
浴室リモコン専用機能

上記の最適エコ運転をすることで、さらに

約9,000円おトク！
※ガス料金（LPG）、水道料金の合計

わかりやすさにこだわった
取扱説明書です。

エネルック機能

追加できる便利な機能 別売品

台所リモコン専用機能

取扱い
を

やさし
く解説

排気： 約200℃ 排気： 約50℃

加熱加熱

燃焼ガス
で加熱

燃焼ガス
で加熱

加熱加熱

従来タイプ

（　　　　　　　　）
人の入浴をセンサーが感知。湯温に慣れて
“ぬるさ”を感じる前に追いだきをし、快適な
入浴ができます。

排水時に追いだき配管内を新しいお湯で洗い
流し、湯アカの付着を抑制します。運転OFFの
場合は水で洗い流します。

洗濯機注水ユニットRCS-2C対応機種
おふろの残り湯を洗濯機に注水できます。
省エネと環境にやさしい機能です。
（別売部材必要）

ノーリツ給湯器の機能マークの説明

即出湯QU-1／QU-3対応機種
給湯器と組み合わせることで、いつでも
お湯が使える「即出湯」が実現します。
（別売部材必要）

スカイブレンダー対応機種
スカイブレンダーを接続すれば、太陽熱温水
器と給湯器をシステムで使用でき、給湯器の
リモコンで温度設定ができます。フルオート
タイプ、オートタイプにも対応します。
（別売部材必要）

太陽熱温水器対応機種
太陽熱温水器で温められたお湯を有効活用
できます。
太陽熱温水器からの湯温が高温の場合、設定湯温での
出湯ができません。

給湯温度を32・35・37～48・50・55・60℃
の17段階で設定可能です。

最大出湯量が25％アップ。主に水温が高く
なる夏場、設定温度が低めの時に威力を発揮
します。

PRO-TECメカの基本機能を応用すること
で、これまでできなかった35℃、32℃といっ
た低温度での出湯が可能になりました。夏場
など水温が高い場合、出湯量が少ない場合、
低温度のお湯が出せない場合があります。
（従来の最低出湯温度は37℃）

在庫僅少品につき、数に限りがあります。
弊社支店・営業所に必ずお問い合わせください。

在庫僅少品

スイッチ1つで自分にあったエコをスタート

最適エコ運転でさらにエコ！

配管条件により、使用中に一時的にお湯の温度が下がる
ことがありますが、故障ではありません。

スイッチONで約20Lの足し湯をします。

スイッチを押すと、今の浴槽湯温＋1℃になります。

※RC-9001／9101系／8101／8201系のリモコンは台所リモコンでも追いだきの操作ができます。
　（但し、リモコン設定温度までの追いだきになります。）

設定温度に達していなかった場合には、設定温度まで沸かします。その後、保温機能ははたらきません。

スイッチを押すと、20Lのたし湯をします。さ
らに、たし湯量の変更ができ（10、20、40、
60、80、100Lの6段階）お好みの量を素早
くたし湯します。

スイッチを押すと、10Lのたし水をします。
さらにたし水量の変更ができ（10、20、
30、40、50、60Lの6段階）お好みの
量を素早くたし水します。

スイッチを押すと、今の浴
槽湯温+1℃になります。

℃

設定温度

設定温度40℃で、湯温39℃以下の
場合、設定温度まで追いだきします。

設定温度40℃で、湯温39.5℃以上の
場合、湯温+1℃まで追いだきします。

38.5℃
40℃

℃

設定温度

39.5℃
41℃

スイッチONで今の浴槽
湯温－1℃になります。

水位が基準以上の場合、湯温-1℃まで注水します。（フルオートタイプ）

℃

設定温度

41℃ 40℃
※オートタイプは水位に関わらず10L注水します。

水位が基準以下の場合、10L注水します。 ※機種によっては詳細が異なる場合があります。

追いだき中やたし湯中および終了後から
約2分間、たし水中および終了後から約15分
間等、条件によってはごきげんオートがはた
らかない場合があります。

●一部、別売部材「RCS接続基板ユニット」が必要な機種もあります。
●リモコン以外のオプション品は接続できません。
●一部、対応していない機器がございます。

設置フリー形ふろ給湯器全GTシリーズ対応

給湯やシャワー使用中に排水栓を抜いたり、排水口が
目詰まりを起こし、排水スピードが遅い場合など作動
しない事があります。

注意！

注意！ 取り扱いを誤まりますと、やけどや事故の原因にな
ることがあります。

注意
リモコンと給湯機器本体等との組み合わせや、設置・
施工、使用条件により機能が制限されることがあり
ますので注意していただきたい事項です。

『ガス消費機器：屋内式ガス給湯機器（FF、F、BFタイプ）』
の給排気工事は「ガス消費機器の設置工事に関する法律
【特監法】」、または「液化石油ガス設備士」の有資格者の
監督下で行うよう法律で定められています。

設定温度に達していなかった場合に
は、設定温度まで沸かします。
その後、保温機能ははたらきません。

「快適さ」「便利さ」「きれいな環境へのニーズ」などを満足させるために、ガス
会社3社と給湯器メーカーが共同して開発した新しい給湯器の総称です。

大気汚染を軽減する「低NOxバーナー」を搭載しています。

低
NOx

平成13年4月1日から施行された【国等による環境物品等の調達
の推進等に関する法律（グリーン購入法）】の第6条に定められた特
定調達品目および判断基準を満たす商品です。

お客様が商品に抱くイメージとの差異を解消するた
めの、メッセージです。

（RCSシリーズを使用すると作動しません。）

排水時に追いだき配管内を新しいお湯で洗い
流し、湯アカの付着を抑制します。
（RCSシリーズを使用すると作動しません。）

環境性能＆省エネの性能

＜BL＞認定マーク
（財）ベターリビングが認定した品質、性能、アフターサービス等に優
れた優良住宅部品です。BL認定品は2年間の保証となります。

長期使用製品安全点検制度において経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者
の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品
であって、使用状況からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政
令で定めるものです。

現在ノーリツ製品は「点検お知らせ」機能を搭載しています。一般的なご使用で10
年相当の使用を経過しますと、点検時期到来をお知らせします。この表示は故障で
はなく、ご使用はできますが、安全使用のため長期使用時の点検（有償）を受けてく
ださい。弊社長期使用機器の点検窓口にご連絡ください。点検のご案内をさせてい
ただきます。

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用するこ
とができる標準的な期間です。家庭用機器は10年、業務用機器は3年
としています。

長期使用製品安全点検制度・長期使用製品安全表示制度　該当製品表示

点 検
お知らせ

フルオート
タイプのみ

フルオート
タイプのみ

フルオート
タイプのみ

浴槽へのお湯はりが設定値になると、自動
ストップします。〈給湯器の機能です〉

浴槽へのお湯はりが設定量になれば、台所リ
モコンのブザーがお知らせします。お湯はり
は自動では止まりません。〈給湯器の機能です〉

おふろの沸き上がり時刻を予約できます。
（マルチリモコン使用時）
お湯はり開始から、自動ストップまでの沸上予約です。

浴槽の湯温低下に応じて、保温間隔を10分
～60分の間で細かく変更し、沸き上がり後、
設定温度の±0.5℃に保ちます。

＜フルオート＞
センサーが人の入浴をチェック。保温運転の
間隔を短くし、いつも快適な温度で入浴でき
ます。

＜オート＞
浴槽の湯温低下に応じて、「自動追いだき」を
行う保温間隔を20分、45分、60分と可変さ
せ、効率的な保温と省エネルギーを図ります。

約10分間リモコンを使用しない場合★、運転
スイッチ以外の表示が消え、待機時消費電力
を低減します。
★追いだき等のふろ機能のスイッチを操作した場合、約60分
で省電力モードになります。また、給湯温度が高温設定の
際、注意喚起のため、表示を消さない場合があります。

冷水サンドイッチ現象※を防止する機能です。
※お湯を出したり、止めたりを繰り返すと、熱くなったり、冷た
くなったりする現象。

入浴中の設定温度付近では、熱すぎない追い
だきをします。
（条件によって、「マイルド追いだき」にならない場合があります。）

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用するこ
とができる標準的な期間です。

ノーリツでは、特定保守製品の屋内式だけでなく屋外式も設計上の標準使用期間を定め、
マーク表示しています。

エコスイッチを押すことで、給湯時は「8L/10L/12L」に出湯量を制御、ふろ
自動保温時はふろ設定温度「マイナス1℃」で保温します。

エコ運転マーク

待機時消費電力3.6W　　　消費電力100W　　　凍結予防ヒーター240W

しっかり節電も。

エコスイッチがさらに進化しました。

最適ふろ自動エコ運転 お湯はり少しひかえめ 保温温度少しひかえめ

給湯温度少しひかえめ
-1℃※

-1℃※-1cm※

New

通常の自動保温運転（エコスイッチOFF時）より少し
長めの間隔で追いだきをします。
※エコ効果の高い熱効率で最適なお湯はりをします。

おまかせエコ給湯機能

自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら
気にならない範囲の水位です。
※フルオートの場合、オートタイプは設定湯量より-10L。

浴槽に浸かっていない時は、おふろの温度を自動的に
1℃下げて保温します。
※ごきげんオート（フルオートタイプ）作動時は、ふろ設定温
　度まで追いだきをします。

上がり湯のシャワー時などに自動的に給湯温度を1℃
下げます。※数値は目安です。

節ガス
節 水節ガス

節ガス

節ガス

シャワーの温度や量、おふろの自動お湯はりや自動保温もエコスイッチを押すだけで、
給湯器が「最適なエコ運転」をし、ガスも水も節約してくれます。

もったいない！を再利用。
給湯も追いだきも省エネです。
これまで捨てていた排熱でお湯をつくります。
ノーリツのエコジョーズは「給湯」も「追いだき」も高効率。
ガスのエネルギーのほとんどをお湯に変える高い技術です。

使い過ぎもしっかりセーブ。

CO2も年間295kg-CO2も削減します。

最適エコ運転で省エネ性能もアップ。

エネルックスイッチを押すと、ガス、お湯、CO2の使用状況をリング状の青・オレンジ色で
カラー表示。眼で見て分かりやすく表示します。

これは杉の木21本が吸収するCO2と同じ量です。今までより15％も少なくします。

約35,200円おトク！

従来タイプ

給湯 ： 約126,000円　 ふろ ： 約17,400円

給湯 ： 約149,600円　ふろ ： 約20,000円

※LPGの場合
92％95％

給湯側 ふろ側

新エコスイッチ搭載エコジョーズなら…

＜BL-bs＞認定マーク
（財）ベターリビングが認定した優良住宅品のうち、特に今日の様々な社会的
要請（環境の保全、ユニバーサルデザインなど）への対応を先導する特長を
有する住宅部品（BL-bs部品：Better Living for better society）に付
けられます。BL認定品は2年間保証となります。

注意！ 全自動洗濯機には直結できません。

おまかせエコ自動機能

杉の木なら

約26,200円おトク！【給湯】約 23,600円もおトク！　
【ふろ】約 ２,600円もおトク！

92％95％
ふろ給湯

熱効率

年間ランニングコスト、CO2排出量の計算式についてはP.77をご参照ください。

×21本！×21本！

GT-C1652AWX-SFF-KRの場合

ふ
ろ
給
湯
器

設
置
フ
リ
ー
形

※詳しくはp.11をご覧ください。

エネルックスイッチを
押すごとに表示の
切り替えができます。

使用すると
1メモリ（10%）
ごとに増えて
いきます

ガスの使用量 お湯の使用量 CO2の排出量エネルック

お湯カウンターで使用しているお湯の量がその場で見える！！

給湯量少しひかえめ

＜条件＞（9L/分－8L/分）×５分×４人＝2０L
　　　　  20L×365日＝7,300L   7,300L÷200L＝約37杯
　　　　  ※200L浴槽の場合

9Lを8Lにするだけで、毎日のシャワーの節水量が年間浴槽約37杯分
に相当します。

驚きの節水効果！
●エコスイッチで給湯量少しひかえめ10Lにした場合…

37
杯分

オ
ト
ク！

オ
ト
ク！

「エコスイッチ」をポン！ 少しだけ湯量を絞ります。
湯量は8L、10L、12L、OFFに可変できます。

節 水節ガス


