
石油小形給湯機
取扱説明書 保証書付
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このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
●この説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
●保証書（裏表紙）は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入を確かめてください。
●この説明書（保証書付）はいつでもご覧になれるところに保管してください。
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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。

　 警告

　注意・禁止内容の絵表示

ガソリン厳禁 灯油（JIS１号灯油）を必ず使用してください。
ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないで
ください。火災のおそれがあります。

GASOLINE

GASOLINE

　　禁止

　　必ずおこなう

　　高温注意

　　分解禁止

　　ガソリン禁止

　　接触禁止

　　感電注意

　　電源プラグを抜く

GASOLINE

GASOLINE

　危害・損害の程度による内容の区分

注意
警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う

可能性が想定される内容です。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性およ
び物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

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です。お願い
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　 注意

高温部接触禁止 燃焼中や消火直後は、排気口やその周辺に手などふれ
ないよう注意してください。やけどのおそれがありま
す。

高温注意 ●シャワーなどお湯を使用するときは、手でお湯の温度を
確かめてから使用してください。やけどのおそれがあり
ます。

●入浴するときは、手でお湯の温度を確かめてから入浴し
てください。やけどのおそれがあります。

可燃物禁止 機器の上や周囲に燃えやすい物（紙、洗濯物、揮発油、
スプレー缶など）を置かないでください。
火災のおそれがあります。

囲い禁止 機器や排気口を波板などで囲わないでください。
不完全燃焼や火災のおそれがあります。

電源プラグは
確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んで
ください。また、傷んだプラグやゆるんだコンセント
は使用しないでください。火災の原因になります。

長期間使用しないとき
は電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを抜くとともに、
凍結を予防するため、必要な処置をしてください。
（ P26）火災や予想しない事故の原因になります。

油漏れ注意 オイルタンクや送油管の接合部などから、油漏れがな
いことを確かめてください。
油漏れにより、火災の原因になります。

電源コードを
傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物を載せたりしな
いでください。また、電源プラグを抜くときは、コー
ドを持って引き抜かないでください。
火災や感電の原因になります。

分解修理・
改造の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。
不完全な修理や改造は危険です。
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特に注意していただきたいこと-2

　 注意

使用電源の
確認

この機器の電源はAC100V、50Hzまたは60Hz用で
す。
他の電源で使用すると、故障・火災の原因になります。

感電に注意 電源プラグは、ぬれた手でさわらないでください。
感電の原因になります。

ゴム製送油管の
屋外使用禁止

ゴム製送油管を屋外で使用しないでください。
油漏れにより火災のおそれがあります。

給気口詰まり
注意

機器の給気口にほこりが目詰まりしていないことを確
かめてください。給気口は定期的に掃除してくださ
い。目詰まりにより、不完全燃焼から人身事故につな
がるおそれがあります。

電源プラグの
お手入れを

ときどきは電源プラグを抜き、ほこりを除去してくださ
い。ほこりがたまると、感電や火災の原因になります。

高温出湯に注意 湯を高温に設定しているときは、高温水に直接ふれな
いように注意してください。
やけどのおそれがあります。

排気口周辺の
確認

排気口のすぐ前に物を置かないでください。
異常燃焼や火災の原因になります。

子供に注意 子供だけで浴室内で遊ばせないでください。思わぬ事
故の原因になります。特に小さなお子様のいるご家庭
ではご注意ください。

太陽熱温水器との
接続禁止
（ソーラー接続ユニットを使用する場合は除く）

お湯の温度制御ができなくなり、やけどや機器の故障
の原因になります。

給湯使用中の
注意

シャワー使用中などには、使用者以外は湯温設定を変えた
り、リモコンの優先( P17）を切り替えないでください。
突然、高温設定された湯が出ると、やけどのおそれがあります。
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運転ランプの
消灯確認

おやすみやお出かけになるときは、運転スイッチ「切」の状態である
ことを確認してください。

異常時の処置 万一、異常を感じたり、緊急の場合は、あわてず消火してください。
（運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜き、送油バルブを閉めて
ください。）それから販売店または、弊社窓口へ連絡してください。

スス取り剤の
使用禁止

スス取り剤を使用すると、熱交換器等の損傷を起こす場合がありま
すので、絶対に使用しないでください。

リモコンに
ついて

●リモコンの掃除には、ベンジンや油脂系の洗剤を使わないでくださ
い。変形する場合があります。

●浴室リモコンは防水型ですが、故意に水をかけないでください。故
障の原因になります。（台所リモコン・増設リモコンは防水型では
ありません。）

●台所リモコン・増設リモコンに炊飯器、電気ポットなどの蒸気を当
てないでください。故障の原因になります。

日常のお手入れ 浴そう、洗面台はこまめに掃除してください。
湯アカが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと、せっけ
んなどに含まれる脂肪酸とが反応して、青く変色することがあります。

温泉水や自家用
井戸水で使うと

水質によっては、機器内の熱交換器や配管内部が腐食したり、異物
が付着するなど、耐久性を損なう場合があります。

お願い
用途について ●台所・おふろ・洗面等などの給湯、シャワー以外の用途には使用し

ないでください。思わぬ事故になるおそれがあります。
●車両・船舶に搭載して使用しないでください。
●この製品は家庭用です。業務用のような使い方をされると、製品の寿
命を短くします。この場合の修理は、保証期間内でも有料となります。

●機器や配管内に長時間たまっていた水は、飲用または調理に用い
ず、雑用水としてお使いください。
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特に注意していただきたいこと-3

凍結に注意 冬期は、凍結による機器の破損予防のため必要な処置をしてくださ
い。( P25～26）
凍結すると、水漏れや故障の原因になります。

灯油の保管 灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光をさけた場所に
保管してください。灯油が変質する原因になります。

結露現象に注意 ●水を出すときには、運転スイッチ「切」の状態でお湯側より水を出す
ことはしないでください。
シングルレバー混合水栓の場合は、レバーを完全に水側にセットし
てから水を出してください。

●お湯を出すときには、運転スイッチが「入」であることを確認してお
湯を出してください。
※運転スイッチ「切」の状態でお湯側より水を出すと、熱交換器内に結
露現象が発生し、不完全燃焼の原因となったり、電気部品の損傷に
つながります。

お願い

積雪時の注意 積雪時には給・排気口の点検、除雪をおこなってください。
給・排気口への積雪や屋根から落ちた雪により、給・排気口がふさが
れて不完全燃焼し、機器の故障の原因になることがあります。

排気ガスに
ついて

排気ガスが直接建物の外壁や窓、アルミサッシなどに当たらないよう
に設置してください。増改築時も同様に注意してください。
ガラスが割れたり、変色する原因になります。

市販の補助用具
使用について

●この機器の純正部品以外は使用しないでください。
思わぬ事故を予防するため。

●水圧の低い地域では、泡沫水栓を使用しないでください｡
●給湯栓の先端に泡沫水栓が内蔵されているものについては、ときど
き内部のフィルター（金網）を掃除してください｡（わからないとき
は、販売店または、弊社窓口に確認してください｡）
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構　造　図

●

●

●

● ●

●

●

外　観　図

各部のなまえ（機器本体）

側面および後面に
あります

●

中に入っています
( P29）

水抜き栓の
フィルター

給気口

オイルストレーナ

給水元栓

排気口

ドレン口

送油バルブ

コントローラ 送風機（ファン）

バーナ部

熱交換部

オイルストレーナ
空気抜きネジ

オイルストレーナ

対震自動消火装置

●
●

● ●

●

電源コンセント

電源プラグ

●

●

水抜き栓
（過圧防止安全装置）
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運転スイッチ

運転の入･切に。

その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をごらんください。

（ 次ページ）

表示画面 設定スイッチ

お湯はりスイッチ
おふろのお湯はりを
するときに。

（ P18,19）
おふろのお湯はり温
度を調節するときに。

（ P20）

湯量設定スイッチ
おふろのお湯はり湯
量を調節するときに。

（ P21）

スピーカー

時計を表示するとき、
または時計を合わせ
るときに。 （ P14）

時計表示スイッチ

(台所などに取り付けます）

お湯の温度の設定に。
　　　（ P16,17）
その他、各種設定を
するときに。

各部のなまえ（リモコン-1）

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

台所リモコン＜RC-7607M＞
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お湯はり湯量表示
（ P21）

時計表示

時計表示スイッチを
押すと時計表示しま
す。　　　  （ P14）

下記の表示画面は説明のため、全て表示したものです。
　　実際の運転のときは、該当部分を表示します。　　　　　　

燃焼ランプ

このランプが点灯し
ている操作部で、お湯
の温度が調節できま
す。　　     （ P17）

優先ランプ 給湯温度表示
（例：40℃）

お湯はり温度ランプ
点灯中はお湯はり温
度を表示します。

（ P20）

お湯はり温度表示
（例：40℃）

故障表示

不具合が生じたとき、
故障表示します。

（ P34）

使用しないまま

時間がたつと

リモコンの無駄な電力消費を防ぐ　＜表示の節電＞

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、機器を使用しないまま約10分たつと、画面表示が
消えて、運転ランプのみ点灯します。

※画面が消えても、運転は「入」の状態です

＊再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。
＊給湯温度を60℃、75℃に設定している場合は、安全のため、表示の節電はしません。
＊時計表示をしているときは、表示の節電はしません。

表示画面
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その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をごらんください。

（ 次ページ）

表示画面
運転の入･切に。

運転スイッチ

呼び出しスイッチ

お湯の温度の設定に。
（ P16,17）

給湯温度設定スイッチ

（ P17）

優先スイッチ

おふろのお湯はりを
するときに。

（ P18,19）

お湯はりスイッチ

（浴室に取り付けます）

（ P20）

お湯はり温度設定スイッチ

（ P21）

お湯はり湯量設定スイッチ

スピーカー
（ P15）

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

各部のなまえ（リモコン-2）

浴室リモコン（別売品）＜RC-7607S＞
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故障表示

不具合が生じたとき、
故障表示します。

　（ P34）

下記の表示画面は説明のため、全て表示したものです。
　　実際の運転のときは、該当部分を表示します。　　　　　　

優先表示

給湯温度表示

（例：40℃）

（例：40℃）

お湯はり燃焼表示

給湯燃焼表示

（例：10時15分）

時計表示

分�℃�℃�優先�
高温� たっぷりたっぷり�

暖房温度�

即湯�

タイマー�

ふ　ろ�給湯�・�シャワー�使用しないまま

時間がたつと

リモコンの無駄な電力消費を防ぐ　＜表示の節電＞

※画面が消えても、運転は「入」の状態です

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、機器を使用しないまま約10分（お湯はりの機能を
使った場合約１時間）たつと、画面表示が消えて、運転ランプのみ点灯します。

※再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。
※給湯温度を60℃、75℃に設定している場合は、安全のため、表示の節電はしません。

運転スイッチ「切」
のときには表示し
ません。

お湯はり温度表示

お湯はり湯量表示
（例：180リットル）

高温表示

この表示が出ている
リモコンで、お湯の
温度が調節できます。

（ P17）

表示画面
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使用前の準備

燃　料

給　油
●オイルタンクへの給油の際の注意
 ・給油は、必ず運転スイッチを「切」にしてからおこなってください。
 ・水やゴミなどが入らないよう、特に注意してください。
 ・給油が終わった後、給油口のふたは、確実に締めてください。
 ・こぼれた灯油は、よく拭きとってください。
●オイルタンクを空にしないでください
 ・空にすると、着火がスムーズにできない場合があり、
   その際に空気抜きが必要になります。

＜空気抜きのしかた＞
オイルタンクを空にすると、送油配管内に空気が入り、次回使用するときに着火がスムーズに
できなかったり、故障表示「11」「12」が出る場合があります。以下の手順で空気抜きをおこなっ
てください。

排気口周辺の確認
排気口のすぐ前に物を置かないでください。異常燃焼や火災の原因になります。

油漏れ注意
オイルタンクや送油管の接合部などから、油漏れがないことを確かめてください。
油漏れにより、火災の原因になります。

可燃物禁止
機器の上や周囲に燃えやすい物（紙、洗濯物、揮発油、スプレー缶など）を置か
ないでください。火災のおそれがあります。

注意

注意

注意

ガソリン厳禁
灯油（JIS１号灯油）を必ず使用してください。ガソリンなど揮発性の高い油は、
絶対に使用しないでください。火災のおそれがあります。

警告

1.  給油後、オイルタンクの送油バルブ
を開く。

2. 運転スイッチを「入」にする。
3. 給湯栓（お湯側）を開けて、お湯を出す。

手順2～3の操作中、
送油配管内の空気が抜けるまで機
器から振動音が出ますが、異常で
はありません。

１．オイルストレーナーの空気抜き
ネジをゆるめる。

  （オイルストレーナーの位置
（ P7））

  このとき、灯油があふれ出てき
たら空気抜きが完了です。こぼ
れた灯油は、よく拭きとってく
ださい。

２．空気が抜けた後は、空気抜きネ
ジを元の位置までしっかりと締
め付ける。

空気抜き
ネジ

オイルストレーナー

燃焼ランプが点灯し、お湯になれ
ば正常です

【故障表示「11」「12」が出る場合】
いったん運転スイッチを「切」にし
て再度「入」にし、お湯を出す

5～6回繰り返しても、故障表示が出て着火しない
ときは
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運転開始前の準備と確認

準備と確認を、次の1～7の手順でおこなってください

1．機器の水抜き栓、排水栓が閉まっていることを確認する。
2．給水元栓を開く。
3．すべての給湯栓を開け、水の出ることを確認し、再度閉める。
4．油タンクの送油バルブを開ける。
5．油タンクや送油管の接合部などから油漏れがないか確認する。
6．電源プラグをコンセントに差し込む。（交流100Ｖコンセント）
7．対震自動消火装置をセットするため、リモコンの運転スイッチを押して「入」にし、
再度押して「切」にする。（自動的にセットされます）

給湯栓

1

2 5

6

45
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32

例：「午前10時15分」のとき

一度押す毎に１分ずつ、押し
続けると10分ずつ変わりま
す。

点滅から点灯に変わり、時計
が動き出します｡

点滅

1
時計表示スイッチ
を約2秒押す
（ が点滅するまで）

時計表示スイッチを
押す

（台所リモコン）

1,3
時計を合わせる

点滅

すすむ

もどる

時計を表示させる

運転スイッチの「入・切」に関係なく、
時計合わせや時計を表示させることがで
きます。（イラストは「切」の状態です）

2

時計表示スイッチを押してください。
もう一度押すと、時計表示が消えます。

●時計表示中に、お湯を使用したりお湯の温度を変更したりすると、時計表示は消えます。
●お湯の使用中や、60;，75;の高温設定時に時計表示スイッチを押した場合は、10秒間
時計表示し、その後、元の画面表示に戻ります。

●停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電すると に表示が変わりますので、時計
合わせをしなおしてください。

●時計表示をしているときは、表示の節電はしません。

点滅

ピッ

約2秒後

使いかた

時計を合わせる・時計を表示させる

設定スイッチで
時計を合わせる
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使いかた（浴室リモコンがある場合）

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす
（浴室リモコン/別売品）

浴室にいるときに、何か
必要な物があったり気分
が悪くなって人を呼びた
いとき、呼び出しスイッ
チで知らせることができ
ます。
(インターホンではないの
で会話はできません）

呼び出しスイッチを 押す

チャイムで呼び出します。

押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

点灯

●呼び出しスイッチは運転スイッチの「入・切」に関係なく使用できます。
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（浴室リモコン/別売品）

（台所リモコン）

1 運転スイッチを
「入」にする

使いかた

お湯を出す/お湯の温度を調節する

1

2 ＜運転スイッチ「切」のとき＞

点灯

ここでは台所リモコンでご説明します

2

1

前回に設定した給湯温度
　　　　　 （例：40;）

点灯

●60;，75;に設定したときは温度表示が点滅（約10秒）後、点
灯して、高温が出ることをお知らせします。

●60;，75;の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特
に注意してください。表示の温度をよく確かめてから使用してく
ださい。

＜台所リモコン表示画面例＞

点滅→点灯

やけど予防のために
●シャワーなどお湯を使用するときは、手でお湯の温度を確
かめてから使用してください。やけどのおそれがあります。

●入浴するときは、手でお湯の温度を確かめてから入浴して
ください。やけどのおそれがあります。

高温注意

注意注意

給湯使用中の
湯温設定注意

シャワー使用中などには、使用者以外は湯温設定を変
えたり、リモコンの優先( 次ページ）を切り替えないで
ください。突然、高温設定された湯が出ると、やけど
のおそれがあります。

  ※（　）内は湯、水を混合した値です。給湯量と給湯温度の早見表

給湯量　リッ
トル／min

8;（冬期） 18;（春･秋期） 28;（夏期）給湯温度 水温

40;
48;
60;
75;

約21.0 約30.5 （約55.5）
約17.0 約22.5 （約34.0）
約13.0 約16.0 約21.0
約10.0 約11.5 約14.0
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3 給湯栓を開ける2
設定スイッチで
給湯温度を調節する
（変更しないときは温度を確認する）

＜一度設定すると記憶します＞

あつくなる

ぬるくなる

点灯確認 燃焼中 点灯 消灯

変更した給湯温度

4 使用後は
給湯栓を閉める

台
所
リ
モ
コ
ン

浴
室
リ
モ
コ
ン

点灯していない

※設定スイッチを押すと
　音声で“浴室優先です”

表示

点灯

消灯→点灯

「優先」表示していない

※給湯温度設定スイッチを押すと
　音声で“優先スイッチを押してください”

（設定温度は例です）（浴室リモコンがある場合）
温度調節ができない場合は、以下の操作をしてください＜優先切替＞

　湯温調節できない状態　　→　　優先切替する　　→　　湯温調節できる状態　

優先スイッチを押す

運転スイッチを
「切」（消灯）にして

再度
「入」（点灯）にする

消灯 点灯

※お湯はり中にこの操作をするとお湯はりが停止します。

（;：             　　　　　　　　　　　　　　　　）目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、
実際の温度とは異なります。

お湯の温度の目安 サーモ付混合水栓の場合は、リモコ
ンのお湯の温度設定をご希望の温度
の約10;アップに設定すると、ちょ
うどよくなります。

いったん運転を切り、再使用する場
合、前回の設定温度が75;のとき
は、安全のため60;になります。＜初期設定（工場出荷時）＝40℃>

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 60 75
食器洗いなど シャワー、給湯など 給湯など 高温

32 35
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使いかた

おふろのお湯はりをする＜オートストップ＞

運転前の準備

＜運転スイッチ「切」のとき＞

1．浴そうの排水栓を閉める。
2．浴そうのふたをする。
（お湯はり部分は開ける）

1

給湯温度（例：40;）

点灯

点灯

3

点灯

給湯栓を開けたあと
お湯はりをやめたいとき

おふろの
給湯栓を開ける

給湯栓を閉めてから、お湯はり
スイッチを押してください。
※“お湯はりの設定を解除しまし
　た”と音声でお知らせしてお湯
　はりランプが消えるまで、給
　湯栓を開けないでください。

運転スイッチを
「入」にする

2

お湯はり温度（例：42;）

約10秒間 点滅→点灯

点灯
  
約10秒後
点滅

お湯はりスイッチを
「切」にする。
（ランプ消灯）

消灯

お湯はりスイッチを
「入」にする

給湯栓を開ける前に
お湯はりをやめたいとき

20～21ページ参照

お湯はり温度・湯量の変更

※サーモ付混合水栓の場合は、
水栓側の温度設定を最も高温
にしてください。

（台所リモコン）

2
1

（浴室リモコン/別売品） 1

ここでは台所リモコンでご説明します

2

■サーモ付混合水栓を使用している場合

中間の位置で使用するとお湯はり完了後も水が止まらず、浴そうからお湯があふれる場合があります

※給湯栓の構造により、「H」または「高」の位置でもお湯はり完了後に水が多少流れる場合があります。
　湯温がさがったり、浴そうからお湯があふれることがありますので、メロディが鳴ったらすぐに給
湯栓を閉めてください。

＜やけど予防のために＞
給湯栓を閉めた後、水栓側の温度設定を約40℃程度の位置に戻してください。

お湯はり時は、必ず水栓側の温度設定を「H」または「高」の位置にして使用してください。
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メロディでお知らせ
＋

　音声で“おふろが沸きました”
　　　　“給湯栓を閉めてください”

※他でお湯を使用している場合はその給湯栓も閉めてください。

お湯はり完了後10分以内に給湯栓を閉めなかった場合は、お湯が使用できません。
　その場合は、リモコンの音声や表示でお知らせしますので、それに従って操作してください。
　その後、お湯が使用できます。

＜オートストップ＞とは
浴そうにお湯をはるときお湯はり湯量を設定（ P21）しておくと、その
量になったときにリモコンのメロディと音声「おふろが沸きました」でお
知らせし、お湯が自動的に止まります。
（給湯栓は開いたままなので必ず閉めてください）

＜給湯栓を閉めなかったら＞
　メロディが鳴ってから約10分間、給湯栓が閉まったかどうかを確認するため自動的に機器
　が水を流し、給湯栓から少量の水が出たり止まったりします。
　給湯栓を閉めると水は止まります。

＜メロディが鳴ってから給湯栓を閉めないまま約10分経過したら＞
　下記の表示が出ますので、給湯栓を閉めてから、お湯はりスイッチを押してください。
　（ランプ消灯）
　“お湯はりの設定を解除しました”と音声でお知らせしてお湯はりランプが消えるまで、給湯栓を
　開けないでください。

＜給湯栓を閉めると＞
　・しばらくして（約30秒以内）音声で“お湯はりの設定を解除しました”とお知らせします。
　・お湯はりランプが消灯します。

●音量を「なし」に設定するとお湯はりメロディは鳴りません。（ Ｐ23）
●お湯はり中に、台所やシャワーなどでお湯を使用すると、設定したお湯はり温度のお湯が出ます。
●お湯はり中に、台所やシャワーなどでお湯を使用すると、使用した分だけお湯はり量が少なくなり
ます。

●前日などの残り湯（水）があるときは、その分だけ設定した温度よりぬるくなります。
●残り湯（水）がある場合や、お湯はりを中断して再度お湯はりをする場合、浴そうに残っているお湯
（水）の量だけ、設定したお湯はり湯量より多くなります。

4お湯はりメロディが鳴ったらおふろの給湯栓を閉める

台所リモコン 浴室リモコン

℃�℃�優先�
高温� たっぷり�

暖房温度�

即湯�

分�
タイマー�

ふ　ろ�給湯�・�シャワー�
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3

※初期設定（工場出荷時）＝40;

（;：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、
実際の温度とは異なります。

お湯はりスイッチで
給湯表示画面に戻す

あつくなる

ぬるくなる

（台所リモコン）

使いかた

お湯はり温度を調節する

1,3

2

1 お湯はりスイッチを
「入」にする

点灯

前回設定したお湯はり温度
（例：40;）

2
設定スイッチで
お湯はり温度を
調節する

消灯

変更したお湯はり温度

お湯はり温度の目安

約10秒間 点滅→点灯 消灯

※運転スイッチ「切」のときは
　必ず「入」にしてください。 ＜一度設定すると記憶します＞

ぬるめ ふつう あつめ

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ここでは台所リモコンでご説明します

※そのままお湯はりするとき
は手順3をせずに、給湯栓
を開けてください。
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使いかた

お湯はり湯量を調節する

3湯量設定スイッチで
給湯表示画面に戻す

（台所リモコン）

最後に湯量設定スイッチを押し
忘れた場合でも、2の段階で
変更した湯量で確定されます。

1,3

2

1 湯量設定スイッチを
押す

前回設定したお湯はり湯量
（例：180リットル）

2
設定スイッチで
お湯はり湯量を
調節する

変更したお湯はり湯量

ふえる

へる

40～260（20リットルきざみ）・300・350・400リットル
の値で調節できます。
※初期設定（工場出荷時）=180リットル

お湯はり湯量

点滅 点滅

※運転スイッチ「切」のときは
　必ず「入」にしてください。 ＜一度設定すると記憶します＞

ここでは台所リモコンでご説明します
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使いかた

各設定を変更する（リモコンの音量・音声ガイド、

1
運転｢切｣の状態でのみ、各設
定の変更ができます。

運転｢切｣にする 2 お湯はりスイッチを 2秒間押す

ピッと鳴るまで（2秒間）押す。

（台所リモコン）

2,3
（浴室リモコン）

4

台所リモコン 浴室リモコン

それぞれのリモコンで設定してください。

4

音量設定モード
　　　　　点灯

音量設定モード
　　　　　点灯

消灯

2,3

現在の設定 点滅 現在の設定 点滅

1,5

1,5

2秒後

ピッ
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表示の節電）

3 お湯はりスイッチで
設定モードを選ぶ

押すごとに
切り替わります。

4
ふえる（ ）

へる（ ）

＝初期設定（工場出荷時）表示画面は台所リモコンでご説明します

表
示
の
節
電

33 44お湯はりスイッチを押す
（押すごとに切り替わります）

設定スイッチで変更する

※操作音と声の両方とも鳴らさないようにするには、音量を「  」に
設定してください。

声でお知らせします

（なし） 声でお知らせしません

音量
設定モード

「  」にする

「 」にする

「 」にする

音声ガイド
設定モード

表示の節電
設定モード

音
声
ガ
イ
ド

音
　
量

設定

設定

（あり）

※「  」の設定でも「呼び出し音」（ P15）は鳴ります。

下表 33

設定スイッチで変更する
（浴室リモコンの場合は給湯温度設定スイッチで）

設定

大中小なし

下表 44

（する）

表示の節電をしません（ P9,11）

表示の節電をします（ P9,11）

（しない）

運転スイッチを押す
または 30秒放置する5 設定が完了すれば

そのまま機器を使用する場合は、運転スイッチを押して「入」にしてください。
使用しない場合は、そのまま30秒放置しておくと運転「切」の状態に戻ります。

点灯
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使いかた

使用上の注意

●機器や配管内に長時間たまっていた水は、飲用または調理に用いず雑用水としてお使いく
ださい。

●P2～6「特に注意していただきたいこと」をよくお読みになり、正しくお使いください。

使いかた

長期間使用しないとき
●長期間使用しないときは、P26「長期間使用しないときは、水抜きをしてください」にした
がって、水抜きをおこなってください。

使いかた

停電後の使用方法
●機器の使用中に停電した場合は、通電後、もう一度運転スイッチを「切・入」して、使用
してください。

●機器は電気で作動しますので、停電中は使用できません。
●時計表示、給湯温度表示など、お買い上げ時の設定に変わる場合がありますので、設定し
なおしてください。

高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、排気口やその周辺に手などふれ
ないよう注意してください。
やけどのおそれがあります。

注意
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1．給水元栓を閉める。
2．運転スイッチを「切」にし、給湯栓を開ける。
3．ときどき給水元栓を開け、水が出ることを確認する。
4．水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認のうえ、P13「運転開始前
の準備と確認」の手順にしたがって使用してください。

凍結して水が出ないとき

凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。機器の故障の原因となります。

使いかた

冬期の凍結による破損予防 -1

■電源プラグを抜くと作動しないため、電源プラグは抜かない。
　（運転スイッチ「入・切」に関係なく作動します。）

＊給水・給湯配管、給水元栓などの凍結は予防できません。必ず保温材または電気ヒータを巻くなど
の地域に応じた処置をしてください。（わからないときは、販売店に確認してください。）

機器内は凍結予防ヒーターで自動的に凍結予防します

■冷え込みが厳しいとき※は、さらに以下の処置をする。
　　　（※外気温が極端に低くなる日（-15;以下）や、それ以上の気温でも風のある日）

　機器だけでなく、給水・給湯配管、給水元栓なども同時に凍結予防できます。

1．運転スイッチを「切」にする。
2．送油バルブを閉める。
3．おふろの給湯栓を開いて、少量の水（１分間に約400'･･･太さ約4a）
を流したままにしておく。
※サーモ付混合水栓やシングルレバー混合水栓の場合は、最高温度の位
　置に設定してください。

4．流量が不安定になることがあるので、約30分後に再度流れる量を確認する。
※結露現象予防として、運転スイッチ「切」の状態で給湯栓から水を出さないようにお願い
していますが（ P6）、凍結予防の処置の場合は問題ありません。

＊サーモ付混合水栓やシングルレバー混合水栓の場合は、再使用時の温度設定にご注意ください。
　やけど予防のため。
＊この処置をしても凍結するおそれのある場合には、次ページの要領で水抜きをおこなってください。

4mmくらい

給湯栓

お願い ＊暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありま
すので、以下をお読みいただき、必ず必要な処置をしてください。
＊凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料修理になります。
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使いかた

冬期の凍結による破損予防 -2

　以下の要領で水抜きによる凍結予防をおこなってください。

長期間使用しないときは、水抜きをしてください

お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷えてからおこなってください。
やけど予防のために

再使用のとき
P13「運転開始前の準備と確認」の手順にしたがって使用してください。

1．送油バルブzを閉める。
2．給水元栓xを閉める。
3．すべての給湯栓を全開にする。
4．水抜き栓c（2カ所）を左に回して開ける。
5．水抜き栓（フィルター付）vを左に回して開け、外す。
6．5の操作より10分以上経過後、完全に排水したことを確認し、水抜き栓c（2カ所）と
水抜き栓（フィルター付）vおよびすべての給湯栓を閉める。

7．運転スイッチを「切」にする。
8．電源プラグbを抜く。

給湯栓

b

z x c

v
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安全装置

その他の装置

停電安全装置
停電したとき異常燃焼を防ぐため、自動消火する装置です。
　＊停電のとき　＊電源プラグが抜かれたとき　＊その他

対震自動消火装置
火災の危険を防ぐため、自動消火する装置です。
　＊地震のとき（震度約5）　＊機器に強い振動、衝撃が与えられたとき　＊その他

燃焼制御装置
炎が異常になったり消えたりすると、運転を自動停止する装置です。
　＊灯油切れのとき　＊点火ミス、異常燃焼のとき　＊その他

空だき安全装置
機器内に水が入っていないのに燃焼したとき、自動消火する装置です。
　＊断水後の空気混入での給水のとき　＊その他

温度ヒューズ
異常燃焼や機器内の温度が異常に上昇したとき、運転を自動停止する装置です。
　＊異常燃焼のとき　＊熱交換器からの熱気漏れのとき

凍結予防ヒータ
外気温が下がってくると、自動的に機器内を保温する装置です。
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日常の点検・手入れのしかた-1

点　検 （月１回程度）

お湯の使用後は機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷えてから作業してください。
やけど予防のために

●

●

●

＊運転中に機器から異常
音が聞こえませんか？
＊機器の外観に、異常な
変色やキズはありませ
んか？

機器・配管から水漏れはあり
ませんか？

＜水漏れのある場合＞
1．給水元栓を閉める。
2．運転スイッチ「切」にし、機器は
使用しない。

3．販売店または、弊社窓口へ連絡
する。

排気口・給気口がほこりなどでふ
さがっていませんか？
※ 機器の側面や背面にある細長い
穴は給気口です。

排気口周辺の確認
排気口のすぐ前に物を置かないで
ください。
異常燃焼や火災の原因になります。

注意

機器の上や周囲に燃えやすい
物（紙、洗濯物、揮発油、スプ
レー缶など）を置かないでくだ
さい。
火災のおそれがあります。

注意 可燃物禁止

油漏れ注意
オイルタンクや送油管の
接合部などから、油漏れ
がないことを確かめてく
ださい。
油漏れにより、火災の原
因になります。

注意

＜油漏れのある場合＞
1．送油バルブを閉める。
2．運転スイッチ「切」にし、機器は使用
しない。

3．販売店または、弊社窓口へ連絡する。
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お手入れ（月１回程度）

機器の外装の汚れは、ぬれた布で落としたあと、充分水気を拭きとってください。
特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください。

機器本体

●リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使用しないでください。
 変形する場合があります。
●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。
 （台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。）

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布で拭いてください。

リモコン

オイルタンクに水が混ざると、オイルタンク内部のさび発生や不完全燃焼の原因になるため、定
期的に水抜きをしてください。

1．オイルタンク下部のドレン抜きバルブの下に、灯油を受ける口の広
い透明の容器を置く。

2．ドレン抜きバルブをゆっくり開け、約200cc排水する。
3．容器にたまった液体が分離していれば、灯油に水が混じっているの
で一度容器を空にし、再度約200cc排水する。これを、分離しなく
なるまでくりかえす。

 ※分離していなければ、水は混ざっていません。
4．水抜きが完了したら、ドレン抜きバルブを閉める。
 出た灯油にゴミ・異物が混ざっていなければ、灯油をオイルタンク
へ戻す。

オイルタンク

ドレン抜き
バルブ

＜分離している状態＞

上：灯油

下：水
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フィルターにゴミ等が詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合がありますので、
以下の方法で掃除をしてください。
※ お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、運転スイッチを「切」にして、機器
が冷えてからおこなってください。（やけど予防のため）

水抜き栓のフィルター

（※1）このとき水（湯）が出るので注意してください。
（※2）水抜き栓からフィルターが外れた場合は、水抜き栓とフィルターの間のパッキンをなくさ

ないように注意してください。

1．給水元栓を閉める。
2．すべての給湯栓を開ける。
3．水抜き栓を外す。（※1）
4．水抜き栓を配管とつながってい
るバンドから外す。

5．フィルター部分を歯ブラシなど
で水洗いする。（※2）

6．元どおりに水抜き栓を取り付ける。
7．すべての給湯栓を閉める。
8．給水元栓を開け、水抜き栓の周囲
に水漏れがないことを確認する。

定期点検（有料）
長期間ご使用になると、機器の点検が必要です。１年に１回程度、販売店または、修理資格者
［日本石油燃焼機器保守協会（TEL 03-3499-2928）でおこなう技術管理講習会修了者（石油機
器技術管理士）など］のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

オイルストレーナのケースにゴミや水がたまった場合、フィルターの掃除をしてください。
わからないときは販売店にご相談ください。

1．オイルタンクの送油バルブを閉じる。
2．オイルストレーナの下に、送油経路内の灯油を受ける容器を置く。
3．ケースを左に回して外す。
4．フィルターを下に引き外し、灯油で洗う。
 （汚れのひどいときはフィルターを交換してください）
5．元どおり取り付ける。
6．油漏れのないことを確認する。

オイルストレーナ

フィルター

ケース

フィルター

パッキン

水抜き栓

バンド

日常の点検・手入れのしかた-2
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故障・異常の見分けかたと処置方法-1

「温度」に関すること

給湯栓を開いても
お湯にならない

＊オイルタンクの送油バルブ・給水元栓が全開になっていますか？
＊給湯温度設定は適切ですか？（ P16,17）
＊夏期など、水温が高いときに低温のお湯を少量出そうとする
と、お湯の温度が高くなります。給湯栓をもっと開いてお湯の
量を多くすれば、お湯の温度は安定します。

低温のお湯が出ない

＊機器から給湯栓まで距離があるので、お湯が出てくるまで少し
時間がかかります。

給湯栓を開いても
すぐお湯にならない

＊オイルタンクの送油バルブ・給水元栓が全開になっていますか？
＊給湯温度設定は適切ですか？（ P16,17）
＊冬期など、水温が低いときに高温のお湯を多く出そうとする
と、設定した温度（高温）のお湯が出ない場合があります。給湯
栓を少し閉じてお湯の量を少なくすれば、設定したお湯の温度
になります。

高温のお湯が出ない

＊運転スイッチは「入」になっていますか？
＊オイルタンクの送油バルブ・給水元栓が全開になっていますか？
＊灯油がなくなっていませんか？
　 灯油を補給し、運転スイッチを「切」「入」する。
＊送油経路に空気が残っている。（ P12）

給湯栓を開いても
お湯（水）が出てこない

＊断水していませんか？
＊凍結していませんか？
＊おふろのお湯はり（オートストップ）終了後に給湯栓を閉めまし
たか？

設定温度のお湯が出ない ＊給湯栓は充分開いていますか？

＊給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3リットル以下になったとき
消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お
湯の温度は安定します。

給湯栓を絞りすぎて
水になった

給湯温度の調節ができない ＊浴室リモコンがある場合、操作しているリモコンに優先切替し
ていますか？（ P17）

設定したお湯はり温度に
ならない

＊前日など残り湯（水）があるときは、その分だけ設定した温度よ
りぬるくなります。
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スイッチを押してもそのスイッ
チ動作をしない
（例）運転スイッチを押して「切」

にしたはずなのに切れてい
ないなど・・・

＜呼び出しスイッチ・お湯はりスイッチ以外のスイッチの場合＞
＊表示の節電中にスイッチを押すと、その状態を解除し、もう1回
押すとそのスイッチの機能がはたらきます。
運転「入・切」は、ランプの点灯・消灯で確認してください。

表示の節電の状態にならない ＊表示の節電「する」の設定になっていますか？（ P23）
＊給湯温度を60;、75;に設定している場合は、表示の節電に
はなりません。
＊台所リモコンの場合、時計表示をしているときは、表示の節電
はしません。

＊しくみ上、断続的に燃焼したり消火したりします。
故障ではありません。

燃焼ランプが点灯したり、
消灯したりする

運転を停止しても、しばらくの間
ファンの回転音（ブ～ン）がする

運転スイッチを「入・切」したり給
湯栓を閉めたとき、給湯温度を
変更したときなどに、モータが
動く音（ウィン、ウィン）がする

＊再使用時の点火をより早くするため、また、再使用時にお湯の
温度を早く安定させるために機器が作動している音です。

「音」に関すること

お湯を出したとき、止めたとき
に「パキ、パキ」と音がする

＊熱交換器が冷える音で異常ではありません。

運転中に時 「々カチッ」音がする ＊製品の機能上（しくみ）であり、異常ではありません。

（つづき）

運転中に時 「々ビー」音がする ＊灯油をくみ上げるために、くみ上げポンプが作動している音です。

故障・異常の見分けかたと処置方法-2

＊機器を使用しないまま約10分（浴室リモコンはお湯はりの機能
を使った場合約1時間）たつと画面表示が消えます。（表示の節
電）（ P9,11）
再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。

リモコンの画面表示が
いつのまにか消えている

運転ランプが点灯しない ＊停電していませんか？
＊電源プラグが差し込まれていますか？

時計表示が「0：00」に
なっている

＊停電後、再通電すると表示画面の時計表示が「0：00」になるこ
とがありますので、再設定してください。（ P14）

「リモコン」に関すること
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「湯量」に関すること

給湯栓から出るお湯の量が
変化する

＊お湯を使用中、他の場所でお湯を使用すると、お湯の量が減る
場合があります。水道の圧力や配管条件によっては、極端にお
湯の量が減ったり、いったん止まる場合がありますが、しばら
くすると安定します。
＊お湯の温度を安定させるため、お湯の出始めは少なく出し、安
定するとたくさん出すように機器側で制御します。
＊給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、
出湯量が変化するものがあります。

その他

使用中に消火した ＊オイルタンクの送油バルブ・給水元栓が全開になっていますか？
＊給湯栓は充分開いていますか？
＊灯油がなくなっていませんか？
　 灯油を補給し、運転スイッチを「切」「入」する。

＊冬に吐く息が白く見えるように、排気ガス中の水蒸気が白く見
えるためです。

寒い日に排気口から白い煙が
出る

お湯が白く濁って見える ＊これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速
に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビー
ル・サイダーなどの泡と似た現象であり汚濁とは違い、無害です。

＊機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらき
により、水抜き栓から水滴が落ちることがあります。

機器の水抜き栓（過圧防止安全
装置）からお湯（水）が少しの
間、出ることがある

＊水中に含まれるわずかな銅イオンが水中に溶け出して青色の化合
物が生成され、水が青く見えたり、浴そうや洗面台が青く変色し
たりすることがありますが健康上問題ありません。浴そうや洗面
台はこまめに掃除することにより、発色しにくくなります。

水が青く見える
浴そうや洗面台が青く変色した

お湯はりの量が
設定した湯量にならない

＊お湯はり中に台所・シャワーなどでお湯を使用すると、使用し
た分だけお湯はりの量が少なくなります。
＊残り湯（水）がある場合や、お湯はりを中断して再度お湯はりを
する場合、浴そうに残っている湯（水）の量だけ、設定したお湯
はりの湯量より多くなります。

＊お湯はりメロディは、機器で燃焼したお湯が設定量連続して出
ると鳴るしくみです。サーモ付混合水栓の場合、水栓で水を混
ぜるので、設定したお湯はり量より水の分だけ多いところで鳴
ります。　
＊音量を「なし」に設定していませんか？（ P23）
音量「なし」の設定の場合、お湯はりメロディは鳴りません。

設定量までお湯はりしても
お湯はりメロディが鳴らない

お湯の出が悪くなった ＊水抜き栓のフィルターにゴミが詰まっていませんか？（ P29）
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 故障表示をお調べください

不具合が生じたとき、その原因を故障表示が点滅してお知らせします。
下表に応じた処置をしてください。

以下の場合は、販売店または、弊社窓口にご連絡ください
　　　　　・上記以外の表示（例：  など）が出るとき
　　　　　・上記の処置をしてもなお表示が繰り返し出るとき
　　　　　・その他、わからないとき

故障・異常の見分けかたと処置方法-3

点滅

＜台所リモコン＞ ＜浴室リモコン/別売品＞

点滅

　例：《 》を表示したとき、
　　　右図のような点滅をくり
　　　かえします。

給湯を連続60分以上運転した
ため

給湯栓を閉め、運転をいったん「切」に
し、再度「入」にして使用してください。

燃焼制御装置の非検知

表  示 原  因 処  置

運転をいったん「切」にして再度「入」に
し、表示が出なければ正常です。,

給湯出力異常

対震自動消火装置の作動

＜オプションの給油検知装置
を付けている場合＞
オイルタンクへの給油お知らせ

オイルタンクへ給油して、表示が出なけ
れば正常です。

運転をいったん「切」にして再度「入」に
し、表示が出なければ正常です。
※地震による場合は、機器の設置場所へ行き、
周囲の可燃物、機器の損傷、油漏れ、水漏れ
がないか確認してから操作してください。

残油量が多いのに表示が出る、または残
油量が少ないのに表示が出ない場合は、
給油検知装置の調整をしてください。

（ 次ページ）

長期にわたり、機器を使用した
場合に表示します

販売店または、弊社窓口に連絡してくだ
さい。点検のご案内をさせていただきま
す。（機器は使用できます）

運転をいったん「切」にして再度「入」に
し、表示が出なければ正常です。

温度ヒューズ断線
オイルセンサの作動

オイルタンクの送油バルブを閉めてから
販売店または、弊社窓口へ連絡してくだ
さい。
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給油検知装置（別売品）の調整方法

オイルタンクの送油バルブ付近に給油検知装置が付いています。
設定した残油量になると「給油して下さい」とリモコンでお知らせします。

１．ゴムカバーを外し、調整つまみを回して調整してください。
２．調整後は確実にゴムカバーを取り付けてください。

【残油量が多いのに お知らせ表示が出た場合】
目盛を「10」側に回してください。（残油量が少なめで表示が出ます）

【残油量が少ないのに お知らせ表示が出ない場合】
　 目盛を「30」側に回してください。（残油量が多めで表示が出ます）

●送油配管内部に空気が入っていると、お知らせ表示を出す位置がばらつくことがあります。
（空気抜きのしかた P12）

●給油検知装置は傾いて取り付けられている場合がありますが、性能上、問題ありません。

※初期設定＝目盛り「10」（cm）
（残油が給油検知装置から約10cmの位置
になると、お知らせ表示を出します） ゴムカバー

を外す

調整つまみ
で調整する

（設置例）

20

10 30

少
な

め 多
め

※�

部品交換のしかた
部品の交換は必ず純正部品を使用してください。また故障やおわかりにならないことがありまし
たら販売店に相談していただき、修理資格者［（財）日本石油燃焼機器保守協会(TEL 03-3499-
2928)でおこなう技術管理講習会修了者（石油機器技術管理士）など］の修理をお受けください。

＜使用方法などによっては、故障する可能性のある部品＞

変質灯油・不純灯油・水が混入した灯油の
使用により、故障する可能性のある部品

水の析出物により、故障する可能性のある
部品

電磁ポンプ（制御弁SET）、ノズル、
オイルストレーナー

バイパス水量サーボ、水量サーボ
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仕様

待機時消費電力� 2.8W
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アフターサービスについて

据え付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事説明書の
「安全のために必ずお守りください」をお読みになり、販売店または、据え付け業者とよくご相談してくださ
い。また「標準据え付け例」については、工事説明書の「標準据え付け図例」をご確認ください。

取扱説明書の最終ページに保証書がついています。
必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

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。

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後7年です。
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。

※作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、アフターサービスをお断りすることがあり
ます。（工事店にご相談ください。）

据え付け

P31～34「故障・異常の見分けかたと処置方法」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、
弊社窓口にご連絡ください。

（つづく）

お買い上げ日 ･･･････････保証書をご覧ください
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

製品名 ･････････････････本体正面左に貼付の銘板をご覧ください
機種コード ･････････････下記の要領で、リモコンで4ケタの機種コードをお調べください

2運転スイッチを
「切」にする 設定スイッチ（上）を  2秒 押す1

消灯

画面表示のしかた（機種コード「5557」の例）
※この機種コードをお知らせください。

運転スイッチを「入」にするか、しばらくすると、表示が消えます。

　　　連絡していただきたい内容

サービスを依頼されるとき

保証について

補修用性能部品の保有期間について

据え付け場所の選定および標準据え付け例
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設置場所の選びかた次第で騒音は大きく変わります。騒音公害とならないよう、充分配慮して
設置場所を選択してください。（販売店とよく相談してください。）
・夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜間の使用には気を配りましょう。
・隣家からなるべく離して設置してください。
・ブロック塀などが近くにある場合は、音が反響して大きくなることがありますのでご注意ください。

試運転は販売店または、据え付け業者とご一緒に必ずおこなってください。

1．運転準備
(1)オイルタンクに灯油を入れる。
(2)給油後、送油経路の空気抜きをおこなう。 （ P12）
(3)送油管や機器から油漏れがないか確認する。
(4)水抜き栓、排水栓が確実に閉まっているか確認する。
(5)給水元栓を開き、給湯栓から水が出ることを確認する。
(6)配管（給水・給湯）や機器から水漏れがないか確認する。
(7)電源プラグがコンセントに完全に差し込まれているか確認する。

2．運転
●運転開始手順
(1)運転スイッチを「入」にする。
(2)給湯栓を開いて湯が出ることを確認する。

●初期運転時の異常現象
送油経路に空気がたまっていて着火しなかった場合は、安全装置がはたらき運転を停止します。
このような場合は下記操作をしてください。
(1)いったん運転スイッチを「切」にし3秒程してから、再度 運転スイッチを「入」にする。
(2)運転開始後、10～20秒ほどしても着火せず、運転を停止する場合は、再度(1)の操作をお　　　

　 こなう。（このとき発する「ビー」音は、電磁ポンプの空打ち音であり、故障ではありません）
●正常運転の目安
(1)排気口からススが出ていないこと。
(2)機器から異常な音がしていないこと。

3．消火の手順
(1)給湯栓を閉める。
(2)運転スイッチを「切」にする。

試運転

（つづき）

騒音防止について

据え付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書の「安全のために必ずお守りください」をお読みになり、
工事説明書に記載されているとおり据え付けられているかどうかを確認してください。

据え付け後の確認



メモ欄として活用してください。

メモ



無料修理保証書

■お客さまへ
１．この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入・捺印してあることを確認してください。
２．本書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
３．無料修理期間経過後の故障修理等につきましては、取扱説明書の「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
４．この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対する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。

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生
した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、弊社窓口に修理をご依頼ください。

神戸市中央区江戸町93番地保証責任者

〈無料修理規定〉
１．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店

または、弊社窓口が無料修理致します。
２．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社窓口にご依頼の上、修理に際して本書を

ご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
３．ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店または、弊社窓口にご相談ください。
４．ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理の依頼ができない場合には、弊社窓口にご相談ください。
５．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（１） 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書によらない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（２） お買い上げ後の専門業者以外による取付場所の移動、落下等による故障及び損傷。
（３） 建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等によ

り生じる外観上の現象。
（４） 火災、塩害、地震、風水害、雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流、異常電圧、

異常電磁波、異常周波数、ねずみ・鳥・くも・昆虫類等の侵入及びその他の天災、地変による故障及び損傷。
（５） 水道管の錆び等異物の流入による故障及び損傷。
（６） 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障及び損傷。
（７） 工事説明書に指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障及び損傷。
（８） 業務用（喫茶店、理美容院、飲食店、事務所等）でご使用になった場合。
（９） 機器に表示してある以外の使用燃料・使用電源（電圧・周波数）でご使用になった場合。
（10） 温泉水、井戸水、地下水を給水したことに起因する不具合。
（11） 排水不良等による機器の冠水等に起因する不具合。
（12） 本書のご提示がない場合。
（13） 本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
６．本書は日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.

平成　　年　　月　　日お買い上げ日

お 
客 
さ
ま
ご住所

ご芳名

店名

住所

電話番号

販 
売 
店

様

扱  者  印

〈保証対象部分・保証期間〉
　１．保証対象部分：機器本体（リモコン含む）
　２．保証期間：お買い上げ日より1年間。但し、下記部品については別途以下の年数を保証いたします。
 　熱交換器･･･３年間（漏水は5年間）、機器本体内の電装基板･･･5年間

製品名
OQB-407YA     
OQB-407YSA

（200514）

商品に関するお問い合わせ・その他

■ご連絡いただいた個人情報はお問い合わせ対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ノーリツグループのサービス向上や製品
開発等に利用させていただきます。　■ご連絡いただいた個人情報に誤りがある場合、当社からご連絡できない場合があります。　■ご連絡いただいた個人情報は、以下の場合を除き、第三者
に開示・提供致しません。（1）修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のために当社関係会社や販売店等へ連絡する場合（2）機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合（3）法令等
にもとづく場合　■お客さまご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止等に関しては、弊社総務部 個人情報担当（TEL 078-391-3361 受付時間/平日9:00～17:00）にご連絡願います。

携帯電話からのお問い合わせは･･･

個人情報の
取り扱いについて

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって番号をお選びください。

■修理受付センター
365日24時間 修理受付
※修理訪問は日中、地域により休日有り

【受付時間】〈平日〉9：00～17：30 ※年末年始を除く

FAX  078－921－5656

【受付時間】
  〈平日〉　　　　　 9：00～18：00
  〈土曜･日曜･祝日〉 9：00～17：00

■ 点検センター ■ お客さま相談センター

0120－911－0260120－911－026
0570－064－910

1 修理の受付・故障に関するお問い合わせ 点検・所有者情報に関するお問い合わせ

FAX  078－928－4831

修理・点検・商品についての
お問い合わせは･･･ コンタクトセンター

株式会社ノーリツ

2 3

（通話料がかかります）

専用窓口　0120－026－884 （365日 8:00～21:00）リモコンの表示画面に「88」または「888」が点滅する場合は

通話料金無料
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