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安全上のご注意
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本製品を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守り
ください。
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示の意味は次
のようになっています。

■表示マークについて

あやまった使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の
表示マークで区別し、説明しています。

■絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区別し、説明していま
す。

一般的な警告 必ず行うこと

一般的な禁止 分解禁止

表　示 意　　　　　味

警告 
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う可能性、または火
災の可能性が想定される内容を示しています。

お願い 
この表示は本機器を安全・快適に使うため、
是非理解していただきたい事例を示していま
す。
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警告 

機器の異常に気付いたら
�使用中に異常な臭気・異常音・異常な温度を感じた場合、機器が使
用途中で消火してしまった場合はただちに使用を中止してガス栓を
閉めてください。

�異常を感じたときは、ご使用のガスふろ給湯器やガス給湯暖房用熱
源機の取扱説明書に掲載してある「故障かな？と思ったら」に従っ
てください。
上記の処置をしても直らない場合は使用を中止して、お買い上げの
販売店またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡
ください。

�地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止してガス栓・
給水元栓を閉めてください。

①給湯栓をすべて閉める。 ②運転スイッチを「切」にする。

③ガス栓を閉める。

閉める

閉める
ガ
ス
栓

お子様に対する注意
おふろを沸かしているとき（浴槽に湯
はりしているとき）にお子様を浴室で
遊ばせないようにしてください。浴槽
に落ちますと思わぬ事故につながるこ
とがあります。入浴中お子様が浴槽に
潜ったりしないようにしてください。
特に小さなお子様のいるご家庭では注
意が必要です。
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警告 

改造・分解禁止

�絶対に改造・分解は行わないでください。改造・分解
は一酸化炭素中毒などのおそれがあります。また、火
災の原因になります。

ゆらぎのシャワー使用上の注意
�次の方はゆらぎのシャワーを使用しないでください。
体調をくずすことがあります。

①妊娠中の方
②医者から入浴を禁じられている方
③お酒を飲んだあとや深酒をされた方
④高血圧の方
⑤体力の弱っている方
⑥体調の悪い方

やけど防止のために必ず守ること

�お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくした
とき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がっ
たとき、あるいは万一機器の故障の際には、一瞬熱いお湯が出る
ことがあります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体に
かけないでください。また、給湯使用時は給湯栓が熱くなります
のでやけどに注意してください。

�シャワーなどお湯を使う場合、最初に
熱いお湯が出ることがあります。やけ
ど防止のため、シャワーはいきなり頭
や体にかけず、手のひらで湯温を十分
に確認してから使用してください。



�シャワー・給湯の使用中は、使用者
以外はお湯の温度を変更しないでく
ださい。突然、熱湯が出てやけどを
したり、冷水が出て思わぬ事故につ
ながることがあります。

�給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱
いお湯が出ることがあります。やけど防止のため、このような場合は
湯量を多めにし、湯温を確認してからお使いください。

�入浴時には浴槽のお湯を十分にかきまぜてから、必ず手で湯温を確
認してから入浴してください。

�おふろ沸かし（沸かし直し）時やおいだき運転中は、循環アダプタ
ー（循環口）付近が熱くなっていますので注意してください。また、
保温機能を設定している場合も定期的においだきしますので注意し
てください。

�パネルヒーターの表面はさわらない
でください。
やけどの危険性があります。特に小
さなお子様のいる家庭では注意が必
要です。

�床暖房の上で高い温度に設定したま
ま、長時間座ったり寝そべったりし
ないでください。低温やけどを起こ
す心配があります。
特に次のような方が使用する場合
は、まわりの人が注意してあげる
ことが必要です。
①乳幼児・お年寄り・病人など自
分の意志で体を動かせない方
②疲労の激しいときやお酒や睡眠
薬を飲まれた方
③皮膚や皮膚感覚の弱い方

4

警告 
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お願い 

リモコンの取り扱いについて

�リモコンはお子様がいたずらしないよう
に注意してください。思わぬ事故や故障
の原因になります。

�浴室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。
また、台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をか
けないようにしてください。故障の原因になります。

�リモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）
以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわし
などの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字
などが消えたりキズがつきます。

�台所リモコンに洗剤をかけたり、水洗いしたりしないでください。
また、台所リモコンの周りの壁にかけて垂れた洗剤や水はリモコン
にかからないように拭きとってください。リモコンに洗剤や水が浸
入して、故障の原因となります。

�リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。



6

お願い 

取り付け位置の変更について

�取り付け位置を変える場合は、必ずお買い上げの販売
店にご相談ください。

スピーカーに耳を近づけて使用しないこと

�大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こ
す恐れがあります。
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各部のなまえとはたらき
浴室リモコン（スイッチ）（BC-120V）

�浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると｢ピッ｣と
いう操作確認音や音声でお知らせします。また、呼び出しスイッチを押
すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴り、台所などにいる人を
呼び出すこともできます。インターホンリモコンおよび上記型式以外の
リモコンの使いかたについては、リモコンに同梱の取扱説明書をご覧く
ださい。 1 2

3

4

16

15

14

13 10 8
12 11 9 7

5

6

浴室リモコン（表示画面）
�スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してく
ださい。
点灯しない場合は、もう一度操作してください。

�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。 1

13

7

2 4 65
3

1112
10

9 8

・スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピ
ーカー部には水がかからないようにご注意ください。
・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると
作動しない場合がありますので、必ず｢ピッ｣という操作確認音を確
かめてください。

お 願 い

・リモコンの型式名はフタの中にあるスイッチの下に書いてあります。

お知らせ
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（浴室リモコン）

表示画面
お湯の温度や運転状態・時刻など
を表示します。
給湯温度スイッチ
給湯温度を変えるときに押します。
また、その他の設定を変えるとき
にも使います。
自動スイッチ／ランプ（赤）
おふろに湯はりをするときに押し
ます。（19ページ参照）
おいだきスイッチ／ランプ（黄緑）
おふろのおいだきをするときに押
します。（31ページ参照）
運転スイッチ／ランプ（黄緑）
お湯を使うときやおふろに湯はり
をするときは「入」（表示画面・運
転ランプ点灯）にします。
もう一度押すと「切」になります。
どのリモコンで「入」「切」しても、
すべてのリモコンの表示画面・運転
ランプは同時に「点灯」「消灯」し
ます。
ふろ湯量スイッチ
おふろへの湯はり量を変えるとき
に使います。（23ページ参照）
音量スイッチ
音声やメロディーの大きさ（音量）を変
えるときに使います。（45ページ参照）

セーブスイッチ
画面表示の節電設定を行うときに
使います。（49ページ参照）
ふろ温度スイッチ
おふろの温度を変えるときに使い
ます。（27ページ参照）
保温時間スイッチ
おふろの保温時間を変えるときに
使います。（29ページ参照）
ゆらぎのシャワースイッチ
ゆらぎのシャワーを使うときに押し
ます。（42ページ参照）
ぬる湯スイッチ
おふろのお湯をぬるくしたいとき
に押します。（35ページ参照）
たし湯スイッチ
おふろのお湯をふやしたいときに
押します。（33ページ参照）
スピーカー
ここから音声が出ます。
優先スイッチ／ランプ（オレンジ）
給湯温度の優先権を切り替えると
きに押します。（18ページ参照）
呼び出しスイッチ
押すと台所リモコン・増設リモコ
ンのブザーが鳴ります。（このスイ
ッチにランプはありません）（36ペ
ージ参照）

給湯温度表示（単位℃を含む）
給湯温度のめやすを表示します。
保温表示
おふろのお湯を保温中に表示します。
高温表示（赤）
給湯温度が60℃に設定されてい
るとき点灯します。
予約表示
おふろの予約をしたときに表示し
ます。
ぬる湯表示
ぬる湯運転中に点灯します。
燃焼表示（赤）
機器が燃焼しているときに点灯し
ます。
たし湯表示
たし湯運転中に点灯します。
ふろ温度表示（単位℃を含む）
おふろの温度のめやすを表示します。
ふろ湯量表示（自動湯はりタイ
プのみ単位�を表示）
湯量設定時はふろ温度表示が湯量
（水位）表示に変わります。

水位表示
おふろへの湯はり量のめやすを表
示します。
実際の浴槽での水位とは一致しま
せん。
ふろ運転表示
自動・おいだき・たし湯・ぬる湯
運転中およびふろの凍結予防運転
中に点灯します。
ゆらぎ表示
この表示が点灯中はゆらぎのシャ
ワーが使用できます。
時刻表示
現在時刻を表示します。（台所リ
モコン設置時のみ）
故障表示
機器や使用方法に不具合があった
ときに点滅します。（55ページ参
照）
凍結予防表示
機器が自動的に凍結予防運転を行
っているときに点灯します。

………………………………………………………………………………………



各部のなまえとはたらき

9

台所リモコン（スイッチ）（MC-121V，MC-120V…おい

2

4

10

3

11

12

13

1

9

8

7 5

6

（MC-120V・MC-120VSD） 

（MC-120V・MC-120VSD） 

（MC-120VSD） 

（MC-120VSD） 

台所リモコン（表示画面）
�スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してく
ださい。
点灯しない場合は、もう一度操作してください。

�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。

8
7

6

4

5
9

1 2 3

�台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると｢ピッ｣と
いう操作確認音や音声でお知らせします。インターホンリモコンおよび
上記型式以外のリモコンの使いかたについては、リモコンに同梱の取扱
説明書をご覧ください。



10

（台所リモコン）

表示画面
お湯の温度や運転状態・時刻など
を表示します。
給湯温度スイッチ
給湯温度を変えるときに押します。
また、その他の設定を変えるとき
にも使います。
自動スイッチ／ランプ（赤）
おふろに湯はりをするときに押し
ます。（19ページ参照）
運転スイッチ／ランプ（黄緑）
お湯を使うときやおふろに湯はり
をするときは「入」（表示画面・運
転ランプ点灯）にします。
もう一度押すと「切」になります。ど
のリモコンで「入」「切」しても、す
べてのリモコンの表示画面・運転ラ
ンプは同時に「点灯」「消灯」します。
ふろ予約スイッチ・運転ランプ
おふろの予約をするときに使いま
す。（39ページ参照）
音量スイッチ
音声やメロディーの大きさ（音量）
を変えるときに使います。（45ペー
ジ参照）
セーブスイッチ
画面表示の節電設定を行うときに
使います。（49ページ参照）

時計合せスイッチ
リモコンの時計を合わせるときに
使います。（13ページ参照）
スピーカー
ここから音声が出ます。
おいだきスイッチ／ランプ（黄緑）
※台所リモコンMC -120V、
MC-120VSDにあります。
おふろのおいだきをするときに押
します。（31ページ参照）
ふろ温度スイッチ
※台所リモコンMC -120V、
MC-120VSDにあります。
おふろの温度を変えるときに使い
ます。（27ページ参照）
暖房スイッチ／ランプ（オレンジ）
※台所リモコンMC-120VSDの
みあります。
暖房をするときに押します。（52
ページ参照）
静音スイッチ／ランプ（黄緑）
※台所リモコンMC-120VSDの
みあります。
暖房運転を静音に設定するときに
押します。（52ページ参照）

優先表示（オレンジ）
この表示が点灯中は給湯温度が変
えられます。
凍結予防表示
機器が自動的に凍結予防運転を行
っているときに点灯します。
高温表示（赤）
給湯温度が60℃に設定されてい
るとき点灯します。
保温表示
おふろのお湯を保温中に点灯します。
予約表示
おふろの予約をしたときに点灯します。

時刻表示
現在時刻や予約時刻を表示します。
故障表示
機器や使用方法に不具合があったと
きに点滅します。（55ページ参照）
給湯・ふろ温度表示（単位℃を含む）
給湯温度のめやすを表示します。
ふろ温度設定時はふろ設定温度を
表示します。
燃焼表示（赤）
機器が燃焼しているときに点灯します。
ふろ表示（オレンジ）
おふろの温度を表示しているとき
に点灯します。

・スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。ス
ピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると
作動しない場合がありますので、必ず｢ピッ｣という操作確認音を確
かめてください。

お 願 い

………………………………………………………………………………………

だきスイッチ付，MC-120VSD…おいだき・暖房・静音スイッチ付）
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増設リモコン（スイッチ）（別売品　SC-120）
�洗面所などにこのリモコンを取り付ければ、手もとで給湯温度を変える
ことができます。

操作音 

2

3

4

1

5

6

増設リモコン（表示画面）
�スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してく
ださい。
点灯しない場合は、もう一度操作してください。
�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。

8

6

7 4

5

1 2 3
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（増設リモコン）

表示画面
お湯の温度や運転状態・時刻など
を表示します。

給湯温度スイッチ
給湯温度を変えるときに押します。
また、その他の設定を変えるとき
にも使います。

運転スイッチ／ランプ（黄緑）
お湯を使うときは「入」（表示画
面・運転ランプ点灯）にします。
もう一度押すと「切」になります。
どのリモコンで「入」「切」して
も、すべてのリモコンの表示画
面・運転ランプは同時に「点灯」
「消灯」します。

操作音スイッチ
操作音を消すときに使います。
（51ページ参照）

セーブスイッチ
画面表示の節電設定を行うときに
使います。（49ページ参照）

スピーカー
ここから音が出ます。

優先表示（オレンジ）
この表示が点灯中は給湯温度が変
えられます。

凍結予防表示
機器が自動的に凍結予防運転を行
っているときに点灯します。

高温表示（赤）
給湯温度が60℃に設定されてい
るとき点灯します。

保温表示
おふろのお湯を保温中に点灯しま
す。

予約表示
おふろの予約をしたときに点灯し
ます。

時刻表示
現在時刻を表示します。
故障表示
機器や使用方法に不具合があった
ときに点滅します。（55ページ参
照）

給湯温度表示（単位℃を含む）
給湯温度のめやすを表示します。

燃焼表示（赤）
機器が燃焼しているときに点灯し
ます。

・スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。ス
ピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると
作動しない場合がありますので、必ず｢ピッ｣という操作確認音を確
かめてください。

お 願 い

………………………………………………………………………………………



時計を合わせる
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お使いになる前の準備

●台所リモコンで設定します。
（浴室・増設リモコンにはこの機能がありません）

�時刻が設定されていない状態で、運転スイッチを「入」にしたときは表

示画面の時刻表示に「 」が点灯します。

�運転スイッチが「切」または「入」のどちらの状態でも時計合わせができ

ます。

・浴室リモコンのみ設置の場合は時刻は表示されません。（予約運転も
できません）
・現在時刻を合わせないと予約運転ができません。

お知らせ

台所リモコンのフタを開け、 を押す。1
�表示画面の時刻表示に「 」が点滅します。

または を押して、現在の時刻に合わせる。2
を押し続ける：10分単位で進みます。
を押し続ける：10分単位で戻ります。

現在の時刻に近づいたら、1回ずつ押して1分ごと設定します。

台所リモコン

台所リモコン
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お
使
い
に
な
る
前
の
準
備

1

・午前（AM）と午後（PM）を間違えないようにご注意ください。
・電源プラグが抜けた場合や停電後には の表示になりま
す。再度時刻を合わせてください。

AM
PM

お 願 い

台所リモコン

3 を押す。

�『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
�時計合せスイッチを押した瞬間に秒は0秒になります。時報などに合
わせて押すと、より正確な時刻になります。
※時計合せスイッチを押さなくても、運転スイッチを「切」にしたりそ
のまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。
�時刻合わせが完了すると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。
※運転スイッチを「切」にすると、時計表示は消灯します。

※以下のページの台所リモコンの説
明用のイラストは、特に断りがな
い場合はMC-121Vを示します。
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給湯温度を調節する給湯を使う

●どのリモコンでも操作できます。
台所・増設リモコン

を「入」にし、優先表示または優先ランプが点

灯していることを確認する。

1
※点灯しないときは18ページをご覧ください。

または を押して、給湯温度を設定する。2
� を押すと、温度が上がるメロディーと共に『給湯温度を○○℃に
設定しました』とお知らせします。
� を押すと、温度が下がるメロディーと共に『給湯温度を○○℃に
設定しました』とお知らせします。
� または を押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変
わりますが、46℃以上にしたいときはスイッチを1回ずつ押してく
ださい。
�増設リモコンはピッと操作音が鳴るだけで、メロディーや音声はあり
ません。
※調節できる温度は35～60℃の15段階です。
1回スイッチを押すごとに1段階ずつ変わります。
実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およそのめやす
とお考えください。
※低い給湯温度に設定した場合、給水温度の高い条件では設定温度より
も熱いお湯が出ることもありますが異常ではありません。
※給湯設定温度を60℃にセットすると『あついお湯が出ます』『給湯温度
を60℃に設定しました』とお知らせし、表示画面に「高温」を表示して
注意を促します。
※優先権のあるリモコンでのみ設定できます。
（18ページ参照）

台所・増設リモコン 浴室リモコン
優先表示
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給
湯
を
使
う

浴室リモコン

シャワー温度 
            高温 

食器洗 
い温度 

 
45 46 47 48

 
5035 6037 38 39 40 41　 42 43 44　 

台所・増設リモコン 浴室リモコン

�給湯栓を開くとお湯が出ます。
※お湯を使っている間は、表示画面に下図のような燃焼表示をします。
※湯量を絞りすぎる（毎分約2リットル以下にする）とバーナの火が消え
ます。

※サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設
定よりぬるいお湯が出ることがあります。このような場合は、リモコ
ンの設定温度をご希望の温度（ハンド
ルの温度）より5～10℃高めにしてく
ださい。詳しくは水栓の取扱説明書を
ご覧ください。

開ける 台所・増設リモコン 浴室リモコン

サーモスタット式水栓の例 
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給湯温度を調節する給湯を使う

・お買い上げの際には、お湯の温度を42℃に設定してあります。
・給水温が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出
ることがあります。
・おふろへ湯はり中は、リモコンの表示とは異なるふろ温度のお湯が
出ることがあります。
・リモコンの運転スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時または給湯使
用後しばらくすると、モーターが動く音がすることがありますが、
これは再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させる
ために機器が作動している音で異常ではありません。

お知らせ

�高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残って
いますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認して
から行ってください。
�おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対にリモコンの運転スイッチ
を「切」にしないでください。
お湯が急に水になります。
�やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対に使用
場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。シャワー
の温度もこの給湯温度スイッチで決まります。

警告

※リモコンの運転スイッチが｢切｣の状態で水を使用する場合、混合水
栓は必ず｢水｣の位置で使用してください。｢湯｣の位置で水を流すと、
機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出るこ
とがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。
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優先スイッチの使いかた給湯を使う

給
湯
を
使
う

浴室と給湯配管先には、同じ温度のお湯を供給します。（１つの機器に接続
されているすべてのリモコンで、常に同一の給湯温度を表示します）
お湯を使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけ
どをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方
の（優先権のある）リモコンでしか温度を変えられないようになっていま
す。（リモコンを2台以上設置の場合）

浴室リモコンの を押す。1
�音声で『給湯温度が変更できます』とお知らせして優先スイッチのラン
プ（オレンジ）が点灯し、給湯温度を変更できる優先権を持つことがで
きます。
�優先スイッチを1回押すごとに、優先権が以下のように交互に切り替
わります。

｢浴室リモコン｣ ｢台所・増設リモコン｣

�優先権の表示
浴室リモコンが優先：
優先スイッチのランプ（オレンジ）が点灯します。
台所・増設リモコンが優先：
表示画面に「優先」が点灯します。

台所・増設リモコン

�台所リモコンで給湯温度の変更ができないときは、運転スイッチをい
ったん「切」にし、再度「入」にして、表示画面に「優先」の表示を点灯さ
せます。
�台所・増設リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持ってい
たときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、
優先権を持つリモコンの記憶していた温度が給湯温度になります。
�優先権を持っていないリモコンで、 または を押して、給湯温
度を変更しようとすると、『給湯温度は変更できません』とお知らせし
ます。（増設リモコンは音声なし）
�浴室リモコン1台設置の場合、優先ランプは点灯したままになります。
�運転｢切｣の状態から、｢入｣にしたときは、運転スイッチが押された側
のリモコンが優先権を持ちます。
�給湯温度の変更以外は、どちらのリモコンでも優先権に関係なく設
定・使用ができます。

優先表示
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自動運転でおふろをおふろを入れる

●浴室リモコンまたは台所リモコンで操作します。
（増設リモコンにはこの機能がありません）

台所リモコン

浴槽に排水栓とフタをする。1

・おふろの温度や湯はり量・保温時間の調節方法は、23～30ペー
ジをご覧ください。
・自動湯はり中やおいだき中には循環アダプター（循環口）から泡が
出てくることがあります。

お知らせ

浴槽の排水栓がしっ
かりはめてあるか確
認してください。 

フタも忘れずに！ 

2 のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。

�点灯していない場合は、運転スイッチを押します。
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入れる

お
ふ
ろ
を
入
れ
る

浴室リモコン

3
�『お湯はりをします』とお知らせして自動スイッチのランプ（赤）が点灯
し、湯はりを始めます。また、湯はり完了の約5分前にはブザーが鳴
り、『残りおよそ5分でおふろに入れます』とお知らせします。
（注）残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量（水位）が少ない（5分以内に湯はりが

完了する）ときに自動運転をした場合は、完了5分前のお知らせはしません。

を押す。

台所リモコン 浴室リモコン
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自動運転でおふろを入れるおふろを入れる

・湯はり中に給湯栓から浴槽にお湯（水）を入れたり入浴したりすると、
お湯があふれることがあります。自動運転の湯はり中は、他の給湯
栓から浴槽にお湯（水）を入れないでください。
・浴槽の残り湯を排水するときは、自動スイッチのランプ（赤）が消灯
していることを確認してから行ってください。
・自動スイッチの「入」「切」を何度も繰り返さないでください。お湯が
あふれることがあります。
・保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、たし湯スイッチ（33ペー
ジ参照）を押してください。約20リットルのお湯をたします。

お 願 い

�湯はりが終わるとメロディーが鳴り、『おふろが沸きました』とお知ら
せします。また、表示画面には下図のような保温の表示が出ます。

�保温の表示が出ている間は、約30分（気温によって時間が変化します）
ごとにお湯の温度をチェックして温度が下がっていれば自動的におい
だきし、全自動タイプはお湯が減ると自動的にたし湯します。この保
温時間は29ページのおふろの保温時間を変更する方法で決めます。
�保温時間が終了すると保温の表示が消え、自動スイッチのランプ（赤）
も消えます。保温を途中で止めたいときは、自動スイッチを押してラ
ンプ（赤）を消灯させてください。

●全自動タイプと自動湯はりタイプの相違

台所リモコン 浴室リモコン

全自動
タイプ

ふろ設定温度で、設定水
位まで自動湯はり。
残り湯があるときでも、
設定水位まで自動湯はり。

保温中は外気温と
設定温をチェック
し、湯温が下がる
と自動おいだき。

保温中は設定水
位より約4cm
下がると、自動
たし湯。

浴槽から排水する
と配管内の残り湯
を新しいお湯で押
し流します。

4時間（可変）

自動湯はり 設定水位で
ストップ

自動おいだき
自動保温 自動たし湯 セルフクリーン

（配管洗浄）

4時間（可変）

自動
湯はり
タイプ

ふろ設定温度で、設定湯
量まで自動湯はり。

保温中は外気温
と設定温をチェ
ックし、湯温が
下がると自動お
いだき。

お湯を増やしたい
時は、「たし湯」ス
イッチを押すだけ
で、約20Lのお湯
がたされます。

自動湯はり 設定湯量で
ストップ

自動おいだき
自 動 保 温

4時間（可変）
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お
ふ
ろ
を
入
れ
る

・排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、
機器の故障ではありません。
・夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量（水位）まで水はり後おい
だき運転を行うことがあります。また、冬期など気温の低い場合で
は、ふろ設定温度まで沸きあげるのに時間がかかることがあります。
※上記のような場合は『残りおよそ5分でおふろに入れます』とお知
らせしてから5分以上たっても湯はりが完了しないことがありま
す。（機器の異常ではありません）
・おふろの湯はり中に給湯（シャワー）を使用した場合、給水温や給水
圧などの条件によっては、給湯栓からお湯が少ししか出ないことや
まったく出ないこともあります。（機器の異常ではありません）。給
湯栓やシャワーからお湯が出た場合は、湯はりは一時中断されます。
このとき給湯栓やシャワーからは、ふろ設定温度のお湯が出ること
もあります。

●残り湯が十分あるとき
＜全自動・自動湯はりタイプとも＞
・湯量が増え、お湯があふれることがあります。沸かし直
しには、おいだきスイッチをお使いください。

●循環アダプター（下部循環口）がかくれているとき
＜全自動・自動湯はりタイプとも＞
・水位が多少ばらつきます。
また、自動湯はりタイプの場合、残り湯が設定温度に近
いときは、約6リットルだけ湯はりします。

●循環アダプター（下部循環口）の下にあるとき
＜全自動タイプの場合＞
・設定水位が低い場合は水位が多少ばらつきます。
＜自動湯はりタイプの場合＞
・新たに設定量の湯はりをします。残り湯分だけ湯量が増
えますので、浴槽からのあふれにご注意ください。

残り湯がある場合の注意

お知らせ

�保温の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おいだきスイッチ
（31ページ参照）を押すか、ふろ設定温度を上げてください（27ペー
ジ参照）。
�増設リモコンは完了5分前のお知らせがありません。
�増設リモコンは湯はりが終わるとブザーが鳴ります。（メロディーや
音声によるお知らせはありません）
�途中で止めたいときは、再度自動スイッチを押してランプ（赤）を消灯
させてください。
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おふろの湯量（水位）おふろを入れる

●浴室リモコンで操作します。
（台所・増設リモコンではこの操作はできません）

浴室リモコン

�点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

浴室リモコンのフタを開け、 を押す。2
�下の画面が表示されます。
画面の数字は次頁の表のレベル数です。

�全自動タイプでいう湯量（水位）とは、循環アダプター（下部循環口）
からどれだけ上まで湯はりするかというめやすをいいます。リモコン
の水位表示との関係は次頁の通りですが、浴槽の形状などによりばら
つきますので、実際の水位とは異なります。
�はじめて電源を「入」にしたとき、水位表示はレベル6になります。

のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。1

浴室リモコン
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を調節する（全自動タイプ）

お
ふ
ろ
を
入
れ
る

または を押して、ふろ湯量を変更する。3
：水位表示が1目盛ずつ上がります。
（上がるメロディーでお知らせします）
：水位表示が1目盛ずつ下がります。
（下がるメロディーでお知らせします）

を押す。4
�『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
※ふろ湯量スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的
に設定が完了します。

全自動タイプの水位のめやす ※（ ）内はRFSシリーズ
洋バス用設定

水位表示 A寸法
レベル12 29(35)cm
レベル11 27(33)cm
レベル10 25(31)cm
レベル 9 23(29)cm
レベル 8 21(27)cm
レベル 7 19(25)cm
レベル 6 17(23)cm（標準）
レベル 5 15(21)cm
レベル 4 13(19)cm
レベル 3 11(17)cm
レベル 2 9(15)cm
レベル 1 7(13)cm

和バス用設定
水位表示 A寸法
レベル12 43(43)cm
レベル11 40(41)cm
レベル10 37(39)cm
レベル 9 34(37)cm
レベル 8 31(34)cm
レベル 7 28(31)cm
レベル 6 25(28)cm（標準）
レベル 5 22(25)cm
レベル 4 19(22)cm
レベル 3 16(19)cm
レベル 2 13(16)cm
レベル 1 10(13)cm

�上表の寸法はめやすです。浴槽の形状などにより水位が異なります。
※上表の寸法より数cm多くなる場合もあります。
�浴槽によっては高い水位に設定するとお湯があふれることがあります。
※洋バス⇔和バスの設定は、熱源機本体で切り替えます。切り替える場
合はお買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は洋バス用設
定になっています。

浴室リモコン

浴槽 

循環アダプター 
（下部循環口） 

A
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おふろの湯量（水位）おふろを入れる

●浴室リモコンで操作します。
（台所・増設リモコンではこの操作はできません）

浴室リモコン

�点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

浴室リモコンのフタを開け、 を押す。2
�下の画面が表示されます。
画面の数字は次頁の表の湯量です。

�自動湯はりタイプでいう湯量とは、浴槽に湯はりするお湯のめやすの
量をいいます。
�はじめて電源を｢入｣にしたとき、普通浴槽では200リットルになっ
ています。このとき水位表示は下から6番目で示されます。大浴槽で
は360リットルになり、水位表示は下から8番目です。

のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。1

浴室リモコン



�お子様のイタズラなどを
防止するため、普通浴槽
設定の場合、400リット
ルや990リットルおよび
80リットルや60リットル
に設定するときには、
または を1秒以上押し
続けなければ設定できな
いようになっています。
大浴槽設定の場合の550
リットル以上にするとき
も同様です。
�普通浴槽⇔大浴槽の設定
は、熱源機本体で切り替
えます。切り替える場合
はお買い上げの販売店に
ご連絡ください。工場出
荷時は普通浴槽設定にな
っています。
�浴槽の大きさが340リットルを超える場合、浴槽内の温度分布がば
らつくことがあります。

26

を調節する（自動湯はりタイプ）

お
ふ
ろ
を
入
れ
る

または を押して、ふろ湯量を変更する。3
：水位表示が1目盛ずつ上がり、湯量も上がります。
（上がるメロディーでお知らせします）
：水位表示が1目盛ずつ下がり、湯量も下がります。
（下がるメロディーでお知らせします）

を押す。4
�『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
※ふろ湯量スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的
に設定が完了します。

浴室リモコン

自動湯はりタイプの水位のめやす

を
押
す
と

増
え
る

を
押
す
と

減
る

初期設定→

湯　量（リットル）

990
400

ー
ー

350

表示なし

12
30011
28010
2609
2408
2207
2006
1805
1604
1403
1202
1001

1
1

80
60

600
550

700
650

500
450
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220

ー
ー

水位表示
（下から）普通浴槽

設定
大浴槽
設定

大
浴
槽
設
定
時
の
初
期
設
定

↓
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おふろの温度を調節おふろを入れる

●浴室リモコンまたは台所リモコン（MC-121V以外）で操作します。
（台所リモコンMC-121V・増設リモコンではこの操作はできません）

浴室リモコン

�点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

リモコンのフタを開け、 を押す。2
台所リモコンの場合：
�表示画面にふろの文字が点灯し、給湯温度表示からふろ温度表示にか
わります。
浴室リモコンの場合：
�表示画面が下図の表示になります。
※工場出荷時は42℃に設定されています。

のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。1

台所リモコン 浴室リモコン
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する

お
ふ
ろ
を
入
れ
る

台所リモコン（MC-120V・MC-120VSD）

※上のイラストはMC-120V

3837 39 40 41 42　 43　 
 

4847464544

ぬるい ふつう あつい 

または を押して、ふろ温度を設定します。3
� を押すと、温度が上がるメロディーと共に『ふろ温度を○○℃に
設定しました』とお知らせします。
� を押すと、温度が下がるメロディーと共に『ふろ温度を○○℃に
設定しました』とお知らせします。
� または を押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変
わりますが、46℃以上にしたいときはスイッチを1回ずつ押してく
ださい。
※温度表示はめやすです。

を押す。4
�設定が完了します。
※台所リモコンはふろの文字が消灯し、給湯温度表示にかわります。
※ふろ温度スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的
に設定が完了します。
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おふろの保温時間をおふろを入れる

●浴室リモコンで操作します。
（台所・増設リモコンではこの操作はできません）

�点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

浴室リモコンのフタを開け、 を押す。2
�表示画面に保温時間が表示され保温の表示が点滅します。
※工場出荷時は4時間に設定されています。

のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。1

浴室リモコン

浴室リモコン
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変更する

お
ふ
ろ
を
入
れ
る

保温時間が表示されている間に または を
押して、保温時間を設定する。

3
� を押すと→ → → → → →
（単位はすべて時間です）の順に切り替わります。
� を押すと、逆順に切り替わります。

を押す。4
�『設定しました』とお知らせして設定が完了します。
※保温時間スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的
に設定が完了します。

浴室リモコン
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おふろをあつくおふろに入って操作する

●浴室リモコンで操作します。
（増設リモコンにはこの機能がありません）

浴槽に、循環アダプター（上部循環口）の上まで
お湯（水）が入っていることを確認する。

2

循環アダプター（下部循環口）の上までお湯（水）が入
っていないときにおいだきスイッチを押すと…
＜全自動タイプの場合＞
・浴室リモコンで操作したときは、浴槽に約6リットル湯はりした後、
自動運転に切り替わります。
このとき、おいだきスイッチのランプは消灯して自動スイッチのラ
ンプが点灯します。
・台所リモコンで操作したときは、浴槽に約6リットル湯はりし、約
10分間ポンプ運転した後、リモコンに「 」エラーが点滅して
停止します。
＜自動湯はりタイプの場合＞
・浴室リモコン・台所リモコンのどちらで操作した場合でも、浴槽に
約6リットル湯はりし、約10分間ポンプ運転した後、リモコンに
「 」エラーが点滅して停止します。
断水している場合は循環アダプター（上部循環口）の
上まで水を入れてもおいだきできません。
断水時においだきスイッチを押すと、循環アダプター（循環口）から
気泡が出て10分後にリモコンに「 」エラーが点滅して停止する
場合があります。

お知らせ

浴室リモコン

�点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。1

循環アダプター
（上部循環口）

浴槽
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お
ふ
ろ
に
入
っ
て
操
作
す
る

する（おいだき）

�おいだきスイッチのランプ（黄緑）が点灯し、『おいだきをします』
とお知らせしておいだきを開始します。このとき表示画面には下図の
表示がでます。
�途中で停止したいときは、おいだきスイッチを押してください。おい
だきスイッチのランプが消灯します。

※浴室リモコンで操作した場合は、約5分間（ふろ給湯器の場合は約3
分間）おいだきして、ふろ設定温度以上にならなかったときは、その
ままふろ設定温度までおいだきします。
※台所リモコンで操作した場合は、約１分間ポンプ運転した後、ふろ設
定温度までおいだきします。なお、ふろ温度がふろ設定温度以上の場
合は、約１分間ポンプ運転後に停止します。
※台所リモコンで操作した場合は、沸き上がると、メロディーが鳴り
『おふろが沸きました』とお知らせします。
ただし、自動運転（保温）中はお知らせしません。

・おいだき運転時には、循環アダプター（循環口）から泡が出てくる
ことがあります。また循環アダプター（循環口）からはあついお湯
が出てきますので身体などを直接あてないようにしてください。

お 願 い

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出るこ
とがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

を押す。3

浴室リモコン

台所リモコンMC-120V・MC-120VSDからも操作できます。

1

3
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おふろのお湯をおふろに入って操作する

●浴室リモコンで操作します。
（台所・増設リモコンにはこの機能がありません）

浴室リモコンのフタを開け、 を押す。2
�『お湯をたします』とお知らせして、浴槽にふろ設定温度のお湯約20
リットルを湯はりします。このとき表示画面には下図の表示が出ます。
�途中で停止したいときは、たし湯スイッチを押します。

浴室リモコン

�点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。1

浴室リモコン
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お
ふ
ろ
に
入
っ
て
操
作
す
る

ふやす

・給湯（シャワー）使用中に、たし湯運転すると、すぐには始まらず、
給湯を止めた後に始まります。
・たし湯運転中に給湯（シャワー）使用すると、たし湯運転が中断され
る場合があります。また給湯栓からはふろ設定温度のお湯が出ます。
・たし湯運転中、循環アダプター（循環口）から泡が出ることがあり
ます。

お知らせ

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出る
ことがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。
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おふろをぬるくするおふろに入って操作する

●浴室リモコンで操作します。
（台所・増設リモコンにはこの機能がありません）

・給湯（シャワー）使用中に、ぬる湯運転すると、すぐには始まらず、
給湯を止めた後に始まります。
・ぬる湯運転中に給湯（シャワー）使用すると、ぬる湯運転は一時中断
される場合があります。給湯栓からは水が出ます。
・ぬる湯運転中、循環アダプター（循環口）から泡が出ることがあり
ます。

お知らせ

浴室リモコンのフタを開け、 を押す。2
�『水をたします』とお知らせして、浴槽に約10リットル注水します。
このとき表示画面には下図の表示が出ます。
�途中で停止したいときは、ぬる湯スイッチを押します。

�点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。1

浴室リモコン

浴室リモコン
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お
ふ
ろ
に
入
っ
て
操
作
す
る

浴室から人を呼びたいときおふろに入って操作する

●浴室リモコンと台所リモコンを設置している場合、浴室リモコン
で操作して台所リモコン・増設リモコンで呼び出し音を鳴らすこ
とができます。

スピーカー 

ピーッピピピ ピーッピピピ 

台所リモコン・増設リモコン

スピーカー 

ピーッピーッ ピーッピーッ 

浴室リモコン

�台所リモコンおよび増設リモコンのスピーカー：
｢ピーッピピピ｣と5回鳴ります。

浴室リモコンのスピーカー：
呼び出しスイッチを押している間｢ピーッピーッ｣と鳴ります。

※増設リモコンは操作音を消している場合（51ページ参照）「ピーッピピ
ピ」と鳴りません。
�運転スイッチが「入」「切」どちらの状態でも、呼び出し操作ができま
す。

浴室リモコンの を押す。1
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おふろの配管をおふろから出たあとに

・「配管洗浄（セルフクリーン）機能」は以下の状態で排水したとき
にはたらきます。
運転スイッチ「入」で自動スイッチ「切」の状態
循環アダプター（下部循環口）上端より約5cm以上の水位がある
状態
・運転スイッチ「切」の状態では、配管洗浄機能ははたらきません。
・配管洗浄運転中は、表示画面に自動運転の湯はり中と同じ表示が出
ます。
・配管洗浄運転中にお湯を使うと、配管洗浄機能が解除される場合が
あります。
・自動スイッチを「切」にしてもしばらくポンプが回っています。浴
槽の排水栓を抜くのはポンプが停止して残り湯の水面が安定した後
（自動スイッチを「切」にしてから１分以上経過後）にしてくださ
い。配管洗浄機能がはたらかない場合があります。

お知らせ

�点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。1

�消灯していない場合は、自動スイッチを押します。

のランプ（赤）が消灯していることを確認する。2

●全自動タイプの機器の場合のみご利用いただけます。
※配管洗浄（セルフクリーン）機能とは、全自動タイプで自動運転や予約運
転でおふろを沸かした後におふろのお湯を抜くと、ふろ配管内に残った
お湯を自動で洗い流す機能です。

自動運転（19ページ参照）
または予約運転（39ペー
ジ参照）でおふろを沸かし
ます。

運転スイッチ「入」、自動
スイッチ「切」になってい
ることを確認します。

�自動スイッチが「入」にな
っている場合は、自動スイ
ッチを押して、「切」にし
てください。

1 2
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お
ふ
ろ
か
ら
出
た
あ
と
に

洗浄する

浴槽の排水栓を抜く。3

循環アダプター 
（下部循環口） 5cm 

以上 
必要 排水栓 

浴槽 

�自動スイッチを「切」にするとしばらくポンプが回ります。浴槽の排水
栓を抜くのはポンプが停止して残り湯の水面が安定した後（自動スイ
ッチを「切」にしてから１分以上経過後）にしてください。
�排水栓を抜くときに、循環金具の上端より上に約5cm以上の水位が
あれば「セルフクリーン機能」がはたらきます。

�残り湯が循環アダプター（下部循環口）付近まで減ると、循環アダプ
ター（循環口）から約5リットルのお湯が出て配管の汚れを洗い流しま
す。このとき表示画面には、自動運転の湯はり中と同じ表示が出ます。

浴室リモコン

自動スイッチを「切」にし
て1分以上経ってから浴槽
の排水栓を抜きます。

約5リットルのお湯が出て
ふろ配管内のお湯を押し流
します。

3 4
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お好きな時間におふ便利な使いかた

●台所リモコンで設定します。
（浴室・増設リモコンにはこの機能がありません）

●必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。
（13ページ参照）

台所リモコンのフタを開け、 を押す。2
�表示画面に「予約」表示と予約時間が点滅します。

�点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。1

台所リモコン

または を押して、予約時刻を設定する。3
※予約時刻のセット方法は、13ページの「時計を合わせる」の を参
照ください。

2

・浴室リモコンのみ設置の場合は予約運転はできません。
・予約運転の予約時刻は、現在時刻より30分後以降に設定してください。
30分以内にすると、浴槽が大きいときや機器への給水圧が低いときな
どに、予約時刻になってもおふろへの湯はりが完了しないことがあり
ます。

お 願 い
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便
利
な
使
い
か
た

ろを入れる（予約運転）
台所リモコン

台所リモコン

4 を押す。

�『設定しました』とお知らせして、操作が完了します。
�予約を解除したいときは、もう一度、ふろ予約スイッチを押してくだ
さい。「予約」表示が消灯します。

�湯はりが完了して予約した時刻になるとメロディーが鳴り、音声で
『おふろが沸きました』とお知らせします。このとき表示画面には、次
頁の画面表示のように「保温」表示が点灯し、保温運転に入ります。

※ふろ予約スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的
に設定が完了します。
※運転スイッチを｢切｣にすると予約が解除されます。

予約中は運転スイッチを｢入｣の状態にしておいてください。

（午後8：00に設定した画面表示）

浴槽に排水栓とフタをする。5
浴槽の排水栓がしっ
かりはめてあるか確
認してください。 

フタも忘れずに！ 
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お好きな時間におふろを入れる（予約運転）便利な使いかた

※予約運転の場合は、湯はり完了5分前のお知らせはしません。
（注）予約運転の場合は、予約時刻の約30分前から湯はり運転を開始し

ます。なお、浴槽の大きさや設定湯量・湯はり温度・給水圧・給
水温などの条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻がズレる
こともありますが、異常ではありません。

※浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、おふろの沸きあがり時
刻に大きなばらつきが出ることがありますが異常ではありません。
※増設リモコンはブザーでお知らせします。

台所・増設リモコン 浴室リモコン

・ の操作で決めた予約時間は運転スイッチを「切」にしても機器が3
お知らせ

記憶しています。予約時間を確認したいときは、 の操作を
行ってください。
・毎日同じ時刻に湯はり（おふろ沸かし）をする場合は、予約時刻の
30分以上前に、毎日 の操作を行ってください。5421

21

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出るこ
とがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。
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便
利
な
使
い
か
た

ゆらぎのシャワーを使う便利な使いかた

●浴室リモコンで操作します。
（台所・増設リモコンにはこの機能がありません）

浴室リモコン

浴室リモコンのフタを開け、 を押す。2
�表示画面に「ゆらぎ」が表示されます。
�浴室リモコン以外のリモコンが優先権（18ページ参照）を持っていた
場合は、浴室リモコンに優先権が切り替わり、優先スイッチのランプ
（オレンジ）が点灯します。

�点灯していない場合は、運転スイッチを押します。

のランプ（黄緑）が点灯していることを確認する。1

浴室リモコン
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ゆらぎのシャワーを使う便利な使いかた

シャワー栓を開いてゆらぎのシャワーを出す。4
�ゆらぎのシャワーは連続15分使用すると自動的にキャンセルされ、
その後は で設定した温度のお湯が出ます。
�シャワー栓を閉めると、ゆらぎのシャワーは自動的に終了し、表示画
面のゆらぎの表示が消えます。

3

※ゆらぎのシャワー使用中に他の給湯栓でお湯を使うと、ゆらぎのシャ
ワー同様に湯温が変化しながら出てきます。

開ける 

または を押して、シャワーの温度を設定
する。

3
�設定できる温度は39～44℃の6段階です。
※給湯設定温度が上記以外のときに を押
すと、設定温度が35℃・37℃・38℃のと
きには39℃、45℃以上のときには44℃
のゆらぎのシャワーになります。

 

ゆらぎのシャワー温度 

39 40 41 42 43 44 
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�高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残って
いますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認して
から行ってください。
�やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は、絶対に使
用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
�下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあ
ります。
・妊娠中の方
・医者から入浴を禁じられている方
・お酒を飲んだあとや深酒をされた方
・高血圧の方／体力の弱っている方／体調の悪い方

警告

�給水温が高い場合や、シャワー流量が少ない場合、またサーモ付
混合水栓などの付いたシャワーでは快適なゆらぎのシャワーの効
果が得られないことがあります。
�サーモ付混合水栓の場合は、サーモスタットを高温設定にして水
を混ぜずにお使いください。
なお、やけど防止のため使用後はもとの設定に戻しておいてくださ
い。

注意

・ゆらぎのシャワーとは、リモコンで設定された給湯温度とそれより
約10℃ぬるい温度間で、毎回違ったパターンで湯温がゆらぎなが
ら出てきます。

・湯あがりの体が暖まっているときにゆらぎのシャワーを使用する
と、湯ざめの防止、全身のマッサージとともに心身のリフレッシュ
にも効果があります。さらに、朝のめざめ促進にも有効です。

お知らせ

設定温度付近 

※湯温は機器出口での温度です。 

約10℃ 

時間 

湯温 

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出るこ
とがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。
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音声やメロディーの便利な使いかた

●各リモコンごとに設定できます。
（増設リモコンではこの操作はできません）

台所リモコン

�運転スイッチが「入」「切」どちらの状態でも設定できます。

台所リモコン 浴室リモコン

台所リモコン 浴室リモコン

リモコンのフタを開け、 を押す。1
�表示画面に音量が「 」「 」「 」「 」「 」で表示されます。

または を押して、音量を変更する。2
�お買い上げの際には中（標準）にセットされています。
音声と湯はり完了の音楽の音量については、下表のように変わります。

�音声および音を消しても、注意を喚起する音声およびブザー音だけは
消すことはできません。

スイッチを押したときにお知らせする音声 リモコンの表示 音声 湯はり完了の音楽
を押す

初期設定
を押す
を押す
を押す

（ピッ）音声は大です
（ピッ）音声は標準です
（ピッ）音声は小です
（ピッ）音声を消します
（ピッ）音を消します

3
2
1
0
―

大
中
小
なし
なし

大
中
小

中（ブザー音）
なし
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大きさ（音量）を変更する

浴室リモコン

�設定が完了します。
※音量スイッチを押さなくても、そのまま１分経過すると、自動的に設
定が完了します。

を押す。3



47

音声やメロディーの大きさ便利な使いかた

●各スイッチを押したときに出る音声は下表の通りです。
操作するスイッチ・条件など 

給湯温度が60℃以外 
給湯温度が60℃のとき 

60℃以外 

浴室60℃ 給湯設定温度変化なし 

給湯設定温度変化あり 
60℃以外 

 

浴室リモコン優先のとき 

台所・増設リモコン優先のとき 
スイッチを押したとき 

湯はり終了5分前 

音量設定音声消 
スイッチを押したとき 
スイッチを押したとき 
スイッチを押したとき 
スイッチを押したとき 

 
 

スイッチを押したとき 
 
 

決定時 
スイッチを押したとき 
スイッチを押したとき 

決定時 

3 
2 
1 
0 
― 

初期設定 
　を押す 

音量　 

ゆらぎのシャワー 

保温時間・セーブ 

ふろ湯量　 

ふろ温度　 

たし湯 
ぬる湯 

おいだき 

自動 

運転（「入」にする） 

浴室→台所へ優先切替 

台所→浴室へ優先切替 

音量設定大・中・小 

音量設定音声消 

自動湯はり終了時 

優先 

　を押す 
　を押す 

　を押す 

音量設定大・中・小 

台所60℃ 給湯設定温度変化あり 

台所60℃ 給湯設定温度変化なし 

60℃以外 

浴室60℃ 

60℃以外 

給湯温度　   または　 
給湯温度 

給湯温度（60℃設定） 

給湯温度 

浴
室
リ
モ
コ
ン
で
の
操
作 

台
所
リ
モ
コ
ン
で
の
操
作 

スイッチを押したとき 

スイッチを押したとき 

操作するスイッチ・条件など 
給湯温度が60℃以外 
給湯温度が60℃のとき 

 
 
 
 

浴室リモコン優先のとき 

運転（「入」にする） 

給湯温度 
 
 
給湯温度 
給湯温度　   または 

 
 
自動 

音量設定大・中・小 

 
 
 
 
 
 
 
 

スイッチを押したとき 
決定時 

スイッチを押したとき 
スイッチを押したとき 

3 
2 
1 
0 
― 

自動湯はり終了時 

湯はり終了5分前 
音量設定音声消 
音量設定大・中・小 
音量設定音声消 

　 を押す 
初期設定 
　 を押す 
　 を押す 
　 を押す 

ふろ温度 

時計合せ・ふろ予約・セーブ 

静音・暖房 

おいだき 

給湯温度（60℃設定） 台所・増設リモコン優先のとき 

呼び出し 

沸き上がり 

スイッチを押したとき 

スイッチを押したとき 

音量　 
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（音量）を変更する

（ピッ） 
（ピッ）あついお湯が出ます 
（ピッ）あついお湯が出ます 
（ピッ） 
（ピッ）あついお湯が出ます 
（ピッ）給湯温度が変更されました 
（ピッ）あついお湯が出ます 
　　　　給湯温度が変更できます 
（ピッ）給湯温度が変更できます 
（ピッ）あついお湯が出ます 
　　　　給湯温度が変更できます 
（ピッ）給湯温度が変更できます 
（上がるメロディー）給湯温度を○○℃に設定しました 
（上がるメロディー）あついお湯が出ます 
給湯温度を60℃に設定しました 

（下がるメロディー）給湯温度を○○℃に設定しました 
　給湯温度は変更できません 
（ピッ）お湯はりをします 
（ピッピッピッと5回）残りおよそ 
　5分でおふろに入れます 
（ピッピッピッと5回） 
（音楽）おふろが沸きました 
（ピピピピッと5回） 
（ピッ）おいだきをします 
（ピッ）お湯をたします 
（ピッ）水をたします 
（ピッ） 
（上がるメロディー）ふろ温度を○○℃に設定しました 
（下がるメロディー）ふろ温度を○○℃に設定しました 
（ピッ） 
（上がるメロディー） 
（下がるメロディー） 
（ピッ）設定しました 
（ピッ） 
（ピッ） 
（ピッ）設定しました 
（ピッ） 
（ピッ）音声は大です 
（ピッ）音声は標準です 
（ピッ）音声は小です 
（ピッ）音声を消します 
（ピッ）音を消します 
（押している間ピーッピーッ） 

浴室リモコンから出る音声 台所リモコンから出る音声 

（　）内は同時に出る電子音など、○○℃は設定される温度 

 
あついお湯が出ます 
あついお湯が出ます 
 
あついお湯が出ます 
給湯温度が変更されました 
 
　 
 
 
 
給湯温度が変更されました 
給湯温度が変更されました 
 
 
給湯温度が変更されました 
 
お湯はりをします 
（ピッピッピッと5回）残りおよそ 
　5分でおふろに入れます 
（ピッピッピッと5回） 
（音楽）おふろが沸きました 
（ピピピピッと5回） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ピーッピピピと5回） 

あついお湯が出ます 

あついお湯が出ます 

あついお湯が出ます 

（ピッ）　 
（ピッ）あついお湯が出ます 
（上がるメロディー）給湯温度を○○℃に設定しました 
（上がるメロディー）あついお湯が出ます 
  給湯温度を60℃に設定しました 
（下がるメロディー）給湯温度を○○℃に設定しました 
　給湯温度は変更できません 
（ピッ）お湯はりをします 
（ピッピッピッと5回）残りおよそ 
　5分でおふろに入れます 
（ピッピッピッと5回） 
（音楽）おふろが沸きました 
（ピピピピッと5回） 
（ピッ） 
（上がるメロディー）ふろ温度を○○℃に設定しました 
（下がるメロディー）ふろ温度を○○℃に設定しました 
（ピッ） 
（ピッ）音声は大です 
（ピッ）音声は標準です 
（ピッ）音声は小です 
（ピッ）音声を消します 
（ピッ）音を消します 
（ピッ） 
（ピッ）設定しました 
（ピッ） 

浴室リモコンから出る音声 
 
あついお湯が出ます 
給湯温度が変更されました 
 
 
給湯温度が変更されました 
 
お湯はりをします 
（ピッピッピッと5回）残りおよそ5分でおふろに入れ 
ます 
（ピッピッピッと5回） 
（音楽）おふろが沸きました 
（ピピピピッと5回） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
おいだきをします 
（音楽）おふろが沸きました 

台所リモコンから出る音声 

あついお湯が出ます 

（ピッ）おいだきをします 
（音楽）おふろが沸きました 
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リモコン表示を節電便利な使いかた

●各リモコンごとに設定できます。

台所・増設リモコン 浴室リモコン

リモコンのフタを開け、 を押す。1
�表示画面に「 」または「 」が表示されます。

※「 」になっている場合は、すでにセーブモードになっています。

「 」になっている場合は、 または を
押して「 」にする。

2

台所・増設リモコン

�セーブモードとは、リモコンの待機電力の低減（省電力）を目的とした
機能です。セーブモードが「 」のときは、時間が経過すると自動
的に表示画面が消えます。
�運転スイッチが「入」「切」どちらの状態でも、セーブスイッチは操作で
きます。
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する（セーブモード）

・リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約25
分たつと表示画面が消えて、運転スイッチのランプ（黄緑）のみ点灯
します。浴室リモコンに優先権がある場合は、優先スイッチのラン
プ（オレンジ）も点灯します。ただし、給湯栓を1度も開けていない
状態では、表示画面は消えません。1度給湯を使用してください。
機器を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再
び点灯します。
※ 運転スイッチ以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点
灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
・湯はり運転中および給湯温度を60℃に設定している場合は、安全
のため表示の節電（セーブモード）機能は働きません。
台所リモコンは、予約中も節電（セーブモード）機能は働きません。
・電源プラグが抜けた場合や停電後には、セーブの設定が「 」にな
ります。

お知らせ

�『設定しました』とお知らせして設定が完了します。
�設定を解除するときは ～ の操作で「 」にします。

※セーブスイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に
設定が完了します。
※増設リモコンは音声のお知らせはありません。

31

を押す。3

浴室リモコン
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増設リモコンの操作音を消す便利な使いかた

●増設リモコン SC-120 で操作します。
増設リモコンの操作音を消音にしたいときに使用します。

増設リモコン

増設リモコンのフタを開け、 を押す。操作音 1
�表示画面に「 」または「 」が表示されます。

※「 」になっている場合は、すでに音を消した設定になっています。

�「 」にしたときは「ピッピッ」と鳴り、
�「 」にしたときは「ピッピピピ」と鳴ります。

「 」になっている場合は、 または を押
して「 」にする。

2

�設定が完了します。
�設定を解除するときは ～ の操作で「 」にします。

※操作音スイッチを押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に
設定が完了します。

31

を押す。操作音 3

操作音 

2

31

増設リモコン

� が「入」「切」どちらの状態でも設定できます。
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暖房の使いかた暖房を使う

台所リモコン（MC-120VSD）

暖房する部屋の放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチを「入」にし、温
度調節つまみをお好みの温度にします。
（放熱器（暖房）の取扱説明書もご覧ください）
�燃焼中は表示画面に燃焼表示（ ）が点灯します。

■暖房スイッチの使いかた
台所リモコンMC-120VSDのみ操作できます。

■静音スイッチの使いかた
台所リモコンMC-120VSDのみ操作できます。

放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチの「入」・「切」で機器の暖房運転
ができない場合、下記操作で機器を運転します。

�運転スイッチが｢入｣・｢切｣どち
らの状態でも、暖房スイッチは操
作できます。
①台所リモコン（MC-120VSD）
のフタを開け、暖房スイッチを
押す。
暖房スイッチのラン
プ（オレンジ）が点
灯します。

②放熱器の操作をする。

1

台所リモコン（MC-120VSD）

台所リモコンのフタを開け、静音
スイッチを押す。

�静音スイッチのランプ（黄緑）が
点灯して、設定が完了します。
�再度静音スイッチを押すと静音
スイッチのランプ（黄緑）が消灯
して、設定が解除されます。

�運転スイッチが｢入｣・
｢切｣どちらの状態で
も、静音スイッチは操
作できます。

・一部の機種では、給湯と暖房の同時使用時温風温度が変動したり、
若干低くなる場合があります。
・高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出る
ことがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

お知らせ

1

静音スイッチのランプ（黄緑）が点灯中は暖房能力を少し低下
させて、運転音を下げます。このとき、暖房の立ち上がりが悪
くなることがあります。

お知らせ
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機器移設の再設定
増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合
は、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記手順
に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

■全自動タイプの場合

　 スイッチを1秒間以上押しながら自動スイッチを押す。 
（運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」、通常表示状態で操作） 

この部分が点滅します。 

現在記憶している記憶内容を消去してください。1
浴室リモコンの運転スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから下図
の スイッチを1秒以上押しながら、自動スイッチを押し続けてください。
記憶内容が消去され、スイッチを押している間は下図のように表示画面
の浴槽のマークが点滅します。

浴槽の残り湯をすべて排水してください。2
浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長
くかかったり、低い水位設定時に機器が作動しないなどの不具合が生じ
ることがあります。

排水栓をしっかりと閉めてください。3
自動スイッチを押す（「入」にする）と自動湯はりが開始
されます。4

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。
運転中何回か停止しますが異常ではありません。

湯はり おいだき
停　 止

・
開 始

ポンプ　湯はり
停　止

・
開　始　

湯はり
開　始

湯はり　ポンプ
停　止

・
循　環

おいだき 保温表示　
終　了

・
点 灯

循環アダプター（下部循環口）より
水位が高くなるまで繰り返し

自動スイッチ
「入」

自動運転のはたらき（例）

試運転の終了まで20～30分かかります。

浴室リモコン

表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了です。こ
れで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保
温運転を続ける必要がない場合は、もう一度自動スイ
ッチを押して、自動スイッチのランプ（赤）を消灯さ
せてください。

5
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■自動湯はりタイプの場合

湯はり中は、このマークが表示されます。 

自動スイッチを1秒以上押しながら運転スイッチを押す。 
（運転スイッチ「切」で操作） 

現在記憶している記憶内容を消去してください。1
（1）浴室リモコンの運転スイッチを「切」の状態で、自動スイッチを1

秒以上押しながら、運転スイッチを押してください。
記憶内容が消去されるとともに、運転スイッチが点灯および自動
スイッチが点滅し、自動湯はりが開始されます。

（2）再度自動スイッチを押して、自動湯はりを停止（自動スイッチ消
灯）させてください。
自動湯はりを停止するまでの間は、循環金具からお湯が出ますの
で注意してください。

（1） （2）
消灯 

自動スイッチを押す。

循環金具からお湯が出ないことを確認してから、浴槽
の残り湯をすべて排水してください。2

浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長
くかかるなどの不具合が生じることがあります。

排水栓をしっかりと閉めてください。3
自動スイッチを押す（「入」にする）と自動湯はりが開始
されます。4

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。
運転中何回か停止しますが異常ではありません。

湯はり おいだき
停　 止

・
開 始

ポンプ　湯はり
停　止

・
開　始　

湯はり
開　始

湯はり　ポンプ
停　止

・
循　環

おいだき 保温表示　
終　了

・
点 灯

循環アダプター（下部循環口）より
水位が高くなるまで繰り返し

自動スイッチ
「入」

自動運転のはたらき（例）

試運転の終了まで20～30分かかります。

表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了です。こ
れで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保
温運転を続ける必要がない場合は、もう一度自動スイ
ッチを押して、自動スイッチのランプ（赤）を消灯さ
せてください。

5
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故障かな？と思ったら

機器が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅し
ます。 台所・増設リモコン

機器の下部または側部

浴室リモコン

ガス栓 給水元栓 

①ガス栓と給水元栓
が十分開けてある
か確認します。

②お湯を使ってい
る場合は、給湯
栓を閉めます。

③運転スイッチを
「切」にして、再
び「入」にします。

④再び使用
してみて
ください。

運転
入／切

●故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

●上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売
店または当社の支社・支店・営業所・出張所に修理を依頼してくだ
さい。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。

を表示しているときは、すぐにお買い上げの販売店または当社の
支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。

・ ・ を表示しているときは、給湯・ふろ・暖房を使うこ
とはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態とな
ります。また、 ・ ・ を表示している場合についても、
しばらくの期間は給湯・ふろ・暖房を使用できますが、気が付いたら
すぐにお買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所・出張所
にご連絡ください。
マイコンメーターのガス漏れ監視機能を有効に活用させるため、
が点滅したら、すべてのガス機器（テーブルコンロ、ファンコンベク
ターや床暖房を含む）のご使用を１時間停止してください。一定時間、
ご使用停止が確認できると の点滅は消えます。
※リモコンの故障などの場合は、表示画面が点灯しなくなりますが、
お湯を使うことはできるようになっています。ただしこの場合、高
温（約50℃）のお湯が出ますので、使用には十分ご注意ください。

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障ではない場合もあります。
修理を依頼する前に機器本体の取扱説明書「故障かな？と思ったら」をご覧ください。

故障表示が点滅する



56

アフターサービスについて
●アフターサービス・保証については、熱源機本体に準じます。
●熱源機本体の取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。必ず「販売
店名・お買い上げ日」などが記入されていることをご確認ください。
●当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある
場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応じることを約束いた
します。（詳細は保証書をご覧ください）
●保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただく場合
がありますので、大切に保管してください。
●保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持で
きる場合は、ご希望により有料で修理いたします。

●当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番
号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用さ
せていただく場合がございますのでご了承ください。
●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令
に基づく業務の覆行または権限の行使のために必要な場合、その他正当
な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供は
いたしません。

■お客様の個人情報の取り扱いについて
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