
お楽しみください�

ミスト運転中、気分が悪
くなったときは�

ミスト運転およびガス温
水浴室暖房乾燥機の暖房
運転を停止し、�
窓を開けるか換気する�

ノズルに向かって�
目を開けないでく�
ださい�

＊ミストが顔や体に当たって不快な場合�
＊ミストを顔や体に集中的に当てたい場合�

P.16「ミストの方向を調節する」を参考に�
ミストユニットの角度を調節する�

ガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転を併用中に、あつ
いなど不快な場合は�

ガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説明書に従い、運転を
停止または調節する�

シャワーなどの使い始めに水が出るように
ミストユニットの使い始めにもミストユニ
ットや配管内に残っていた水が出る場合が
あります�

ミストが冷たい場合は、ミストユニットの
角度を調節するなどしてミストをよける�

お湯はり中や給湯・給水使用中にミスト運
転をすると、水圧が下がってミスト噴霧量
やミストの温度が変化することがあります�

天井やガス温水浴室暖房乾燥
機のグリル部などに水滴がた
まって落下する場合がありま
すので、ご注意ください�

物干しバーがあると、ミストが�
物干しバーにかかり、水滴になって�
落ちてきます�

物干しバーを外しておく または�
ミストのかからない場所にかける�

浴室を充分にあたためておかな
いと、ミストが肌寒く感じるこ
とがあります�

入浴前に、ミスト運転とガス温水浴室�
暖房乾燥機の暖房運転をしておく�

ミスト運転時、浴槽
のふたに水がたまる
のが気になる方へ�

浴槽のふたを開けて
おく�

入浴前に充分に�
水分をとって、�
ミスト運転を�
ご利用ください�

せっけんはミストが
かかると溶けやすく
なります�

せっけん箱に入れて
ふたをしたり、ミス
トがかかりにくいと
ころに置く�

浴室のドアが開いていると、あ
たたまりにくかったり、脱衣場
にミスト（湿気）が漏れるおそれ
があります�

浴室のドア・窓は確実に閉める�

運転中のポイント

（天井設置形のガス温水浴室暖房乾燥機のイラスト例です）

（天井設置形のガス温水浴室暖房乾燥機のイラスト例です）

本体下側を�
右 または 左�
に向ける�

本体上側・�
下側を�
右 または 左�
に向ける�

※長時間、ミストを直接壁に当
てないようにしてください。
壁を傷める原因になります。
※ミストユニットの設置位置や高
さによっては、イラストどおり
にならないことがあります。

ミストを顔に当てたくないとき ミストを顔や体に当てたくないときミストを体に当てたくないとき

　

上下が一緒に回らないように
片方を押さえながら回してく
ださい

本体のミスト
スイッチを
「切」にしてく
ださい
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お手入れ（定期的に）

点検（定期的に）

点検・お手入れのしかた

注意
やけどやけがの原因になります。

注意
お手入れには台所用中性洗剤を薄めて使う
薄めて使用したあとは、洗い流してやわらかい布でからぶきする
（アルコール・ベンジン・シンナー・磨き粉・浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・
住宅用のアルカリ性合成洗剤などを直接ふきかけない）

樹脂製品に付着した溶剤などを放置すると、〔ケミカルクラック〕と呼ばれるひび割れなどの故障の原因になります。
万一かかったときは、すぐに水で洗い流してください。
また、直接ふきかけなくても、浴室の壁面のお手入れ時にふきかけたものが、ミストユニットに蓄積される場合が
ありますので、定期的にお手入れをしてください。

お手入れ時は ＊運転を停止する　＊手袋などで指先を保護する
＊ミストユニットが冷えていることを確認する

注意 高温スチーム洗浄機やスチールたわしを使用しない

本体をいためる原因になります。

ガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説明書に従って、点検・お手入れをおこなってください。

　● ガス温水浴室暖房乾燥機 ●

＊フィルター（エアーフィルター）にごみやほこりがたまると風量が減り、乾燥・換気効果が低
下するので、月に1～2回程度 掃除してください。
※掃除が不十分だと、ミストサウナ入浴時にほこりを含んだ水が滴下する原因になります。

＊特に衣類乾燥の頻度の高い場合や、汚れのひどい所でご使用になる場合には、掃除をこまめ
にしてください。

熱源機の取扱説明書に従って、点検・お手入れをおこなってください。

　● 熱源機 ●

【ノズル部】
やわらかい歯ブラシ等で汚れを落としてください。その後シャワーなどで洗い流し、やわらかい布でからぶきし
てください。

【ミストユニット本体】
汚れは、やわらかい布でからぶきしてください。
汚れがとれない場合は、やわらかい布をぬるま湯に浸し、よくしぼってふいてください。
洗剤を使用する場合は、台所用中性洗剤を薄めて使用してください。薄めて使用したあとは、洗い流してやわら
かい布でからぶきしてください。

　● ミストユニット ●

運転後のポイント

＊乾燥時間は、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。
＊浴室の種類・大きさや、ご使用条件により、床面など一部乾きにくい所があります。またミスト運転ご使用後
の乾燥運転では、天井など乾きにくい所があります。

乾燥時間　 約2時間
＊定格出力3.3kW天井設置形のガス温水浴室暖房乾燥機
＊浴室周辺 温度15℃ 湿度60％ ＊ユニットバス1坪（1616サイズ）浴室

　● 浴室の乾燥時間の目安 ●

注意
水滴がついたまま長期間放置しておくと、浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニットのにおいやカビの発生
原因になります。
※特にミスト運転後は、浴室の一部・天井・ガス温水浴室暖房乾燥機のグリル部やミストユニットなどに水滴が残
る場合があります。この場合、水滴をふき取るか、再度乾燥（換気）運転をしてください。換気運転で浴室を乾燥
すると、約半日程度の時間がかかります。

浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニットを良好に保つため、入浴後（特にミスト運転
後）は、ガス温水浴室暖房乾燥機で必ず乾燥運転または換気運転をおこなう

条　件

★効果的なミストサウナのご利用のしかた-2

壁に確実に固定されているか、点検してください。
ゆるんでいたり外れそうな場合は、販売店または、もよりの大阪ガスへご連絡ください。

　● ミストユニット ●
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故障・異常かな？と思ったら-1

電池の残量が残り少なく
なっています。

「ミストユニットの乾電池を交換する」手順に従っ
て、乾電池を交換してください。

ランプ表示 原　因 処　置

11

参照ページ

点滅
（オレンジ）

電池切れです。 「ミストユニットの乾電池を交換する」手順に従っ
て、乾電池を交換してください。

11

点灯
（オレンジ）

ミストユニットがおかしいな？と思ったら

＊オート止水機能付き給湯器をご使用の場合、ミスト運転中にお湯は
り完了すると、ミスト噴霧が停止します。お湯はりを解除すると、
ミスト噴霧を再開します。（お湯はりの解除方法は、給湯器の取扱説
明書をご覧ください）
＊  湯量調節弁を閉じたままにしていませんか？
＊  断水していませんか？

ミスト運転時、ミストが出な
い

12

14
－

こんなとき お調べいただくこと 参照ページ

－ミストユニットのランプ部がおかしいな？と思ったら

13,14ミスト運転中、約10分
毎にランプが約10秒間
点滅して、時間の経過を
お知らせします。

1．ミストスイッチ「切」にする。（ランプ消灯）
2．熱源機のリモコンの給湯温度を40℃前後に
設定する。

3．給湯栓を開け（あついお湯が出るので注意し
てください）、吐水口から出るお湯が適温に
なるまでお湯を出し続ける。

※引き続きミスト運転する場合、ミストの出始め
に48℃を超えたお湯が出ることがあるため、
気をつけてください。
※たびたび同じ現象がおこる場合は、販売店また
は、もよりの大阪ガスへご連絡ください。

－設定温度異常です。
高温のお湯がミストユ
ニットの中を流れると、
安全のため自動的にミス
ト運転を停止します。

ずっと点滅
する（赤）
（消灯しない）

「お知らせ機能」であり、故障・異常ではありませ
ん。

14連続50分間ミスト運転
をすると、自動的に止ま
ります。

約10秒間
点滅（赤）
→消灯

故障・異常ではありません。

ミスト噴霧するまで約5
秒間待機している状態で
す。

故障・異常ではありません。 14

約10秒間
点滅（赤）
→点灯

約5秒間
点滅（赤）
→点灯

＊シャワーなどの使い始めに水が出るように、ミスト運転の使い始め
にもミストユニットや配管内に残っていた水が出る場合があります。
　ミストが冷たい場合は、ミストユニットの角度を調節するなどし
て、体に当たらないようにしてください。

ミスト運転の開始時、
ミストがあたたかくならない

14,16

＊  熱源機のリモコンの給湯温度を48℃（または47℃）に設定し
ていますか？
＊給湯栓の吐水口からは設定温度のお湯が出るのに、ミストの温度が
低い場合は、ミストユニット内のフィルターにゴミなどが詰まって
いる可能性があります。販売店または、もよりの大阪ガスへご連絡
ください。

ミストの温度が低い

6,12

＊連続50分間ミスト運転をすると、自動的に止まります。
＊  ミストランプが点滅しつづけていませんか？

ミストが勝手に止まった 14
20

＊  ミスト運転中に、おふろのお湯はりを同時におこないましたか？
おふろのお湯はりにお湯を使うため、ミストに使えるお湯の量が減
ります。（そのため、噴霧量が減ります）

ミスト噴霧量が減る

14

－

＊  電池交換ランプが点灯していませんか？（電池切れの可能性
があります）
＊  乾電池の「＋」「－」は、正しい方向で入っていますか？
＊  ミストランプが点滅しつづけていませんか？

ミストユニットが運転しない 20

11
20

＊  ミスト運転中にお湯（水）を同時に使用しましたか？
ミスト運転中にお湯（水）を同時に使用すると水圧が下がり、ミスト
噴霧量やミスト温度が変化する場合があります。
＊  ミスト運転中に、おふろのお湯はりを同時におこないましたか？
おふろのお湯はりにお湯を使うため、ミストに使えるお湯の量が減
ります。（そのため、噴霧量が減ります）

ミスト噴霧量やミスト温度が
変化する

6

6,12

＊給湯栓の吐水口からは勢いよくお湯（水）が出るのに、ミストがきれ
いに出ない場合は、ミストユニットへの接続給湯ホース内、または
ミストユニット内のフィルターにゴミなどが詰まっている可能性が
あります。販売店または、もよりの大阪ガスへご連絡ください。
＊停止中にミストユニット内やノズルにたまっていた水がしずくと
なって落ちることがありますが、異常ではありません。
＊水圧が低い可能性があります。販売店または、もよりの大阪ガスへ
ご連絡ください。

ミストがきれいに出ない

ボタボタとしずくになる

－

－

－

＊本体上側のノズル（3か所）と本体下側のノズル（5か所）では、ミスト
噴霧量が異なるため、本体下側のノズルからの噴霧温度が若干高く
感じることがあります。

本体上側と本体下側との
ミスト噴霧温度がちがう

－

＊長期間ミスト運転をおこなわない場合、本体内部の電磁弁が固着
し、ミストが止まらなくなることがあります。定期的に（1ヶ月に1
回、5分程度）ミスト運転をおこなってください。

ミストが止まらない －
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故障・異常かな？と思ったら-2

－＊浴室の種類・大きさや、ご使用条件により、天井・床面など一部乾
きにくい所があります。またミスト運転後の乾燥運転では、天井・
ガス温水浴室暖房乾燥機のグリル部やミストユニットなど乾きにく
い所があります。この場合、水滴をふき取るか、再度乾燥運転をし
てください。
＊換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度かかります。（床面など乾
かない場合がありますので、乾燥運転をおすすめします）

浴室が乾燥しない

＊入浴剤などが付着したものです。乾いた布でふき取ってください。
＊樹脂材質により、色の違いが出てくる場合があります。

本体に色がついている 8
－

＊ミスト運転中や停止後など浴室内が結露しているとき、本体に付着
している水滴が落ちる場合や、結露した水分が換気ダクトを伝って
排出口から水滴が落ちる場合があります。

ガス温水浴室暖房乾燥機から
水滴が落ちたり、換気の排出
口から湯気や水滴が落ちる

8

＊熱源機の取扱説明書の該当ページをご確認ください。ミストや暖房の能力が低下した －

＊ガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説明書の該当ページをご確認くださ
い。

ガス温水浴室暖房乾燥機から
温風が出ない

－

＊  浴室の排水口や床面などが汚れていませんか？
　浴室の温度や湿度が高くなると、排水口や床面などからにおいがし
やすくなる場合があります。定期的に浴室やガス温水浴室暖房乾燥
機のフィルター（エアーフィルター）を掃除してください。
＊浴室・ガス温水浴室暖房乾燥機・ミストユニットを良好に保つた
め、入浴後（特にミスト運転後）はガス温水浴室暖房乾燥機で必ず乾
燥運転または換気運転をおこなってください。
水滴がついたまま長期間放置しておくと、浴室・ガス温水浴室暖房
乾燥機・ミストユニットのにおいやカビの発生原因になります。

運転中、においがする 8

3,6,18

ガス温水浴室暖房乾燥機または熱源機に関する内容は、各取扱説明書の「故障・異常かな？と思っ
たら」をお読みいただき、適正な処置をしてください。
前記以外の現象が起こるときや、その他わからないときは、販売店または、 もよりの大阪ガスに
ご連絡ください。

その他、おかしいな？と思ったら

＊  熱源機のリモコンの給湯温度を48℃（または47℃）に設定し
て、ミスト運転をしていますか？
＊  浴室のドア・窓は開いていませんか？
＊  入浴前に、ガス温水浴室暖房乾燥機で充分浴室をあたためま
したか？（暖房運転しましたか？）
＊  ガス温水浴室暖房乾燥機のフィルター（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のため、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。
＊広い浴室や大きな窓（1m2以上）がある場合、また冷え込みの厳しい冬
場等で外気温が低い場合は、充分にあたたまらない場合があります。

浴室があたたまらない 14

14

こんなとき お調べいただくこと 参照ページ

詳しくは
ガス温水浴
室暖房乾燥
機の取扱説
明書の該当
ページを
ご確認くだ
さい

－

サービスを依頼されるとき

製品名 ････････････････････ガス温水ミストユニット
型番 ･･････････････････････151-N001型
　　　　　　　　　　　　　  ミストユニット本体または本体上側背面でもご確認できます。

異常の状況 ････････････････故障表示など、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

P.20～22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。

　● 連絡していただきたい内容 ●

アフターサービスについて

この取扱説明書には保証書がついています。詳しくは保証書をご覧ください。
本書裏表紙の保証書に記載されている保証期間、保証内容などをよくご確認のうえ、大切に保管してください。
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。

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。

保証について

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造中止後10年です。
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。
但し、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、有料修理いたします。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

補修用性能部品の保有期間

＊入浴剤をご使用の場合、入浴剤の混ざった浴槽水が結露し、入浴剤
の色のついた水滴が落ちることがあります。

色のついた水滴が落ちる 8

【銘板】【ミストユニット本体】

型番

認証登録番号　�

認証登録型式�

JGA  ○○-○○○-○○-○○○○○�

製造番号�

大阪ガス株式会社�

Ｐ�Ｓ�
Ｅ�

ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ�
○○�

○○－○○－○○○○○�

○○○－○�
○○○○○�

○○○○�

○○○○�

○○○○�

電源�
型式    

年�製�

温水式ミストユニット�
（４）１５１－Ｎ００１� 型番
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主な仕様

質 量

型 式 AMU-1

1.9kg

電 源

給 湯 配 管

接 続 径

DC3V（単1形アルカリ乾電池×2本）

給湯栓の給湯側から分岐

G1/2

電 池 寿 命 約1年

電 池 残 量 表 示 電池切れ警報表示あり

設 置 方 式

設 置 場 所

外 形 寸 法

浴室内壁掛設置

浴室壁面

高さ541mm×幅80mm×奥行き110mm（突起部含まず）

給 湯 温 度 48℃以下

温 水 開 閉 弁

ノ ズ ル 配 置

付 属 部 品

電磁弁

縦配置：8個（上側：3個、下側：5個）

単1形アルカリ乾電池（2本）、フィルター付パッキン、フィッシャープラグ、ねじ一式

噴 霧 流 量 標準4.5L/min（動水圧：0.2MPa）〔3.8～7.7L/min（動水圧：0.15～0.5MPa）〕

使 用 水 圧 標準0.2MPa（動水圧）〔0.15～0.5MPa〕

配 管 材 料 給湯用ホース

型 番 151-N001型

※保証登録カード・領収証等貼付欄
お買い上げ店名・お買い上げ日が記載されている保証登録カード、または領収証等と
セットして保管してください。

大阪市中央区平野町４－１－２
Tel フリーダイヤル ０１２０－０－９４８１７（お客さまセンター）大阪ガス株式会社

６．お客さまへ
（1）無料修理やアフターサービスなどについてご不明の場合は、お買い上げ店もしくはもよりの大阪ガスへお問い合せ

ください。
（2）保証登録カードまたは領収証等にお買い上げ店名の記載のないものについては無効となりますので購入時に必ずご

確認ください。
（3）本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
（4）ご転居の場合またはご贈答品等で保証登録カードまたは領収証等に記載してあるお買い上げ店に修理がご依頼できない

場合には、もよりの大阪ガスへご連絡ください。お問い合せ先については別添、大阪ガスのお問い合せ先をご参照願います。
（5）本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
（6）この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。




