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保証書付

この取扱説明書には、ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機
を正しく使用していただくために必要な注意事項、使用方法
が記載されています。
本機器を使用する前によく読み、十分に理解した上でご使用
ください。
この取扱説明書はいつでも使用できるように大切に保管し、
使用方法がわからないときにお読みください。

東京ガス株式会社

100094500016
100094500017
100094500018

このたびは、ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機をお買い
上げいただきましてありがとうございます。

保証書は78
保証書は
78ページにあります。
ページにあります。
保証書は78ページにあります。
お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切
に保管してください。

〒105-8527
東京都港区海岸1丁目5番20号

来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明
書の内容を説明してください。
RBHC335-4551（00）
20100801 K
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機能と特徴

機能と特徴

機能と特徴

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

快適なバスタイム、洗濯物の乾燥、換気もできます。
冬は暖房、夏は涼風で快適なバスタイム。ミストサウナも楽しめます。浴室の乾燥は勿論、洗濯物も乾かせま
す。また24時間換気で、室内の空気環境を維持します。

ミストサウナ …

ミストサウナ
水道水を暖めて噴霧します。
ドライサウナより低温・高湿度のミス
トサウナを楽しむことができます。

暑いとき …

涼風
送風と換気で、暑い時期快適に入浴で
きます。

ミストサウナ

送風
湿気

128ページ

119ページ

2…

取 扱 説 明 書

…
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給気口

寒い季節の
入浴前に …

水ミスト
送風と一緒に、水道水を噴霧します。
暑い季節のクールダウンにも。

123ページ

暖房
寒い時期、入浴前に浴室を暖めます。

125ページ

温風

入浴時間に合わせて、浴室暖房が予約
できます。

温風

130ページ

湿気がある／嫌
なにおいがする
とき …

換気
浴室の換気扇としてご使用できま
す。

133ページ

換気

湿気

100094500016
100094500017
100094500018

寒いとき …

水ミスト

暖房予約

給気口
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もくじ

4…

もくじ
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おふろに入ったら

浴室乾燥
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浴室を乾燥させます。

135ページ

水ミスト ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥23
湿気
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入浴後には
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給気口

浴室の換気をする ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
浴室を乾燥させる・洗濯物を乾かす ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35

洗濯物を乾かす
とき …

各種設定・その他の機能

衣類乾燥

オートドライ機能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39

洗濯物を乾かします

135ページ

熱源機のリモコン操作でスタートできるのは？ ‥‥‥‥‥ 41
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湿気
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故障かな？と思ったら ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58

いつも
新鮮な空気 …

24時間換気
浴室、脱衣室、トイレから
24時間、小風量の換気を行
います。

143ページ

故障表示 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61
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※IBD-4110ACSK-JMは浴室
のみの換気になります。
※IBD-4110ACSKJ2Mは浴
室と、トイレまたは脱衣室か
らの2室換気になります。

※「Safety Information」は「安全のための注意」の内容を、「Names of Parts and Their Functions」は「各部のなまえ
とはたらき」の内容を、それぞれ英語で表現したもので、記載している意味はそれぞれ同一です。
※"Safety Information" and "Names of Parts and Their Functions" are English versions of the corresponding
information provided in Japanese. The meaning of this information is identical to that in Japanese.
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長期使用製品安全表示制度に関するお願い

6…

長期使用製品安全表示制度に関するお願い
■ 設計上の標準使用期間について

■ 機器への表示について
¡長期使用製品安全表示制度の対象製品は、機器本体と付属の脱衣室リモコンに製造年・設計上の標準使用期
間および長期使用時の注意喚起文を表示しています。
機器およびリモコン正面の、図に示す位置にこれらが表示されていますので確認してください。
※お客様ご自身で、機器本体のラベルをはがさないでください。

¡この機器は、設計上の標準使用期間※を10年と算定しております。
※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の「設計上の標準使用期間の算定根拠について」を
参照）で適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することがで
きる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるものです。保証書にある保証期
間とは異なるものですのでご注意ください。

■ 設計上の標準使用期間の算定根拠について
¡この機器の設計上の標準使用期間は、製造年を開始時期とし、（社）日本ガス石油機器工業会が定める使用条
件に従って以下の標準使用条件を想定して耐久試験を行い、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著
しく少ないことを確認した時期を終了時期として設定しています。

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

■ 長期使用製品安全表示制度について
¡長期使用製品安全表示制度とは「消費生活用製品のうち長期に亘り使用される製品の中で、経年劣化による
重大事故発生率は高くないものの、その残存台数が多く、長期間使用されることが多いために、経年劣化に
よる重大事故が一定程度発生している製品について、製造・輸入業者が、経年劣化によるリスクの注意喚起
を行う表示をすることにより、消費者に適切な行動を促す制度」です。
¡本機器は長期使用製品安全表示制度で指定された対象製品です。

取 扱 説 明 書

…

標準使用条件
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■ 機器本体

家族構成

【製造年】
年
【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化
による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

【製造年】
年
【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化
による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

環境条件

4人世帯

電圧

100V

周波数

50Hz/60Hz

温度

20℃

湿度

65％RH

設置条件

標準設置

負荷条件

想定時間

1年の使用時間

181時間／年

乾燥時間

325時間／年

涼風時間

120時間／年

換気時間

1460時間／年

（注1）

（注2）

（注1）：ミストサウナ運転は暖房運転に含む。
（注2）：常時換気（24時間換気）のものは、8760時間／年とする。

【製造年】本体に記載 【設計上の標準使用期間】本体及び取扱説明書に記載

※設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外で
ご使用された場合は、10年より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあり
ます。
※設計上の標準使用期間は製品を保証する期間ではありません。

100094500016
100094500017
100094500018

■ 脱衣室リモコン

定格負荷
暖房時間
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安全のための注意

安全のための注意

ミストサウナ浴の前後に水分をとる。
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、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、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの
発生が想定される内容を示しています。
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柄を示してい
ます。

絵表示の意味
一般的な危険
警告
注意

一般的な
禁止

分解禁止

必ず
行うこと

必ず
アース線を
接続する

Ⅱ− 5
ご自身で機器の設置および付帯設備工事はし
ない。

¡浴室内または、浴室に隣り合わせている
脱衣室などに自然排気（CF）式、強制排
気（FE）式のふろがまや給湯器が設置し
てある場合は、取り付けないでください。
燃焼排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。

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
解は思わぬ事故や火災、故障の原因となります。

温風、送風、ミストに長時間直接あたらない。
¡長時間にわたり直接温風やミスト噴霧を身体にあて
ると、脱水症状や低温やけど、体調悪化や健康障害
の原因になります。特に次のような方が使用する場
合は、まわりの人が注意してください。
・乳幼児やお子さま、病気やけがなどにより自分の意
思で体を動かせない方
・疲労が激しい方
・皮膚の弱い方
・皮膚感覚の弱い方
・お年寄り
・サウナが体質的に合わない方
・温風が身体にあたることを好まない方

ミストサウナ浴中、暑すぎるときは停止する
か温度を下げる。
¡個人差があるため、無理のない時間でミストサウナ
運転を行ってください。

次のような方は、ミストサウナ浴をしない。
・体調の悪い方（発熱、頭痛、めまいなど）
・飲酒された方
・睡眠薬を服用された方
・医師から入浴を禁じられている方

次のような方は、ミストサウナ浴が可能か、
医師に相談し許可を得る。

ミストサウナ浴をしていて気分が悪くなった
場合は、ただちに停止し、窓・ドアを開ける。
¡重大な健康障害になることがあります。

・循環器（心臓や血管など）や呼吸器（肺や気管など）
に疾患や障害のある方
・妊娠中の方
・通院中の方
・健康状態に不安のある方

ミストサウナ浴中に、心臓がどきどきする、
胸が痛い、吐き気がする、顔色が悪いなどお
かしいなと感じたらすぐにミストサウナ浴を
中止する。次のような方は、特に注意する。
・高血圧症の方
・貧血の方
・皮膚に異常のある方

次のような方がミストサウナ浴をする場合
は、あらかじめミストサウナ運転をしておき
入浴中にはミストサウナ運転をしないように
するか、周りの人が温度設定や時間に注意す
る。
¡長時間温風にあたったり、ミストサウナ浴をすると、
「のぼせ」「脱水症状」「低温やけど」などの原因に
なります。

100094500016
100094500017
100094500018

¡機器の設置・移動および付帯設備工事については必
ずお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに依
頼し、安全な位置に正しく設置して使用してくださ
い。

CF式、FE式ふろがま・給湯器とは併設禁止。

¡長時間ミストサウナを浴びると、脱水症
状や熱中症のおそれがあります。

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる危害・損害の程度を次のように区分しています。お客さまや他の
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容は下図の通りで
す。よく理解して正しくお使いください。

8…

取 扱 説 明 書

…

・乳児／小児
・お年寄り
・皮膚感覚の弱い方
・身体機能・認知機能の低下のある方
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¡「故障かな？と思った
ら」（58ページ）にし
たがって処置をしてく
ださい。

地震・火災など緊急の場合の処置。
¡地震・火災など緊急の場合はただちに使用を中止
し、熱源機の取扱説明書に
したがって正しい熱源機の
停止操作を行ってください。

運転中にエアフィルターを外したり、
ルーバー（温風吹出口）や吸込口グリルに
指や棒を入れない。
¡内部でファンが高速回転しています。特に小さなお
子様がいるご家庭では注意してください。けがやや
けど、故障の原因となります。

10 …

アース必要。
¡この機器はアースが必要です。正しくアースされて
いるか確認してください。また、アース線はガス
管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しな
いでください。万一、機器が故障した場合、感電の
原因となります。

・
・
・
タ
ガ
タ

ガ

引火、爆発のおそれのあるものを置かない。

Ⅱ− 6

¡浴室内にベンジン・ガソ
リン・スプレー缶やカセ
ットコンロのボンベなど、
引火のおそれのあるもの
を置いたり持ち込んだり
しないでください。火災
や爆発のおそれがありま
す。

¡火災のおそれがあります。

頭髪や身体を乾かすために使用しない。
¡頭髪が本体にからんだり、
脱水症状や低温やけどの
原因となります。

¡思わぬ事故につな
がります。

食用油、動物性油脂、機械油、パーマ液、樹
脂（セルロース系）ドライクリーニング油、
ベンジンやシンナー、ガソリンなどが付着し
た衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しない。

お手入れ前には必ず運転を停止する。
ミストノズルの穴には鋭利な物（針金）など
を差し込まない。

¡内部でファンが高速回転しているた
め、けがのおそれがあります。

¡やけどのおそれがあります。またミス
トの噴霧量が変化するなど故障の原因
となります。

機器のお手入れは手袋など指先を保護し、機
器が十分冷えてから行う。
¡けがややけどをするおそれがあります。

機器やリモコンに故意にお湯や水をかけな
い。
¡思わぬ事故や故障の原因となります。

¡油の酸化熱などによる自然
発火や引火のおそれがあり
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。
¡温度が上昇し、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
原因となります。

機器などの掃除をするときは、
足元に十分注意する。
¡すべりやすいスリッパをはい
たり、不安定な踏台を使用し
ないでください。また、浴槽
の縁や風呂フタの上にのらな
いでください。転倒やけがの
原因となります。

ミストサウナ運転中にミストノズルに向かっ
て目を開けない。

フロントパネルやエアフィルターをはずして
運転しない。

100094500016
100094500017
100094500018

ポケットなどにライターやマッチなどの可燃
物を入れたまま洗濯物を乾燥しない。

機器や物干しバーにぶら
さがったり、あまり重い
ものを干したりしない。

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

異常音、水漏れ、臭気など異常を感じた場合
はただちに運転を中止する。

安全のための注意

取 扱 説 明 書

…

¡故障の原因となります。

¡ミスト（水道水）に含まれる塩素などで目
が充血したり痛みを感じる場合がありま
す。その際にはミストノズルから目をそ
らすか、目を閉じてミストを浴びてくだ
さい。

01

11

安全のための注意

¡故障の原因となります。

機器、リモコン、物干しバーに浴室用洗剤、
防カビ剤、塩素系洗剤、殺虫剤、アルコール
などをふきかけない。

機器周辺に火気を近付けない、機器周辺で火
気を使用しない。
¡火災や故障の原因となります。

¡万一、かかったときはすぐに水でぬらし、かたく絞
った布で拭き取ってください。サビ、故障の原因に
なります。

ミストサウナ運転時、運転停止直後は、ミス
トノズルの下に立たない。

Ⅱ− 7

小さなお子様だけで機器の使用や入浴をしな
いよう注意する。
小さなお子様がリモコンで遊んだり、いたず
らをしないよう注意する。

24時間換気を長時間停止しない。
¡居住空間の空気が汚染され、人体に影響
をおよぼす原因となります。（「24時間換
気」（43ページ）を参照してください。）

¡思わぬ事故や故障の原因となります。

¡故障の原因となります。

※気温が低くなったときの温水配管の破
損を防止するため、浴室暖房乾燥機が
停止中でも、熱源機内蔵の温水循環ポ
ンプを自動的に運転し、配管内に温水
を循環させます。
¡冬期には、熱源機・浴室暖房乾燥機とも電源を切ら
ないでください。凍結予防運転ができなくなり機器
が破損することがあります（詳しくは、熱源機の取
扱説明書をご覧ください）。

¡動植物に悪影響をおよぼす場合があり
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なるように作っ
ているため、体温以上の温度になると
変質するおそれがあります。またミストサウナの噴
霧がかからないようにしてください。

¡各居室に設けられている給気口を閉じた
り、家具などでふさいだりしないでくださ
い。給気口が閉じられた状態で他の換気扇
を使用すると、湿気が浴室から他の部屋に流出する
おそれがあります。

せっけんはミストサウナの噴霧がかからない
ように箱へ入れるか、かからない位置に置く。
¡せっけんなどは、ミストサウナの噴霧
がかかると溶けやすくなります。

この製品は家庭用です。
¡業務用のような使い方をすると機器の寿命を著しく
縮めます。

ミストサウナ・暖房・乾燥の運転中や、運転
後しばらくは、吸込口グリル・ルーバー（温
風吹出口）やその周りに手を触れない。ミス
トサウナ運転中や運転後しばらくは、ミスト
ノズル付近に触れたり、顔や手を近づけない。
¡高温になっていますので、やけどの原因となります。
¡ミストノズル近くではミストが熱いときがあり、や
けどの原因となります。

100094500016
100094500017
100094500018

ルーバー（温風吹出口）やミストノズル、吸
込口グリルに紙、布、異物などを入れたり、
開口部をふさいだりしない。

室内に化粧品を放置しない。
凍結予防のため電源を切らない。

動植物にミストや温風、送風を直接あてない。

ミストサウナの運転中は居室の給気口をふさがない。

また機器の樹脂部分に洗剤などが付着したまま放置
すると、ひび割れや変色の原因になります。

¡ミストノズルから高温のしずくが落ち
ることがあり、やけどの原因になりま
す。

12 …

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

機器に洗濯物をぶら下げない。

安全のための注意

取 扱 説 明 書

…
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安全のための注意

ミスト噴霧により、整髪料が目に入ることが
あります。シャンプーなどで洗髪後、ミスト
を浴びることをおすすめします。
ミストサウナ運転後や入浴後は必ず乾燥また
は換気運転を行う。

Ⅱ− 8

¡機器本体や浴室を良好に保つために、
必ず乾燥または換気運転を行ってくだ
さい。
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。
また、浴室の一部が乾かず、水滴が残る場合があり
ます。この場合、水滴をふきとるか、再度乾燥運転
をしてください。
※ミストサウナ運転後に自動的に乾燥運転を行うよう
にすることができます。（39ページ「オートドライ
機能」を参照してください。）

¡湿気が脱衣室に長時間滞留すると、結露やカビの発
生の原因となります。

雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、
分電盤の専用ブレーカーを「切」に
する。
¡機器の故障の原因となります。

入浴中に暖房をするときには、風向はなるべ
く身体にあたらない方向を選ぶ。

熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外
に置く。
¡ミストサウナ運転時や暖房・乾燥運転時は浴室内が
高温になる場合があります。

機器のエアフィルターは定期的にお手入れを
する。
（月に1回程度）
¡エアフィルターのよごれや詰りは、性能の低下の原
因となります。

リモコンの取り扱いに注意。
¡脱衣室リモコンは防水タイプではありません。水を
かけないでください。故障の原因となります。
¡浴室リモコンは防水タイプですが、直接水をかけな
いでください。故障の原因となります。
¡炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風、またヘアド
ライヤーの温風をあてないようにしてください。
故障の原因となります。
¡リモコンは分解したり乱暴に扱わないでください。
故障の原因となります。

浴室テレビや浴室リモコンなどに温風やミス
トが直接あたらないように、風向などを設定
する。
¡故障の原因となります。
また、ミストサウナ使用中に浴室テレビ
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。

温泉水、温泉成分を含んだ入浴剤を
使用しない。

ミストサウナ運転時は、物干しバーを片付け
る。

¡温泉水、温泉成分を含んだ入浴剤を使
用した湯水が機器に付着しますと、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。

¡ミストが物干しバーにあたると、しず
くとなって落ち、身体にあたると不快
に感じることがあります。また物干し
バーが高温になる場合があります。

井戸水・温泉水・塩水・地下水を
使用しない。

ミストサウナは定期的に運転をする。

¡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。

風向調節はリモコンで操作する。
¡手でルーバーを動かすと正しい位置か
らずれたり、機器の故障の原因となり
ます。

乾燥・換気運転時は浴室に設けられている給
気口（換気口）を閉じない。
¡新鮮な空気が取り入れられず、換気不
足になるおそれがあります。
¡浴室や衣類乾燥のとき、乾燥時間が長
くなります。また乾燥音が大きくなる
場合があります。

脱衣室やトイレの吸込口グリルを家具などで
ふさがない。
¡換気ができなくなります。

¡長期間ミストサウナ運転を行わない
と、機器内部の電磁弁が固着すること
がありますので、定期的（1ヵ月に1
回5分程度）に、ミストサウナ運転を
行ってください。

食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船
舶・車への搭載など特殊用途には使用しな
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。

長期間使用しない場合（機器の電源を「切」
にする場合）には機器の水抜きをしてくださ
い。
（49ページ「長期間使用しないとき」を参照してくだ
さい。
）

入浴中や洗濯物を干したままで換気運転をす
ると、寒い時期は結露水が滴下する場合があ
りますのでご注意ください。

100094500016
100094500017
100094500018

ミストサウナ運転後は脱衣室の換気扇を回す
か、窓を開けて換気をする。

ポンプタイプの容器に入った液体（シャン
プーなど）は、運転中に浴室内の温度が上が
ると容器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。

14 …

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

事故防止のため、この機器専用の
付属品、別売部品以外は使用しな
いでください。

安全のための注意

取 扱 説 明 書

…

¡とくに身体が濡れている場合、温風であっても身体
にあたると肌寒く感じることがあります。
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各部のなまえとはたらき

各部のなまえとはたらき

16 …

各部のなまえとはたらき
機器本体およびリモコンの、各部の名前を確認してください。

体
1

6
2

7

3
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エアフィルター

ミストノズル

8

4
5

フロントパネル

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

本

浴室リモコン

取 扱 説 明 書

…

吸込口グリル
ルーバー（温風吹出口）

1
2

します。本機器の脱衣室リモコンでは［暖房
［暖房

強］ランプ（または［ミストサウナ

強］ランプ（または［ミストサウナ］ランプ）が点灯、浴室リモコンでは
強］ランプ）が点灯し、表示部に運転時間が表示されます。暖房運転（また

はミストサウナ運転）開始時の運転時間や温度の設定については26ページ（20・21ページ）を参照してください。

3

※本機器のリモコンを操作して浴室を暖房運転（またはミストサウナ運転）しているときに、熱源機のリモコンで浴室（予備）
暖房を「切」にした場合、暖房運転（またはミストサウナ運転）は「切」になります。

4

5

6

暖房ボタン／強・弱ランプ
浴室の暖房運転をします。強、弱の切り替えもこのボタ
ンで行います。
1P25

7

涼風ボタン／ランプ
浴室の涼風運転をします。
1P28

ミストサウナボタン／強・弱ランプ
ミストサウナ運転をします。ミストサウナの強、弱の切
り替えもこのボタンで行います。
1P19

水ミストボタン／強・弱ランプ

8

温度ボタン
暖房運転時およびミストサウナ運転時の浴室内の温度を
設定します。
暖房運転時には3段階、ミストサウナ運転時には5段階
で温度が選択できます。
1P19〜

風向ボタン／スイングランプ
風向（ルーバー角度）の切り替えをします。「スイング」
のときはスイングランプが点灯します。
1P18、19〜

停止ボタン
ミストサウナ運転、水ミスト運転、暖房運転、涼風運転、
浴室乾燥運転、衣類乾燥運転、換気運転の停止をします。
（24時間換気運転の停止はこのボタンではできません。）
1P22〜

100094500016
100094500017
100094500018

熱源機のリモコンに浴室（予備）暖房スイッチがある（浴室暖房を「入」にできるメニューがある）場合には…
¡熱源機のリモコンで浴室（予備）暖房を「入」にすると、浴室暖房乾燥機は浴室暖房運転（またはミストサウナ運転）を開始

表示部
タイマー・設定温度・風向を表示します。
1P19〜

水ミスト運転をします。水ミストの強、弱の切り替えも
このボタンで行います。
1P23

01

17

各部のなまえとはたらき

各部のなまえとはたらき

［風向］ボタンの操作と、ルーバーの位置について
［風向］ボタンを押すと風向が変化します。どちらのリモコンでも操作することができます。
風向は、24時間換気を含む換気運転と水ミスト弱運転以外の、すべての運転時に変更することができます。

1
9
2
3

11
12

5
6
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2

1

4
5
6

7

8

風向ボタン／スイングランプ
風向（ルーバー角度）の切り替えをします。「スイング」
のときはスイングランプが点灯します。
1P18、19〜

9

温度ボタン
暖房運転時およびミストサウナ運転時の浴室内の温度を
設定します。
暖房運転時には3段階、ミストサウナ運転時には5段階
で温度が選択できます。
1P19〜

10
11

浴室一時停止ボタン／ランプ
浴室の24時間換気を、一時的に停止します。
1P45

12

換気ボタン／ランプ
浴室の換気運転をします。
1P33

13

24時間換気ボタン／標準・冬期ランプ
24時間換気運転の「標準」と「冬期」の切り替えを行
います。
1P43

浴室乾燥ボタン／タイマー・自動・エコランプ
浴室の乾燥運転をします。タイマー、自動、エコの切り
替えもこのボタンで行います。
1P35

1
［風向］

［風向］

14

衣類乾燥ボタン／タイマー・自動・エコランプ
衣類の乾燥運転をします。タイマー、自動、エコの切り
替えもこのボタンで行います。
1P35

フィルターサインランプ
累積使用約1000時間ごとに点灯します。フィルター掃
除のめやすにしてください。
1P54

1 ［風向］ボタンを押す。

解 説 1 ：
¡リモコンの風向（ルーバーの位置）は［風向］
ボタンを押すごとに表示部に5秒間表示されま
す。
¡ルーバーを手で直接動かさないでください。リ
モコンで調節するとき、誤った動きの原因とな
ることがあります。また能力が下がったり安全
装置が働いたり、故障することがあります。
¡運転の種類により、同じ風向の記号であっても
ルーバーの位置や動きが若干異なります。

［風向］ボタンを押すたびに、下図のよう
に風向が切り替わります。
表示部に風向が表示されます。
（スイング）

時間設定 ▼ ▲ ボタン
各運転時のタイマーを設定します。
1P19〜

暖房予約ボタン／ランプ
浴室の暖房運転の予約をします。
1P30

ミストサウナボタン／ランプ
ミストサウナ運転をします。
1P19

（洗い場側）

（浴槽側）

¡表示部の風向の記号とルーバーの位置について
■ミストサウナ・水ミスト強運転時

■衣類乾燥運転時

■暖房・涼風・浴室乾燥運転時

停止ボタン
ミストサウナ運転、水ミスト運転、暖房運転、涼風運転、
浴室乾燥運転、衣類乾燥運転、換気運転の停止をします。
（24時間換気運転の停止はこのボタンではできません）
1P22〜

暖房ボタン／強・弱ランプ
浴室の暖房運転をします。強、弱の切り替えもこのボタ
ンで行います。
1P25

［浴槽側］
L6

［洗い場側］
L5 L4 L3
L0

［浴槽側］

L2 L1

スイング範囲

L6

［洗い場側］
L2
L5 L4 L3
L0

スイング範囲

［浴槽側］

L1
L6

100094500016
100094500017
100094500018

3

表示部

風向表示

浴室リモコン

13
14

7
8

タイマー・設定温度・風向を表示します。
1P19〜

風向表示

10

4

1

脱衣室リモコン

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

脱衣室リモコン

18 …

取 扱 説 明 書

…

［洗い場側］
L2
L3
L5 L4
L0

スイング

L1

範囲

01

19

おふろに入ったら……ミストサウナを楽しむ

おふろに入ったら……ミストサウナを楽しむ

20 …

ミストサウナを楽しむ
水道水を暖めて噴霧します。ドライサウナより低温・高湿度のミストサウナを楽しむことができます。

タイマー表示

浴室リモコン

タイマー表示

4

補 足 ：
¡浴槽のフタは、必要に応じて片付けてください。

［風向］

3
［温度］

2

3

［時間設定 ▼ ▲］

［温度］

ミストサウナの準備：
ミストサウナ浴を快適にお楽しみいただくために、まずミスト
サウナ運転をして浴室を暖めてください。〈予備運転〉

1
［ミストサウナ］

4
1

予備運転の時間のめやす

［風向］

冬期：30分
夏期：10分

※浴室の温度により
異なります。

［ミストサウナ］

Ⅱ− 11

ボタンを押す。
1 ［ミストサウナ］
脱衣室リモコンのミストサウナランプおよび浴室リモコン
のミストサウナ強ランプが点滅し、表示部に運転の残り時
間が表示されます。

ミストサウナの上手な使いかた

ミストサウナをお楽しみの際には…
脱衣室リモコンの［時間設定 ▼ ▲］ボタンでお好みの運転時間を
設定してください。ミストサウナ運転中には、10分ごとに浴室
リモコンから「ピピピッ」というお知らせ音が鳴ります。
ミストサウナを楽しむ時間のめやすにしてください。
※リモコンの表示画面で、ミストサウナ運転の残り時間を確認で
きます。
※ミストサウナの入浴時間は10〜15分間をめやすとし、体調を
考慮してください。（10分経過するごとに鳴るお知らせ音を参
考にしてください。）

※浴室内の温度によっては、脱衣室リモコンのミ
ストサウナランプ（浴室リモコンのミストサウ
ナ強ランプ）が最初から点灯している場合もあ
ります。

※ミスト吹き出し方向に出窓など浴室壁面より凹
んだ空間がある場合、ミストサウナ運転をする
とそこに水がたまることがあります。ミストサ
ウナの風向を変更してミストが吹き出す方向を
そらしたり、「弱」運転に切り替えたりするこ
とで、たまる水の量を減らすことができます。
※ミスト吹き出し方向に浴室のドアがある場合、
浴室のドアをあけるとミストが脱衣室に出てし
まうことがあります。その場合は、浴室へ入る
前にミストサウナ運転を停止し、浴室に入って
から浴室リモコンを操作してミストサウナ運転
を再開してください。

▼ ▲ ］ボタンを押し、
2 ［時間設定
運転時間を設定する。
：増える

：減る

（押し続けると早送りします。
）
表示部に運転時間が表示されます。
設定時間（範囲）

設定時間（単位）

1分〜30分まで

1分刻み

30分〜1時間まで 5分刻み

25分のとき：

解 説 2 ：
¡リモコンの［残り時間］表示は運転の残り時間
を表示しています。
¡運転時間について
（以下の時間設定で、運転を開始します）
初めてご使用のとき

2回目以降にご使用のとき

30分

前回、ミストサウナ運転を
操作した際の設定時間

¡暖房運転の残り時間のカウントダウンについて
ミストサウナ運転の残り時間を、1時間〜30
分までは5分刻み、30分〜0分までは1分刻み
で表示します。
※適切なミストサウナの入浴時間には、個人差が
あります。季節や体調に合わせて、無理のない
時間でお楽しみください。19ページの「ミス
トサウナの上手な使いかた」を参照してくださ
い。
¡浴室リモコンでは、ミストサウナ運転の運転時
間を変更することはできません。

100094500016
100094500017
100094500018

入浴の前に…
冬期など浴室が冷えている場合は、入浴の前にミストサウナ運転
「強」で、あらかじめ運転しておきます。ミストの噴霧が始まり、
入浴するのに寒さを感じない程度に浴室が暖まると、脱衣室リモ
コンのミストサウナランプ（浴室リモコンのミストサウナ強ラン
プ）が点滅から点灯に変わって、入り頃であることをお知らせし
ます。

解 説 1 ：
¡運転音が周囲の壁に反響してより大きく感じる
場合があります。
¡［ミストサウナ］
ボタンを押した約2〜3分後に、
温風が吹き出します。浴室が暖まった後、浴室
リモコンから「ピッピッピッ…、ピピピ…、ピ
ー」とお知らせ音が出た後でミストが吹き出し
てミストサウナ運転が開始します。
¡冷風防止機能により、温水の温度が十分上がる
まではミストも風も出ません。
※浴室内の温度や入水温度などの条件によって
は、脱衣室リモコンのミストサウナランプ（浴
室リモコンのミストサウナ強ランプ）が最初か
ら点灯していることがあり、その場合、すぐに
ミストサウナ浴をお楽しみいただけます。（次
ページ「入浴する（ミストサウナ浴をお楽しみ
ください）参照）

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

脱衣室リモコン

準備：
1．衣類などが干されていないことを確認し、物干
しバーを片付ける。
2．浴室の窓、ドアを閉める。
3．ミストを浴びる前に十分に水分をとる。

取 扱 説 明 書

…

01

21

おふろに入ったら……ミストサウナを楽しむ

入浴する（ミストサウナ浴をお楽しみください）：

補 足 ：
¡ミストは水道水です。直接浴びても問題ありま
せん。

4

［風向］ボタンを押す。

解 説 4 ：
¡リモコンの風向（ルーバーの位置）は［風向］
ボタンを押すごとに表示部に5秒間表示されま
す。
¡風向について
（以下の風向で、運転を開始します）

［風向］ボタンを押すたびに、下図のよう
に風向が切り替わります。
表示部に風向が表示されます。
（スイング）

もし、ミストサウナランプが消灯して、ミストサウナ運転が停止していたら ……
再度、［ミストサウナ］ボタンを押してください。

ミストサウナの運転時間を設定する ……

補 足 ：
¡20ページの手順 1 を参照してください。
¡ミストサウナ運転が停止した直後で、浴室が十
分に暖まっている場合には、脱衣室リモコンの
ミストサウナランプ（浴室リモコンのミストサ
ウナ強ランプ）が点灯し、すぐにミストサウナ
浴がお楽しみいただけます。

（洗い場側）

（浴槽側）

補 足 ：
¡20ページの手順 2 を参照してください。
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脱衣室リモコンの［時間設定▼▲］ボタンを押して、運転時間
を設定してください。

ミストサウナの強さを変更するには ……
浴室リモコンの［ミストサウナ］ボタンを押すと、「弱」→「強」
→「弱」→「強」と切り替わります。

［温度］ボタンを押すたびに、下図のように5段階に切り替
わります。

解 説 3 ：
¡室温が上がりにくい場合は「d5」、室温が上が
りすぎる場合は「d1」でご使用ください。
「d1」でも、暑く不快と感じる場合は、ご使用
をお控えください。
¡設定温度は［温度］ボタンを押すごとに、表示
部に約5秒間表示します。
表示

d5

d4

設定温度 高

d3
中

d2

初めてご使用のとき

2回目以降にご使用のとき

L4

前回のミストサウナ
運転時の設定位置

風向は、「ミストサウナ 強」と「ミストサウナ
弱」のそれぞれで設定値を記憶しています。
¡運転開始直後（ミスト噴霧前）は、ルーバーが
設定した位置に動かないことがあります。しば
らくすると設定した位置に動きます。
¡ルーバーを手で直接動かさないでください。リ
モコンで調節するとき、誤った動きの原因とな
ることがあります。また能力が下がったり安全
装置が働いたり、故障することがあります。
¡風向の記号とルーバーの位置については、18
ページを参照してください。

運転時間が経過すると ……
浴室リモコンのミストサウナ強（または弱）ランプおよび脱衣室リ
モコンのミストサウナランプが消灯し、タイマー表示が消灯して、
ミストサウナ運転が停止します。

途中で停止したいときは ……
［停止］ボタンを押します。
浴室リモコンのミストサウナ強（ま
たは弱）ランプおよび脱衣室リモコ
ンのミストサウナランプが消灯し
ます。
表示部のタイマー表示も消灯しま
す。

補 足 ：
¡ミストサウナ運転中に、リモコンの［暖房］、
［涼風］、
［水ミスト］、
［浴室乾燥］、
［衣類乾燥］、
［換気］ボタンを押すと、それらの運転が始ま
り、ミストサウナ運転は停止します。

d1
低

¡温度設定について
（以下の温度設定で、運転を開始します）
初めてご使用のとき

2回目以降にご使用のとき

d3

前回のミストサウナ運
転時の設定温度

ミストサウナ浴の後には…：
1．ミストを浴びた後は、十分に水分をとる。
2．浴室乾燥または換気運転を行う。

補 足 ：
¡ミストサウナ運転後は機器本体や浴室を良好に
保つために、必ず浴室乾燥または換気運転を行
ってください。
水滴がついたまま長期間運転を行わない場合、
カビの発生原因となります。
¡ミストサウナ運転後に自動的に乾燥運転を行う
ようにすることができます。39ページの「オ
ートドライ機能」を参照してください。

100094500016
100094500017
100094500018

ボタンを押し、温度を設
3 ［温度］
定する。

補 足 ：
※ミストサウナ運転の「強」
「弱」を切り替えると、
温風の風量の強弱が切り替わります。
※ミストサウナ運転の「強」
「弱」いずれでも、浴
室内の温度に応じて自動的に風量とミスト温度
を調節します。
¡脱衣室リモコンでは、ミストサウナ運転の「強」
「弱」を切り替えることはできません。

22 …

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

浴室が暖まり、ミストサウナ浴をお楽しみいただける状態にな
ったら、脱衣室リモコンのミストサウナランプ（浴室リモコン
ではミストサウナ強ランプ）が点滅から点灯に変わって、入り
頃であることをお知らせします。

おふろに入ったら……ミストサウナを楽しむ

取 扱 説 明 書

…

01

23

おふろに入ったら……水ミスト

おふろに入ったら……水ミスト

24 …

水ミスト
浴室リモコン

2 ［風向］ボタンを押す。

タイマー表示

解 説 2 ：
¡風向は脱衣室リモコンでも操作できます。
¡リモコンの風向（ルーバーの位置）は［風向］
ボタンを押すごとに表示部に5秒間表示されま
す。
¡風向について
（以下の風向で、運転を開始します）
初めてご使用のとき
2回目以降にご使用のとき
前回の水ミスト強
L4
運転時の設定位置

［風向］ボタンを押すたびに、下図のよう
に風向が切り替わります。
表示部に風向が表示されます。
（スイング）

2
［風向］

1
［水ミスト］

3

（洗い場側）

（浴槽側）

［停止］

水ミストをお使いになる際には…
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冬期に水ミスト運転をされる場合は特に注意してください。入水
温度が低い場合、冷たいミストが噴霧されてびっくりしたり、思
わぬ事故の原因となることがあります。

準備： 1．衣類などが干されていないことを確認
し、物干しバーを片付ける。
2．浴室の窓、ドアを閉める。

浴室リモコンの水ミスト強ランプが点灯し、表示部に運転
の残り時間が表示されます。

補 足 ：
¡浴槽のフタは、必要に応じて片付けてくださ
い。
¡ミストは水道水です。直接浴びても問題ありま
せん。

解 説 1 ：
¡［水ミスト］ボタンを押すと、浴室リモコンか
ら「ピッピッピッ…、ピピピ…、ピー」とお知
らせ音が出た後でミストが吹き出して水ミスト
運転が開始します。
¡水ミスト運転の直前に、ミストサウナ運転や暖
房運転、浴室／衣類乾燥運転などを行っていた
場合には、機器内部が冷えるまで温風や暖かい
ミストが出ることがあります。
¡運転音が周囲の壁に反響してより大きく感じる
場合があります。

運転時間を変更するには……
水ミスト強または水ミスト弱運転中に、脱衣室リモコンの［時間設
定▼▲］ボタンを押します。
設定できる運転時間は、最大1時間までです。
運転時間の変更方法は、「ミストサウナ運転」での変更方法（20ペ
ージの手順 2 ）を参照してください。

3

［停止］ボタンを押す。
浴室リモコンの水ミスト強
（または弱）ランプが消灯し
ます。
表示部のタイマー表示も消
灯します。

運転時間が経過すると ……
浴室リモコンの水ミスト強（または弱）ランプと、タイマー表示が
消灯し、水ミスト運転が停止します。

水ミスト運転の後には…
水ミストの強さを変更するには ……
浴室リモコンの［水ミスト］ボタンを押すと、「弱」→「強」→
「弱」→「強」と切り替わります。

補 足 ：
※水ミスト運転の「弱」は、送風がありません。
ただし、ルーバーが所定の位置まで移動する間
は送風します。

1．浴室乾燥または換気運転を行う。

補 足 ：
¡運転時間について
（以下の時間設定で、運転を開始します）
初めてご使用のとき
2回目以降にご使用のとき
前回、水ミスト運転を
30分
操作した際の設定時間
¡浴室リモコンでは、水ミスト運転の運転時間を
変更することはできません。
解 説 3 ：
¡停止は脱衣室リモコンでも操作できます。

補 足 ：
¡水ミスト運転中に、リモコンの［暖房］、
［涼風］、
［ミストサウナ］、［浴室乾燥］、［衣類乾燥］、
［換気］ボタンを押すと、それらの運転が始ま
り、水ミスト運転は停止します。

100094500016
100094500017
100094500018

ボタンを1秒以上
1 ［水ミスト］
押す。

※水ミスト運転をしても、浴室内の温度は上昇し
ません。水ミストは暖められることなく入水温
度のまま噴霧します。

¡運転開始直後（ミスト噴霧前）は、ルーバーが
設定した位置に動かないことがあります。しば
らくすると設定した位置に動きます。
¡ルーバーを手で直接動かさないでください。リ
モコンで調節するとき、誤った動きの原因とな
ることがあります。また能力が下がったり安全
装置が働いたり、故障することがあります。
¡風向の記号とルーバーの位置については、18
ページを参照してください。
¡水ミスト弱運転の場合、風向は固定（ルーバー
位置は全開）のままで変更できません。

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

水道水を常温のまま噴霧します。
おふろ上がりのクールダウンに、また夏期など暑いと
きにもお楽しみいただけます。
浴室リモコンで操作します。

取 扱 説 明 書

…

補 足 ：
¡水ミスト運転後は機器本体や浴室を良好に保つ
ために、必ず浴室乾燥または換気運転を行って
ください。
水滴がついたまま長期間運転を行わない場合、
カビの発生原因となります。
¡水ミスト運転後に自動的に乾燥運転を行うよう
にすることができます。39ページの「オート
ドライ機能」を参照してください。

01

25

おふろに入ったら……浴室を暖房する

おふろに入ったら……浴室を暖房する

26 …

浴室を暖房する

脱衣室リモコン

タイマー表示

浴室リモコン

タイマー表示

4
［風向］

3

2

2

［時間設定 ▼ ▲］

［温度］

1

［温度］

暖房の強さを変更するには ……
［暖房］ボタンを押すと、「弱」→「強」→「弱」→「強」と切り替わ
ります。

補 足 ：
※暖房運転の「強」「弱」を切り替えると、温風
の風量の強弱が切り替わります。
※暖房運転の「強」「弱」いずれでも、浴室の温
度に応じて自動的に風量を調節します。

ボタンを押し、温度を設
2 ［温度］
定する。

解 説 2 ：
¡設定温度は、［温度］ボタンを押すごとに表示
部に約5秒間表示します。
表

［温度］ボタンを押すたびに、
ます。

→

→

と切り替わり

［暖房］

4
［風向］

1
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［暖房］

暖房の上手な使いかた
入浴中に寒いとき…
身体を洗っているときなどに肌寒く感じる
ときにも暖房をしてください。
暖房の強さ：弱
設定温度：d1（低）
風向：身体にあたらない方向へ
それでも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。

▼ ▲ ］ボタンを押し、
3 ［時間設定
運転時間を設定する。
：増える

：減る

（押し続けると早送りします。
）
設定時間（範囲）

設定時間（単位）

1分〜30分まで

1分刻み

30分〜1時間まで 5分刻み

準備： 浴室の窓とドアを閉めておいてください。

1

［暖房］ボタンを押す。
暖房強ランプが点灯し、表
示部に運転の残り時間が表
示されます。
運転開始時は暖房強で運転
します。

解 説 1 ：
¡［暖房］ボタンを押した約2〜3分後に、温風
が吹き出して暖房を開始します。
冷風防止機能により、温水の温度が十分上がる
までは風が出ません。
¡温風吹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。
¡運転音が周囲の壁に反響してより大きく感じる
場合があります。

1時間〜6時間まで 0.5時間（30分）刻み

25分のとき：

高

中

低

¡室温が上がりにくい場合は「d3」、室温が上が
りすぎる場合は「d1」でご使用ください。
「d1」でも、暑く不快と感じる場合は、ご使用
をお控えください。
¡温度設定について
（以下の温度設定で、運転を開始します）
初めてご使用のとき

2回目以降にご使用のとき

d2

前回の暖房運転時の
設定温度

解 説 3 ：
¡リモコンの［残り時間］表示は運転の残り時間
を示します。
¡運転時間について
（以下の時間設定で、運転を開始します）
初めてご使用のとき

2回目以降にご使用のとき

30分

前回の暖房運転時の
設定時間

最大6時間まで連続して暖房運転をすることが
できます。（IBD-4110ACSK-JMは最大1時
間まで。
）
¡暖房運転の残り時間のカウントダウンについて
暖房運転の残り時間を6時間〜1時間までは
0.5時間（30分）刻み、1時間〜30分までは
5分刻み、30分〜0分までは1分刻みで表示し
ます。
¡浴室リモコンでは、暖房運転の運転時間を変更
することはできません。

100094500016
100094500017
100094500018

おふろに入る前に…
寒い時期など、入浴前に浴室の暖房運転を行って浴室内を暖めてく
ださい。
暖房の強さ：強
設定温度：d3（高）
風向：L4
入浴の約30分前に運転を開始
※30分以内では壁が十分暖まらない場合があり、肌寒く感じられ
ることがあります。

示

設定温度

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

温風で浴室を暖め、入浴時に感じる肌寒さを和らげます。冬の一番風呂のように浴室が冷えているときなど、
入浴前にご使用ください。

取 扱 説 明 書

…

01

27

おふろに入ったら……浴室を暖房する

おふろに入ったら……入浴中に涼む

28 …

入浴中に涼む
［風向］ボタンを押す。

解 説 4 ：
¡リモコンの風向（ルーバーの位置）は［風向］
ボタンを押すごとに表示部に5秒間表示されま
す。
¡風向について
（以下の風向で、運転を開始します）

［風向］ボタンを押すたびに、風向が切り
替わります。
表示部に風向が表示されます。
（スイング）

（洗い場側）

（浴槽側）

初めてご使用のとき

2回目以降にご使用のとき

L4

前回の暖房運転時の
設定位置

送風と換気で浴室の湿度が下がり、快適に入浴できます。夏などの暑い時期にご使用ください。
浴室リモコンで操作します。
浴室リモコン

タイマー表示

2
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風向は、「暖房 強」と「暖房 弱」のそれぞれ
で設定値を記憶しています。
¡ルーバーを手で直接動かさないでください。リ
モコンで調節するとき、誤った動きの原因とな
ることがあります。また能力が下がったり安全
装置が働いたり、故障することがあります。
¡風向の記号とルーバーの位置については、18
ページを参照してください。

1
［涼風］

3
［停止］

準備： 浴室の窓とドアを閉めておいてください。

運転時間が経過すると ……

ボタンを押す。
1 ［涼風］
涼風ランプが点灯し、表示

暖房強（または弱）ランプおよび表示部が消灯し、暖房運転が停止
します。

部に運転の残り時間が表示
されます。

途中で停止したいときは ……

暖房強（または弱）ランプおよび
表示部が消灯します。

補 足 ：
¡暖房運転中に、リモコンの［涼風］、
［浴室乾燥］
、
［衣類乾燥］、［換気］、［ミストサウナ］、［水ミ
スト］ボタンを押すと、それらの運転が始まり、
暖房運転は停止します。

運転時間を変更するには……
涼風運転中に、脱衣室リモコンの［時間設定▼▲］ボタンを押しま
す。
設定時間（範囲）

設定時間（単位）

1分〜30分まで

1分刻み

30分〜1時間まで

5分刻み

1時間〜10時間まで

0.5時間（30分）刻み

10時間〜12時間まで 1時間刻み

運転時間の変更方法は、「ミストサウナ運転」での変更方法（20ペ
ージの手順 2 ）を参照してください。

解 説 1 ：
¡ミストサウナ運転および暖房運転、浴室乾燥運
転、衣類乾燥運転直後に涼風運転にした場合は、
機器が冷えるまでしばらくは温風が出ます。
¡換気ファンは遅れて運転を開始します。

補 足 ：
¡浴室リモコンでは、涼風運転の運転時間を変更
することはできません。
¡運転時間について
（以下の時間設定で、運転を開始します）
初めてご使用のとき

2回目以降にご使用のとき

30分

前回の涼風運転時の
設定時間

¡リモコンの表示部は運転の残り時間を表示して
います。
¡涼風運転の残り時間のカウントダウンについて
12時間〜10時間までは1時間刻み、10時間
〜1時間までは0.5時間（30分）刻み、1時間〜
30分までは5分刻み、30分〜0分までは1分
刻みで表示します。

100094500016
100094500017
100094500018

［停止］ボタンを押します。

［風向］

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

4

取 扱 説 明 書

…

01

29

おふろに入ったら……入浴中に涼む

おふろに入る前に……予約して浴室を暖房する

30 …

予約して浴室を暖房する
解 説 2 ：
¡風向は脱衣室リモコンでも操作できます。
¡リモコンの風向（ルーバーの位置）は［風向］
ボタンを押すごとに表示部に5秒間表示されま
す。
¡風向について
（以下の風向で、運転を開始します）

［風向］ボタンを押すたびに、下図のように
風向が切り替わります。
表示部に風向が表示されます。
（スイング）

（洗い場側）

（浴槽側）
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ボタンを押す。
3 ［停止］
涼風ランプおよび表示部が
消灯します。

初めてご使用のとき

2回目以降にご使用のとき

L4

前回の涼風運転時の
設定位置

冬などの寒い時期、入浴前に浴室を暖めたいときなど、入浴時間に合わせて自動的に暖房運転ができます（暖
房予約運転）。
脱衣室リモコンで操作します。
脱衣室リモコン

タイマー表示

2
［時間設定 ▼ ▲］

¡ルーバーを手で直接動かさないでください。リ
モコンで調節するとき、誤った動きの原因とな
ることがあります。また能力が下がったり安全
装置が働いたり、故障することがあります。
¡風向の記号とルーバーの位置については、18
ページを参照してください。

解 説 3 ：
¡停止は脱衣室リモコンでも操作できます。
補 足 ：
¡涼風運転中に、リモコンの［ミストサウナ］、
［水ミスト］
、
［暖房］、
［浴室乾燥］
、
［衣類乾燥］
、
［換気］ボタンを押すと、それらの運転が始ま
り、涼風運転は停止します。

1 3
［暖房予約］

準備： 浴室の窓とドアを閉めておいてください。

ボタンを押す。
1 ［暖房予約］
［暖房予約］
ランプが点滅し、
表示部も点滅します。

解 説 1 ：
¡効率よく浴室を暖めるため、予約運転の操作を
行う前に、風向を「L4」に設定しておくこと
をおすすめします。
手順： ①［暖房］ボタンを押し、
「強」にする。
② 風向を「L4」にする。
③［停止］ボタンを押し、暖房運転を
停止する。
（25〜27ページを参照してください。）

▼ ▲ ］ボタンを押し、
2 ［時間設定
予約時間を設定する。
予約時間：今から暖房を開始するまでの時間
：増える

：減る

（押し続けると早送りします。
）
設定時間（範囲）

設定時間（単位）

1分〜30分まで

1分刻み

30分〜1時間まで

5分刻み

1時間〜10時間まで

0.5時間（30分）刻み

10時間〜24時間まで 1時間刻み

5時間のとき：

解 説 2 ：
¡ボタンを押してから10秒間次の操作をしない
と表示が消え、予約時間がキャンセルされます。
¡表示部の時間は、暖房運転開始までの時間を表
示します（運転時間の表示ではありません）
。
¡予約時間について
（以下の予約時間が表示されます）
初めてご使用のとき

2回目以降にご使用のとき

8時間

前回、暖房予約運転を
操作した際の設定時間

100094500016
100094500017
100094500018

運転時間が経過すると ……
涼風ランプおよび表示部が消灯し、涼風運転が停止します。

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

2 ［風向］ボタンを押す。

取 扱 説 明 書

…

¡暖 房 予 約 の 場 合 、 運 転 時 間 は I B D - 4 1 1 0
ACSK-JMは1時間、IBD-4110ACSK
J2M・IBD-4110ACSKJ3Mは2時間です。
暖房運転が始まってから運転時間を変更するこ
とができます。予約待機中は運転時間の変更は
できません。

01

31

おふろに入る前に……予約して浴室を暖房する

表示部に暖房運転開始時刻
までの残り時間を表示しま
す。

以上で、暖房予約運転の設定が完了しました。

予約待機中に予約時間を変更するには ……
一度、［暖房予約］ボタンを押して予約を「切」にしてから、再
度設定をしなおしてください。

解 説 3 ：
¡脱衣室リモコンおよび浴室リモコンの表示部の
タイマー表示は、暖房予約待機時間中は運転開
始までの時間を、暖房運転中は暖房運転が停止
するまでの時間のめやすを表示します。
¡暖房運転開始までの残り時間のカウントダウン
について
24時間〜10時間までは1時間刻み、10時間
〜1時間までは0.5時間刻み、1時間〜30分ま
では5分刻み、30分〜0分までは1分刻みで表
示します。
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補 足 ：
¡予約待機中の操作について
予約待機中にリモコンの［暖房］、［涼風］、［浴
室乾燥］
、
［衣類乾燥］、
［換気］
、
［ミストサウナ］
、
［水ミスト］ボタンを押すと、それらの運転を
開始します。運転中に予約時間になると、予約
した暖房運転を開始します。

暖房を途中で停止したいときは ……
［停止］ボタンを押します。
暖房強（または弱）ランプおよび
表示部が消灯します。

32 …

補 足 ：
¡暖房運転中に、リモコンの［涼風］
、
［浴室乾燥］、
［衣類乾燥］、［換気］、［ミストサウナ］、［水ミ
スト］ボタンを押すと、それらの運転が始まり、
暖房運転は停止します。

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

ボタンを押す。
3 ［暖房予約］
暖房予約ランプが点灯し、

おふろに入る前に……予約して浴室を暖房する

取 扱 説 明 書

…

予約をやめるときは ……
予約待機中に［暖房予約］ボタンを押します。
暖房予約ランプおよび表示部が消
灯します。

以下の条件で浴室暖房が始まります。
温度：中（「
」は表示されません）
風量：強（暖房強ランプが点灯）
運転時間：IBD-4110ACSK-JMは1時間
IBD-4110ACSKJ2Mおよび
IBD-4110ACSKJ3Mは2時間
風向：前回の暖房運転「強」での設定（初めて運転され
るときはL4）
※脱衣室リモコンおよび浴室リモコンの表示部は、暖房
の運転時間［残り時間］の表示に変わります。

補 足 ：
¡暖房運転開始後の各設定の変更について
温度の変更…［温度］ボタンを押します。
運転時間の変更…［時間設定 ▼ ▲］ボタン
を押します。
風向の変更…［風向］ボタンを押します。
¡温度・風向・運転時間や、暖房モードの変更に
ついては25〜27ページを参照してください。

100094500016
100094500017
100094500018

予約時間が経過すると ……

01

33

入浴後には……浴室の換気をする

入浴後には……浴室の換気をする

34 …

浴室の換気をする
入浴後など、浴室の湿気を排出したいときに使用してください。
脱衣室リモコンで操作します。

運転時間が経過すると ……
換気ランプが消灯し、換気運転が停止します。

タイマー表示

途中で停止したいときは ……
［停止］ボタンを押します。

2

換気ランプおよび表示部が消灯し
ます。

［時間設定 ▼ ▲］

1
［換気］
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準備： 浴室の給気口かドアを少し開けておきます。
浴槽にお湯（水）が残っているときは、浴槽
にフタをしてください。

補 足 ：
¡換気運転中に、リモコンの［暖房］
、
［浴室乾燥］、
［衣類乾燥］、［涼風］、［ミストサウナ］、［水ミ
スト］ボタンを押すと、それらの運転が始まり、
換気運転は停止します。

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

脱衣室リモコン

取 扱 説 明 書

…

補 足 ：
¡浴室に給気口がない場合は、ドアを少しだけ開
けておいてください。

ボタンを押す。
1 ［換気］
換気ランプが点灯し、表示
部に運転の残り時間が表示
されます。

：増える

：減る

（押し続けると早送りします。
）
表示部に運転時間が表示されます。
設定時間（範囲）

設定時間（単位）

1分〜30分まで

1分刻み

30分〜1時間まで

5分刻み

1時間〜10時間まで

0.5時間（30分）刻み

解 説 2 ：
¡運転時間について
（以下の時間設定で、運転を開始します）
初めてご使用のとき

2回目以降にご使用のとき

3時間

前回、換気運転を
操作した際の設定時間

¡リモコンの表示部は運転の残り時間を表示して
います。

100094500016
100094500017
100094500018

▼ ▲ ］ボタンを押し、
2 ［時間設定
運転時間を設定する。

10時間〜12時間まで 1時間刻み

5時間のとき：

01

35

入浴後には……浴室を乾燥させる・洗濯物を乾かす

入浴後には……浴室を乾燥させる・洗濯物を乾かす

36 …

浴室を乾燥させる・洗濯物を乾かす
乾燥モードが「タイマー」の場合のみ

脱衣室リモコン

2 ［時間設定 ▼ ▲ ］ボタンを押し、

タイマー表示

運転時間を設定する。
：増える

3

2

［風向］

：減る

初めてご使用のとき

（押し続けると早送りします。
）

［時間設定 ▼ ▲］

2時間

表示部に運転時間が表示されます。
設定時間（範囲）

設定時間（単位）

1分〜30分まで

1分刻み

30分〜1時間まで

5分刻み

1時間〜8時間まで

0.5時間（30分）刻み
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1

補 足 ：
¡乾燥モードが「自動」
・
「エコ」の場合は…
最初、表示部にーーが現れます。残り時間が確
定した後、表示部に残り時間が表示されます。
残り時間が表示されるまでに、時間がかかる場
合があります。
残り時間が表示されないまま、乾燥運転が終
了することもあります。
乾燥モードが「自動」での浴室乾燥の場合、浴
室内の温度によっては−−が表示されず、乾燥
運転開始直後に残り時間が表示される場合があ
ります。

1 ［衣類乾燥］
補 足 ：
¡浴室に給気口がない場合は、ドアを少しだけ開
けておいてください。
¡お湯が残っていない場合でもフタをした方が早
く乾燥します。
¡水滴がついたままだと、乾燥時間が長くなりま
す。

ボタンまたは［衣類
1 ［浴室乾燥］
乾燥］ボタンを押す。

解 説 1 ：
¡浴室を乾燥させたいときは［浴室乾燥］ボタン
を、洗濯物を乾燥させたいときは、［衣類乾燥］
ボタンを押してください。

タイマーランプが点灯し、表示部に運転の残り時間が表示
されます。

3 ［風向］ボタンを押す。

解 説 3 ：
¡リモコンの風向（ルーバーの位置）は風向ボタ
ンを押すごとに表示部に5秒間表示されます。
風向は、浴室リモコンでも操作できます。
¡風向について
（以下の風向で、運転を開始します）

［風向］ボタンを押すたびに、下図のように
風向が切り替わります。
表示部に風向が表示されます。
（スイング）

乾燥モードを変更するには ……
［乾燥］ボタンを押すたびに、「タイマー」→「自動」→「エコ」→
「タイマー」と切り替わります。

¡乾燥モードについて
（以下の乾燥モードで、運転を開始します）
初めてご使用のとき

2回目以降にご使用のとき

タイマー

前回、乾燥運転を
した際の乾燥モード

¡乾燥モードについては、37ページを参照して
ください。

（洗い場側）

（浴槽側）

初めてご使用のとき

2回目以降にご使用のとき

L4

前回、乾燥運転を
した際の設定位置

¡風向は、浴室乾燥運転と衣類乾燥運転で、それ
ぞれの設定値を記憶しています。乾燥モード
（タイマー・自動・エコ）ごとの記憶はしませ
ん。
¡ルーバーを手で直接動かさないでください。リ
モコンで調節するとき、誤った動きの原因とな
ることがあります。また能力が下がったり安全
装置が働いたり、故障することがあります。
¡風向の記号とルーバーの位置については、18
ページを参照してください。

100094500016
100094500017
100094500018

準備： 浴室の窓とドアを閉め、給気口を開けてお
きます。
浴槽の水を抜くか、フタをします。
浴室の壁面などの水滴をふき取ってください。
洗濯物を乾かす場合は、物干しバーに洗濯
物を吊り下げます。

2回目以降にご使用のとき
前回、乾燥運転を
「タイマー」で行った
際の設定時間

¡リモコンの表示部は運転の残り時間を表示して
います。
¡乾燥に必要な時間は、洗濯物の種類や量、脱水
状態、また浴室の種類や大きさ、気温や湿度に
より異なります。
¡洗濯物の乾燥時間のめやすは37ページを参照
してください。

5時間のとき：

［浴室乾燥］

解 説 2 ：
¡乾燥モードに「タイマー」を選択している場合
に、乾燥時間を設定することができます。
¡運転時間について
（以下の時間設定で、運転を開始します）

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

浴室の乾燥の他、洗濯物を乾かすことができます。
脱衣室リモコンで操作します。

取 扱 説 明 書

…

01

37

入浴後には……浴室を乾燥させる・洗濯物を乾かす

入浴後には……浴室を乾燥させる・洗濯物を乾かす

運転時間が経過すると ……

参 考 ： 上手な衣類乾燥のしかた

補 足 ：
¡停止は浴室リモコンでも操作できます。
¡乾燥運転中に、リモコンの［暖房］、［涼風］、
［換気］、［ミストサウナ］、［水ミスト］ボタン
を押すと、それらの運転が始まり、乾燥運転は
停止します。

途中で停止したいときは ……
［停止］ボタンを押します。
乾燥のモードランプおよび表示部
が消灯します。

参 考 ： 乾燥モードについて
浴室乾燥

衣類乾燥
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お好みの運
転時間で…

タイマー

設定した時間乾燥運転し、自動で停止します。 設定した時間乾燥運転し、自動で停止します。

おまかせ
で…

自動

浴室の温度に合わせて乾燥運転し、自動で停
止します。
（運転時間は最大3時間）

なるべく
お安く！

エコ

送風で6時間乾燥させ、最後に温風で仕上げて、 送風で6時間乾燥させ、最後に温風で仕上げて、
自動で停止します。
（運転時間は最大8時間） 自動で停止します。
（運転時間は最大9時間）

洗濯物の状態に合わせて乾燥運転し、自動で
停止します。
（運転時間は最大3時間）

参 考 ： 「自動」と「エコ」の乾燥時間のめやす
運転条件など

乾燥モード

浴室乾燥
衣類乾燥（4kg）
衣類乾燥（2kg）

■ 洗濯物は十分に脱水してから
¡洗濯物は十分に脱水してから乾燥させてください。
¡厚手で乾きにくいものは中央に、薄手の乾きの早いものは端に置くとムラなく乾
かすことができます。
¡洗濯物の間を温風が通り抜けやすいよう10〜15cmの間隔をあけてください。
洗濯物が多いときは、途中で並べ替えたり、向きを変えると効率良く乾燥できま
洗濯物どうし
す。

10〜15cmの
間隔をあける

■ 洗濯物に温風をあてるように
¡ルーバー角度を調節することで効率的に乾燥させることができます。温風を衣類
にあてると、より効率的に衣類を乾燥させることができます。
薄手
※運転中に洗濯物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
※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、設定時間が終了し
ても十分乾燥しない場合があります。その場合は、再度乾燥運転してください。

薄手

厚手

参 考 ： 衣類量のめやす
■ 代表的な衣類の重さ
バスタオル1枚 ‥‥‥‥‥‥250〜300g
タオル1枚 ‥‥‥‥‥‥‥‥130〜150g
シャツ（綿）1枚 ‥‥‥‥‥110〜130g

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

乾燥のモードランプと表示部が消灯し、乾燥運転が停止します。

こんなときに 乾燥モード

38 …
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男性用パンツ（綿）1枚 ‥‥60〜80g
パジャマ（綿）上下 ‥‥‥‥450〜500g
靴下（綿）1足 ‥‥‥‥‥‥60〜70g

■ 洗濯物の量によるめやす
4kg（ハンガー約14本）

自動

エコ

約3時間
約2時間
約1時間20分

約7時間30分
約7時間
約6時間30分

衣類乾燥条件：
¡浴室内は水滴がない乾燥状態
¡ユニットバス1.5坪タイプ
¡浴室周辺温度：15℃、湿度：60％
¡洗濯物を脱水機にて約5分間脱水

ドライクリーニング表
示がされている衣類の
乾燥は避ける。

熱に弱い衣類や、
縮みの気になる衣類は
乾燥しない。

衣類乾燥時には、必ず風向（ルー
バーの角度）を、洗濯物に温風が
あたるように調節してください。

¡収縮の原因になります。

¡変形や形くずれの原因に
なります。

¡温風の吹き出し角度によっては、乾燥
時間が異なります。

女性用パジャマ
1枚

靴下
3足

ピロケース
2枚

男性用パジャマ
1枚

スリップ
5枚

作業服
1枚

作業ズボン
1枚

バスタオル
2枚

子供用ワンピース
2枚

ランニングシャツ
1枚

子供用パンツ
1枚

ガードル
1枚

パンツ
3枚

カッターシャツ
2枚

タオル
2枚

シャツ
2枚

子供用ペチコート 赤ちゃん用前かけ
1枚
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

女性用パジャマ
1枚

男性用パジャマ
1枚

スリップ
3枚

シャツ
2枚

靴下
2足

ショーツ
1枚

1kg（ハンガー約7本）

バスタオル
1枚

タオル
1枚

男性用パジャマ
1枚

パンツ
1枚

靴下
1足

100094500016
100094500017
100094500018

¡浴室乾燥の場合は気温や浴室の乾燥状態、浴室の広さにより、衣類乾燥の場合は洗濯物の種類、脱水時間、洗濯物を吊る
す位置や状態などにより、乾燥時間が変化します。
※乾燥モードが「エコ」での運転の場合、「タイマー」や「自動」にくらべて乾燥までに時間がかかります。夜間や外出時な
ど、浴室をご使用にならない時間帯でのご使用をおすすめします。
※梅雨時、また雨天など湿度が高い状態が続く場合は、乾燥モード「エコ」での乾燥運転を避けてください。乾きにくかっ
たり、不快なにおいがしたりすることがあります。
※衣類乾燥時、乾燥モードが「自動」「エコ」の場合には、洗濯物の種類や量、脱水時間、洗濯物を吊るす位置や状態によっ
ては十分に乾かない場合があります。その場合は、再度「タイマー」による運転を行ってください。
乾燥モードが「タイマー」の場合、洗濯物が多いときは途中で並べ替えたり向きを変えると効率よく乾燥できます。（「自
動」
「エコ」での運転中は、ドアを開閉しないでください。
）
※浴室乾燥の時間は、浴室天井面が乾くまでをめやすとしています。

2kg（ハンガー約8〜12本）

シャツ
1枚

スリップ
1枚
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各種設定・その他の機能……オートドライ機能
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オートドライ機能
▼ ▲ ］ボタンを押し、
2 ［時間設定
ミストサウナ運転が終了してか
ら乾燥運転が開始するまでの時
間を選択する。
脱衣室リモコン

設定表示

［時間設定▲］ボタンを押すと、
で切り替わります。
乾燥運転
しない

2

乾燥運転まで
1時間

→

→

乾燥運転まで
2時間

→

の順

解 説 2 ：
¡オートドライ運転までの時間
表示部
乾燥運転
オートド
開始する
ライ運転
までの
「切」
時間

1時間

2時間

3時間

乾燥運転まで
3時間

［時間設定 ▼ ▲］

［時間設定▼］ボタンを押すと逆順で切り替わります。
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1 3
［浴室乾燥］

4
［停止］

3
ボタンを押して乾燥
1 ［浴室乾燥］
運転を「入」にしてから、［浴室

解 説 1 ：
¡浴室乾燥運転を「入」にすると、前回浴室乾燥
をした際の乾燥モードのランプ（「タイマー」
または「自動」または「エコ」）が点灯し、浴
室乾燥運転が始まります。
左の図は、前回の浴室乾燥運転時の乾燥モード
が「タイマー」であった場合の例。
¡「A0」と表示されるまで［浴室乾燥］ボタン
を押し続けてください。

4

約10秒経過するのを待つ。
選択が確定します。
表示部は、元の乾燥運転の表示に戻ります。

解 説 3 ：
¡［浴室乾燥］ボタンを押しても、選択を確定で
きますが、浴室乾燥運転の乾燥モードが変更さ
れるため、注意してください。
左の図は、前回の浴室乾燥運転時の乾燥モード
が「タイマー」であった場合の例です。

100094500016
100094500017
100094500018

乾燥］ボタンを約3秒押す。
表示部に「A0」※と表示されます。

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

ミストサウナ運転や水ミスト運転後に、自動的に乾燥運転を行うようにすることができます。
脱衣室リモコンで設定します。
お買い上げの際には、「A0」（オートドライ運転「切」
）に設定されています。

取 扱 説 明 書

…

浴室乾燥運転を停止するには…

［停止］ボタンを押す。
表示部が消灯します。
浴室乾燥運転が停止しま
す。

※表示部に、前回設定した値を表示します。

オートドライ運転を開始すると ……
下記の条件で、浴室乾燥運転を行います。
乾燥モード：
タイマー
運転時間・風向： 前回の「乾燥モード：タイマー」での浴
室乾燥運転時の設定値

補 足 ：
¡風向や運転時間、乾燥モードは、乾燥運転開始
後に変更できます。詳細は35〜36ページを参
照してください。
¡ミストサウナ運転や水ミスト運転を途中で停止
した場合でも、オートドライ運転を開始します。
¡ミストサウナ運転や水ミスト運転後に、他の運
転を行うと、オートドライ運転は行いません。
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各種設定・その他の機能……熱源機のリモコン操作でスタートできるのは？

各種設定・その他の機能……熱源機のリモコン操作でスタートできるのは？

42 …

熱源機のリモコン操作でスタートできるのは？

脱衣室リモコン

ボタンを押す。
3 ［停止］
選択が確定して、表示部が
消灯します。

設定表示

1

2

暖房が始まったときには ……

［時間設定 ▼ ▲］

下記の条件で、運転を開始します。

［温度］

Ⅱ− 22

【
「P1」（暖房 強）を選択している場合】
温度：中（
）
風向：前回の暖房運転「強」時の設定
運転時間：前回の暖房運転時間が30分未満であった場合
には、30分。
前回の暖房運転時間が30分以上であった場合
には、前回と同じ設定時間。

3
［停止］

全ての運転が「切」のときに…

1 ［温度］ボタンを約5秒押す。
表示部に「P1」 ※と表示さ
れます。

択する。
［時間設定 ▼ ▲］ボタンを押すたびに、「P1」と「P2」が
表示部に交互に点灯します。

※表示部に、前回設定した値を表示します。

解 説 2 ：
¡熱源機のリモコン操作でスタートするのは…
表示部

P1

P2

連動運転

暖房 強

ミストサウナ 強

【
「P2」（ミストサウナ 強）を選択している場合】
温度：中（
）
風向：前回のミストサウナ運転「強」時の設定
運転時間：1時間

100094500016
100094500017
100094500018

▼ ▲ ］ボタンを押し、
2 ［時間設定
「P1」か「P2」のいずれかを選

解 説 1 ：
¡「P1」と表示されるまで［温度］ボタンを押
し続けてください。

解 説 3 ：
¡［停止］ボタンを押さなくても、約10秒経過
すると、選択が確定して表示が消えます。

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

熱源機のリモコンに浴室暖房のスイッチが付いている場合や、自動湯はりと連動して浴室暖房を開始する機能
を使用して浴室暖房をする場合に、暖房運転（暖房強）とミストサウナ運転（ミストサウナ強）のいずれかを選択
することができます。
お買い上げ時には、「P1」（暖房強）になっています。
脱衣室リモコンで操作します。

取 扱 説 明 書
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24時間換気

脱衣室リモコン

24時間換気を停止するとき
屋内の空気環境をより快適に保つために、24時間換気機能が常時「入」でのご使用をおすすめしていますが、
お客様のご都合により24時間換気を「切」にしたい場合には、下記の手順で操作してください。
脱衣室リモコン

1
［24時間換気］

1

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

常時、小風量で浴室、脱衣室、トイレから換気します。
IBD-4110ACSKJ2Mは浴室と脱衣室またはトイレから、IBD-4110ACSK-JMは浴室からのみ換気します。
脱衣室リモコンで操作します。

取 扱 説 明 書
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［24時間換気］
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ボタンを押す。
1 ［24時間換気］
［24時間換気］ボタンを押
すごとに、標準ランプと冬
期ランプが交互に点灯し、
切り替わります。

解 説 1 ：
¡24時間換気「冬期」について
通常は「標準」でご使用ください。冬期など肌
寒さ（気流感）を感じる場合は、「冬期」でご
使用ください。
「冬期」にすると、換気量が標準のときより少
なくなります。

24時間換気標準ランプ
（または24時間換気冬期ラ
ンプ）が消灯し、24時間
換気が停止します。

24時間換気を長時間停止しない。
¡居住空間の空気が汚染され、人体
に影響をおよぼす原因となります。

100094500016
100094500017
100094500018

補 足 ：
¡24時間換気運転中に［暖房］、
［ミストサウナ］
、
［水ミスト］ボタンを押すと、浴室からの24時
間換気運転は一時停止し、これらの運転を行い
ます。暖房・ミストサウナ・水ミスト運転が終
了すると、浴室からの24時間換気運転を再開
（※）します。
※浴室からの24時間換気運転の再開するタイミ
ング：
・IBD-4110ACSKJ3MおよびIBD-4110
ACSKJ2Mは、暖房やミストサウナの運転
終了後1時間経過してから再開
・IBD-4110ACSK-JMは、暖房やミストサウ
ナなどの運転終了後、小風量にて再開
・水ミスト運転終了後は、すぐに浴室からの
24時間換気運転を再開
¡停電などで、24時間換気が停止した時には、
停電が復帰後、脱衣室リモコンの24時間換気
ランプで運転していることを確認してくださ
い。24時間換気が停止したままのときには、
24時間換気を運転してください。

2 4 時 間 換 気 ］ボ タ ン を 約 3 秒
1 ［押す。
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各種設定・その他の機能……入浴中は24時間換気を止めたい

入浴中は24時間換気を止めたい
停止時間が経過すると ……
一時停止前と同じ設定で、24時間換気運転が再開されます。

脱衣室リモコン

24時間換気一時停止をやめて、途中で復帰させるには ……

2
［時間設定 ▼ ▲］

1
［浴室一時停止］

Ⅱ− 24

ボタンを押す。
1 ［浴室一時停止］
浴室一時停止ランプが点灯
します。24時間換気標準
ランプ（または冬期ランプ）
は点灯したままです。

：増える

：減る

（押し続けると早送りします。
）
表示部に、一時停止する時間が表示されます。
設定時間（範囲）

設定時間（単位）

1分〜30分まで

1分刻み

30分〜1時間まで

5分刻み

（30分）
刻み
1時間〜6時間まで 0.5時間

30分のとき：

浴室一時停止ランプが消灯します。

解 説 1 ：
¡［浴室一時停止］ボタンは、24時間換気のみ単
独で運転中以外は操作を受け付けません。

解 説 2 ：
¡浴室換気の一時停止時間は、［浴室一時停止］
ボタンを押したときにはいつでも「1時間」で
す。変更する場合はそのつど、変更してくださ
い。
¡浴室換気の一時停止時間はIBD-4110ACSKJMは最大1時間まで、IBD-4110ACSK
J2M・IBD-4110ACSKJ3Mは最大6時間ま
でです。
¡IBD-4110ACSKJ2M・IBD-4110ACSK
J3Mの場合、浴室からの24時間換気を一時停
止しても、脱衣室やトイレからの24時間換気
は停止しません。

100094500016
100094500017
100094500018

▼ ▲ ］ボタンを押し、
2 ［時間設定
一時停止する時間を設定する。

［浴室一時停止］ボタンを再度押します。

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

おふろに入っているときに、24時間換気による空気の流れが寒く感じることがあります。そんなときは、一時
的に浴室からの24時間換気を停止させることができます。
脱衣室リモコンで操作します。

46 …
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各種設定・その他の機能……外部換気スイッチで換気する

48 …

外部換気スイッチで換気する

（『換気スイッチ』を別途設けている場合）

を「入」に
1 『外部換気スイッチ』
する。
脱衣室・トイレからの換気が始まります。

Ⅱ− 25

※図のスイッチは
一例です。

脱衣室・トイレの換気が停止します。
※あらかじめ「遅れ停止時間」＊を設定してある場合に
は、スイッチを押してから設定しただけ換気を行っ
た後、自動で停止します。

解 説 2 ：
¡24時間換気運転・換気運転・浴室乾燥運転・
衣類乾燥運転・涼風運転中に『外部換気スイッ
チ』を「切」にすることにより換気ファンが一
時停止し、その後開始するため、その間はそれ
らの運転の換気機能が停止します。
＊「遅れ停止時間」について
「遅れ停止時間」は、『外部換気スイッチ』を
「切」にしてから換気が停止するまでの時間で
す。
48ページの「「遅れ停止時間」を設定する」を
参照してください。
補 足 ：
¡換気機能を伴う運転を行っている際に『外部換
気スイッチ』の「入」「切」を行うと、換気
ファンが一旦停止します。
¡24時間換気停止中かつ、すべての浴室暖房乾
燥機の運転が「切」の状態で『外部換気スイッ
チ』を「入」にすると、IBD-4110ACSK
J3Mは脱衣室とトイレから換気、IBD-4110
ACSKJ2Mは脱衣室またはトイレから換気し
ます。

脱衣室リモコン

3
［時間設定 ▼ ▲］

1 2 4
［換気］

1 ［換気］ボタンを押す。
換気ランプが点灯します。
換気運転を開始します。

2 ［換気］ボタンを約2秒押す。
「遅れ停止時間」が設定
できる状態になります。
表示部のタイマー表示が
点灯します。

▼ ▲ ］ボタンを押し、
3 ［時間設定
停止するまでの時間を設定する。
：増える

解 説 3 ：
¡お買い上げ時の設定値は0分です。

：減る

表示部に停止するまでの時間が表示されます。
設定時間（範囲）

設定時間（単位）

0分〜10分まで

1分刻み

3分のとき：

4

［換気］ボタンを押す。
「遅れ停止時間」が確定
して、通常の表示に戻り
ます。

100094500016
100094500017
100094500018

を「切」に
2 『外部換気スイッチ』
し、換気を停止する。

解 説 1 ：
¡24時間換気中に『外部換気スイッチ』を「入」
にすると、換気ファンが一度停止してから換気
運転が始まります。
¡『外部換気スイッチ』を「入」にしても、リモ
コンには「換気ランプ」や「タイマー表示」は
点灯しません。
¡浴室で、ミストサウナ運転・水ミスト運転・暖
房運転中の場合、『外部換気スイッチ』を「入」
にすると、脱衣室・トイレからのみ換気運転を
行います。その際、浴室でのミストサウナ運
転・水ミスト運転・暖房運転は止まりません。
¡浴室で、換気運転・浴室乾燥運転・衣類乾燥運
転・涼風運転中に『外部換気スイッチ』を「入」
にすると、換気ファンが一度停止し、その後換
気運転が開始します。そのため浴室での換気運
転・浴室乾燥運転・衣類乾燥運転・涼風運転
も、その間だけそれらの運転の換気機能が停止
します。

「遅れ停止時間」を設定する
脱衣室リモコンで設定します。

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

リモコンとは別に『外部換気スイッチ』を設けてある場合（別途工事が必要）は、
『外部換気スイッチ』により、
IBD-4110ACSKJ3Mは脱衣室とトイレから、IBD-4110ACSKJ2Mは脱衣室またはトイレから、換気がで
きます。
また本機器の「遅れ停止機能」により、『外部換気スイッチ』で換気を「切」にした後も、停止することなく一
定時間換気し、その後自動で停止します。換気が停止するまでの時間は、0〜10分の間で設定することができ
ます。

取 扱 説 明 書

…

解 説 4 ：
¡［換気］ボタンを押さなくても、約10秒経過
すると、設定が確定して通常の表示にもどりま
す。
¡換気運転は継続されるので、換気運転を停止し
たい場合は、遅れ停止機能の時間の確定後に
［停止］ボタンを押してください。
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長期間使用しないとき

長期間使用しないとき

50 …

長期間使用しないとき（水抜き）
〈水抜き〉の操作方法

ボタンを約3秒押す。
2 ［風向］
表示部に「C1」と表示されます。

解 説 2 ：
¡「C1」と表示されるまで［風向］ボタンを押
し続けてください。

水抜き準備の完了です。

脱衣室リモコン

2
［風向］

3

ボタンを押す。
3 ［ミストサウナ］
表示部に「C2」と表示されます。
水抜きを開始します。

［ミストサウナ］

Ⅱ− 26
水抜きが終わると ……
リモコンの表示部が消灯します。

水抜きをした後は……
水抜きの準備

1

給水元栓を閉じる。
屋外の給水元栓を閉じてください。

解 説 1 ：
¡屋外の給水元栓を閉じると、台所やトイレなど
他の給水もできなくなります。

4

浴室暖房乾燥機の停止を確認し
た後、浴室暖房乾燥機の電源を
「切」にする。（分電盤の専用ブ
レーカーを「切」にする。
）

補 足 ：
¡水抜きは約5分で終了します。

100094500016
100094500017
100094500018

準備： 24時間換気を含み、運転は全て停止してく
ださい。
暖房予約待機中でないことを確認してくだ
さい。
浴室内に衣類などを干していないことを確
認してください。

解 説 3 ：
¡［ミストサウナ］ボタンを押した直後、浴室暖
房乾燥機からミストが噴霧されますので注意し
てください。
¡浴室暖房乾燥機のミストノズルからお湯（水）
が落下することがありますので注意してくださ
い。

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

この機器は、電源を「入」にしておくだけで、冬期など外気温が低くなると自動的に凍結予防運転を行います。
（熱源機の取扱説明書も参照してください。）しかし、冬期に長期間不在にするなど、機器の電源を「切」にす
る場合は、浴室暖房乾燥機のミスト配管内の水を抜いて、凍結予防をしてください。
運転直後は、配管内のお湯が高温になっていますので、十分に冷えてから水抜きの操作をしてください。
脱衣室リモコンで操作します。

取 扱 説 明 書

…
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再使用するとき

再使用するとき

52 …

再使用するとき（水抜き）
〈水抜き〉の操作方法

ボタンを約3秒押す。
2 ［風向］
表示部に「C1」と表示されます。

解 説 2 ：
¡「C1」と表示されるまで［風向］ボタンを押
し続けてください。

水抜き準備の完了です。

脱衣室リモコン

2
［風向］

3
［ミストサウナ］

ボタンを押す。
3 ［ミストサウナ］
表示部に「C2」と表示されます。
水抜きを開始します。

Ⅱ− 27
補 足 ：
¡熱源機の電源については、熱源機に付属の取扱
説明書を必ずご参照ください。

水抜きが終わると ……
リモコンの表示部が消灯します。

水抜きをした後は……
水抜きの準備

1

給水元栓を開けて、脱衣室や浴
室の給水栓からしばらくの間、
水を流す。

解 説 1 ：
¡断水後などには、濁った水が出ることがありま
す。きれいな水が出るようになるまで水を流し
てください。

補 足 ：
¡水抜きは約5分で終了します。

4

水抜きが終了したら、浴室の湿
気を排出するため、浴室乾燥運
転か、換気運転を行ってくださ
い。

100094500016
100094500017
100094500018

準備： 熱源機および浴室暖房乾燥機の電源を「入」
にしてください。
24時間換気を含み、運転は全て停止してく
ださい。
暖房予約待機中でないことを確認してくだ
さい。
浴室内に衣類などを干していないことを確
認してください。

解 説 3 ：
¡［ミストサウナ］ボタンを押した直後、浴室暖
房乾燥機からミストが噴霧されますので注意し
てください。
¡浴室暖房乾燥機のミストノズルから水が落下す
ることがありますので注意してください。

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

浴室暖房乾燥機を長期間使用しなかった後（長期の旅行、入居直後）や、断水の後は、浴室暖房乾燥機内に滞
留していた水を排水するために、水抜きを行ってください。
脱衣室リモコンで操作します。

取 扱 説 明 書

…
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点検とお手入れ

点検とお手入れ

54 …

点検とお手入れ
安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

エアフィルターはゆっくり、カチッと音がするまで挿入し
てください。

エアフィルターにゴミやホコリがたまると、風量が減り、暖房や乾燥効果が低下します。
エアフィルターは1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつど、お手入れをしてください。

1

カチッ
¡エアフィルターをはずしたままで
運転しないでください。機器の故
障の原因になります。エアフィル
ターは確実に装着してください。

運転を停止する。
ルーバーが十分に冷え、ファンが止まり温風が出なくなっ
たのを確かめてください。

Ⅱ− 28

2 エアフィルターを取りはずす。
エアフィルター中央凹部に指をかけ、下図の方向へはずし
てください。

解 説 2 ：
¡エアフィルターの裏側に水がたまっていること
がありますので、注意しながらはずしてくださ
い。
¡網の部分に無理な力を加えないでください。強
く押すと、網が損傷する場合があります。

お手入れのめやす：フィルターサインランプ
脱衣室リモコンのフィルターサインランプは、浴室暖房乾燥機の運転時間が累計で1000時間に達すると点灯
します。
フィルター掃除のお手入れのめやすにしてください。
脱衣室リモコン

フィルターサイン

電気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルターのホコリ
を吸い取ってください。また、油などで特にひどい汚れが
付着しているときは、台所用中性洗剤で手早く洗ってくだ
さい。

解 説 3 ：
¡汚れがひどい場合は、はたきややわらかいブラ
シなどで、詰まっているホコリを取り除いてく
ださい。
¡水洗いをしたときは、水気をよくきってから十
分に乾燥させてください。お手入れは、けがを
防ぐためにも手袋をはめて行うことをおすすめ
します。

¡火気や、ドライヤーによる乾燥は
絶対にしないでください。

補 足 ：
¡フィルターサインランプは、フィルターが汚れ
たり詰まったりしていなくても、運転時間が
1000時間に達するごとに点灯します。
また、フィルターが汚れたり詰まったりしてい
ても、運転時間が1000時間に達しなければ、
点灯しません。
フィルターサインランプを消灯（リセット）さ
せる方法については、55ページの「フィルタ
ーサインランプをリセットする」を参照してく
ださい。

100094500016
100094500017
100094500018

3

エアフィルターを電気掃除機
などで掃除する。

解 説 4 ：
¡エアフィルターはよく乾かしてから取り付けて
ください。

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

エアフィルターのお手入れ（1ヵ月に1回程度）

4 エアフィルターを取り付ける。

取 扱 説 明 書

…

エア フィルターが変形したり、や
けどや火災の原因となります。
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55

点検とお手入れ

点検とお手入れ

本体のお手入れ（1ヵ月に1回程度）
1カ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつど、お手入れをしてください。

1

やわらかい布をぬるま湯でぬら
して、よくしぼってから拭く。

解 説 1 ：
¡お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋を
はめて行うことをおすすめします。

脱衣室リモコン

フィルターサイン

Ⅱ− 29

¡ガ ソ リ ン ・ シ ン ナ ー ・ ア ル コ ー
ル・中性洗剤以外の洗剤・ベンジ
ン・みがき粉・化学ぞうきん・ス
プレー式殺虫剤などは絶対に使用
しないでください。キズや変形お
よび変色の原因になります。

1

1

［暖房］

［停止］

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

フィルターサインランプをリセットする
フィルターサインランプは故障のお知らせではありません。点灯したままでも使用できますが、フィルターサ
インランプが点灯しているのをリセット（消灯）させることをおすすめします。
リセット（消灯）させると、再度、運転時間の積算を開始します。
脱衣室リモコンで操作します。

56 …

取 扱 説 明 書

…

機器に故意にお湯や水をかけない。

ボタンを押してから［暖
1 ［停止］
房］ボタンを約2秒押す。
フィルターサインランプが消灯します。
［停止］
を
押したまま…

［暖房］を
約2秒押す。

補 足 ：
¡24時間換気は「切」にする必要はありません。

¡思わぬ事故や故障の原因になります。

お手入れ前には必ず運転を停止する。
¡内部でファンが高速回転しているため、けがのおそれがあります。

消灯

100094500016
100094500017
100094500018

準備： 運転が全て停止していることを確認してく
ださい。

機器などの掃除をするときは、足元に十分注意する。
¡すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏台を使用しないでくださ
い。また、浴槽の縁や浴槽のフタの上にのらないでください。転倒やけ
がの原因になります。

01
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点検とお手入れ

故障かな？と思ったら

58 …

故障かな？と思ったら
リモコンの表面が汚れたときは、台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）を含ませた布で軽く拭き取ってくださ
い。台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）以外の洗剤やみがき粉、シンナー、ベンジン、エタノール、また、
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。

修理を依頼される前に次のことを確認してください。

リモコンについて
■脱衣室リモコンや浴室リモコンの各運転ボタンを押し
てもランプが点灯しない。運転もできない。
¡停電していませんか？
¡機器本体の故障が考えられます。お買い上げの販売
店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

¡脱衣室リモコンは防水タイプではありません。水をかけないでください。故障の原因になります。

■フィルターサインランプが点灯している。
¡フィルターサインランプは浴室暖房乾燥機の運転時
間が累計で1000時間に達すると点灯します。
（p54〜55参照）

風量について

Ⅱ− 30

■吹き出し風量が少ない。温風・涼風は出るが風が弱い。
ファンからバサバサ音がする。
¡エアフィルターが目詰まりしていませんか？
エアフィルターの掃除をしてください。
（p53〜54参照）
¡エアフィルターに水滴がついていませんか？
水滴を拭き取ってください。
■温風が出ない。［ミストサウナ］ボタンや［暖房］ボタ
ンを押しても温風が出ない。

■突然、温風が出てきた。
¡ミストサウナおよび水ミスト運転後に自動的に乾燥
運転が開始されるように設定（オートドライ機能）
されていませんか？
（p39参照）

¡エアフィルターが目詰まりしていませんか？
エアフィルターの掃除をしてください。
（p53〜54参照）
■温風は出ているが浴室が暖まらない。
¡浴室の窓やドアが開いていませんか？窓やドアを閉
めてください。
¡温度が低く設定されていませんか？設定温度を上げ
てください。
¡「ミストサウナ」や「暖房」運転が「弱」になって
いませんか？寒い場合は「強」にしてください。

ミストサウナについて
■ミストサウナの温度が低い。
¡浴室が冷えているとミストサウナを冷たく感じるこ
とがあります。しばらくミストサウナ運転を続ける
と暖かくなります。
¡湯温が所定の温度まで上がっていないと冷たく感じ
ることがあります。しばらくミストサウナ運転を続
けると暖かくなります。
¡他の温水暖房端末（床暖房など）と同時使用してい
ませんか？同時に使用するのを避けてみてくださ
い。
■ミストサウナ運転中にミスト温度が下がる。
¡ミストサウナ運転中は、浴室の気温に応じて自動的
にミスト温度を調節します。ミストの温度を上げた
いときは、温度設定を上げてください。
■ミストの噴霧量が多い（または、少ない）。
¡給湯やシャワーを同時に使用していませんか？水圧
の変化で噴霧量が変化することがあります。給湯や
シャワーと同時に使用するのを避けてみてくださ
い。
¡ルーバーの位置（風向）や風量によっては、ミスト
の噴霧量が多く見えたり少なく見えたりすることが
あります。

100094500016
100094500017
100094500018

¡本機器は、熱源機のお湯で温風を作っています。
［ミストサウナ］ボタンや［暖房］ボタンを押した
直後は、熱源機からのお湯が十分に暖まっていない
ことがあります。そのまましばらくお待ちください。
（［ミストサウナ］ボタンや［暖房］ボタンを押して
から2〜3分経過すると温風が出てきます。）
（p20、p25参照）
¡熱源機の故障が考えられます。熱源機の取扱説明書
にしたがって確認してください。それでも異常のあ
るときはお買い上げの販売店またはもよりの東京ガ
スにご連絡ください。

温度について
■温風は出ているが風が弱い。暖房能力が低下したよう
に感じる。

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

リモコンのお手入れ

取 扱 説 明 書

…
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故障かな？と思ったら

■ミストが出ない。

■温風は出ているが洗濯物や浴室が乾燥しない。
¡浴室や脱衣室の窓やドアが開いていませんか？窓や
ドアを閉めてください。
¡洗濯物に温風があたっていますか？風向を調節して
ください。
（p18、p38参照）
¡エアフィルターが目詰まりしていませんか？
エアフィルターの掃除をしてください。
（p53〜54参照）
¡洗濯物の量が多くはありませんか？洗濯物に温風が
あたる程度の量にしてください。
（p38参照）
¡衣類乾燥の前に浴室がぬれていたり、また外気温が
低かったりしませんか？そのような場合は、衣類乾
燥に時間がかかります。

音について
■運転開始時や停止直後に「ピシッ」という音がする。
¡温度変化にともなう機器本体の熱膨張や収縮によっ
て音が出ることがあります。一時的なもので異常で
はありません。
■換気運転や涼風運転時の音が大きい。
¡屋外の風が強い場合、換気や涼風運転時の風量を確
保するため、音が大きくなることがあります。異常
ではありません。
■運転の開始時、停止時に機器本体から「コンッ」とい
う音がする。
¡機器内の弁の開閉音であり、異常ではありません。
■ルーバーの開き具合によって運転音が変わる。

Ⅱ− 31

乾燥について
■脱衣室リモコンや浴室リモコンの表示部に−−と表示
されている。
¡乾燥モードが「自動」または「エコ」の場合、乾燥
運転の残り時間が確定するまでは、表示部に−−が
現れます。残り時間が表示されるまでに時間がかか
ることがあります。また、残り時間が表示されない
まま、乾燥運転が終了することもあります。
（p36参照）
■洗濯物・浴室が乾かない。
［乾燥］ボタンを押しても温
風が出ない。

■ファンは回っているが換気ができていないようだ。
浴室の湿気が取れない。
¡浴槽にお湯が残っていて、フタが開いていません
か？浴槽からお湯を抜き、しっかりとフタをしてく
ださい。
（p33参照）
■浴室の24時間換気が止まっているようだ。
¡ミストサウナ運転中・水ミスト運転中・暖房運転中
は、浴室からの24時間換気を停止します。異常で
はありません。
（p43参照）
¡浴室一時停止ボタンが「入」
（浴室一時停止ランプ
が点灯）になっていませんか？浴室一時停止ボタン
を押して浴室一時停止ランプを消灯させてくださ
い。

¡ルーバーの位置によって風の流れが変わるため、運
転音が変化したように聞こえることがあります。異
常ではありません。
■ルーバーが閉じるときにコトンコトンという音がす
る。
¡ルーバーが閉じるときや、機器がルーバーの位置を
確認するときに音がでます。異常ではありません。
■運転時に異常音がする。
¡エアフィルターにガタツキはありませんか？エアフ
ィルターをきちんと装着してください。
（p54参照）
¡「締め付け部のゆるみ、ファンモーターの振動音」
がする場合、機器の故障が考えられます。お買い上
げの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡くださ
い。
■運転していないのに「ブーン」という音がする。
¡機器内の部品の保護のため、機器が停止後約25時
間経過すると、一部の部品を作動させるように設計
されています。異常ではありません。

故障表示について
■故障表示が点滅している。
¡「故障表示」の項を参照してください。
（p61参照）

その他
■フロントパネルから水滴が落ちる。水滴に色が付いて
いる。
¡浴室内が結露しているとき、フロントパネルに付着
している水滴が落ちることがあります。また、入浴
剤をご使用の場合は、入浴剤の混ざったお湯が蒸発
した後冷やされて結露し、色の付いた水滴になって
落ちてくることがあります。
¡機器から水漏れがある場合、修理が必要です。お買
い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡く
ださい。
■運転中ににおいがする。衣類乾燥した後、衣類のにお
いが気になる。
¡浴室内や機器が、暖まることによりにおいが出るこ
とがあります。異常ではありません。
¡洗濯物が生乾きの場合、また洗濯物を浴室に長時間
干したままにした場合には、においが気になること
があります。
■換気の排気口（屋外）から、白い湯気が見える。しず
くが落ちる。
¡浴室のあたたかい空気が冷やされて白く見えたり、
結露したりすることがあります。異常ではありませ
ん。
■各運転ボタンを押した際、ルーバーがすぐには設定し
た位置まで動かない。
¡ルーバーの位置を機器が検出するため、各運転ボタ
ンを押した際には、ルーバーが一往復してから所定
の位置まで移動します。

■運転停止時に「ジッジッ」という音がする。
¡機器内の弁の固着を防止するために、運転停止時に
も定期的に弁が作動し、その音が聞こえる場合があ
りますが、異常ではありません。

100094500016
100094500017
100094500018

¡熱源機の故障が考えられます。熱源機の取扱説明書
にしたがって確認してください。それでも異常のあ
るときはお買い上げの販売店またはもよりの東京ガ
スにご連絡ください。

換気について

60 …

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

¡給水元栓が閉じていませんか？給水元栓を開けてく
ださい。
¡ミストサウナ運転を「入」にしてからミストの噴霧
が開始するまでに2〜3分程度かかります。ミスト
が噴霧するまでしばらくお待ちください。
¡機器本体のミストユニットの故障が考えられます。
お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご連
絡ください。
¡熱源機の故障が考えられます。熱源機の取扱説明書
にしたがって確認してください。それでも異常のあ
るときはお買い上げの販売店またはもよりの東京ガ
スにご連絡ください。
¡浴室の窓やドアが開いていませんか？浴室内の温度
が低いと、ミストの噴霧が開始しません。

故障かな？と思ったら

取 扱 説 明 書

…

以上のことをお調べのうえ、なお異常があるときはお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。
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故障表示

仕様

故障表示

仕様

本機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。

項目

リモコンの
故障表示

品名

IBD-4110ACSK-JM

IBD-4110ACSKJ2M

IBD-4110ACSKJ3M

タイプ

24時間1室換気

24時間2室換気

24時間3室換気

点滅

点滅
点滅
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点滅
点滅
点滅

こうしてください

仕様

循環水の不足

熱源機の取扱説明書を参照し、暖房水を補給し
てください。

外形寸法（フロントパネル） 高さ40×幅600×奥行490（mm）
質量

13.5kg

室温高温異常、暖房水低温異常
ミスト高温、低温異常
ミスト初期加熱異常

修理が必要です。
お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに
ご連絡ください。

乾燥方式

温風循環吹き出し方式

室温サーミスタ断線または短絡検知

電源

AC100V 50-60Hz

風量
衣類
(m3/h) 乾燥

湯温サーミスタ断線または短絡検知
ミストサーミスタ断線または短絡検知
湿度センサー断線または短絡検知
湿度センサー検出異常

浴室
乾燥

点滅

点滅
点滅

換気：80

吹き出し：380

換気：120 吹き出し：380

換気：160

エ 送風 吹き出し：380
コ
温風 吹き出し：380

換気：70

吹き出し：380

換気：100 吹き出し：380

換気：145

換気：80

吹き出し：380

換気：120 吹き出し：380

換気：160

タイマー 吹き出し：430

換気：80

吹き出し：430

換気：120 吹き出し：430

換気：160

吹き出し：380

換気：80

吹き出し：380

換気：120 吹き出し：380

換気：160

エ 送風 吹き出し：380
コ
温風 吹き出し：380

換気：70

吹き出し：380

換気：100 吹き出し：380

換気：145

換気：80

吹き出し：380

換気：120 吹き出し：380

換気：160

タイマー 吹き出し：380

換気：80

吹き出し：380

換気：120 吹き出し：380

換気：160

吹き出し：330

換気：100 吹き出し：330

換気：145

自動

強

360

ミストサウナ 強

360

ミスト熱交換器内部漏れ

涼風

吹き出し：330

換気

90

暖房

循環ファン回転数異常
換気ファン回転数異常
電源パルス異常
熱源機異常

強

24時間換気
騒音
衣類乾燥
(dB(A))
浴室乾燥

360
換気：70

135

180

30／40／50／60／70／80の切り替え 30／40／50／60／80／100の切り替え 50／60／80／100／120／145の切り替え
自動42、エコ42、タイマー47
自動42、エコ42、タイマー42

暖房

40

ミストサウナ

39＋ミスト噴霧音

水ミスト

39＋ミスト噴霧音

涼風

40

換気

22

28

34

24時間換気

12〜20

15〜22

16〜29

100094500016
100094500017
100094500018

点滅

吹き出し：380

ルーバー閉故障

水ミスト
点滅

自動

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

点滅

異常の内容

62 …

取 扱 説 明 書

…
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仕様

アフターサービス

64 …

アフターサービス
項目

アフターサービスはお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへお気軽にお申し付けください。

仕様
IBD-4110ACSK-JM

IBD-4110ACSKJ2M

IBD-4110ACSKJ3M

消費電 衣類乾燥
力
(W)

自動23
エコ送風19
エコ温風23
タイマー29

自動26
エコ送風23
エコ温風26
タイマー33

自動30
エコ送風26
エコ温風30
タイマー36

浴室乾燥

自動23
エコ送風19
エコ温風23
タイマー23

自動25
エコ送風23
エコ温風25
タイマー25

自動29
エコ送風26
エコ温風29
タイマー29

強

17
29

強

29

暖房
水ミスト

■■■■ サービスを依頼されるとき
¡まず58〜60ページの「故障かな？と思ったら」、61ページ「故障表示」をご確認
ください。確認のうえそれでも不具合がある、あるいはご不明な場合は、ご自分で
修理なさらないで、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。
添付の「東京ガス事業所一覧」を参照してください。
¡アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。
1

お名前・ご住所・電話番号

2

品名（脱衣室リモコンに記載されている品名をご覧ください）

3

現象（脱衣室リモコン表示部の故障表示番号など、できるだけ詳しく）

4

訪問希望日・時

Ⅱ− 33

涼風

16

19

23

換気

8

12

18

24時間換気

5〜8

4〜8

5〜11

待機時

2

■■■■ 保証について

4.1(ΔT-60K)

¡保証書は78ページにあります。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめ
になり、保証内容をよく読んでください。
¡保証期間経過後の故障については、修理により製品の機能が維持できる場合、ご希
望により有料で修理いたします。

熱出力（定格）(kW)

※本仕様は改良のため、予告なく変更されることがあります。
※騒音値（dB(A)）は、
「強」運転時の数値です。
※騒音値は、当社またはメーカーの無響室における測定値です。

¡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。
¡性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。
¡BL認定品には、製品のフロントパネルに下記のうちいずれかの表示があります。

100094500016
100094500017
100094500018

■■■■ 補修用性能部品の保有期間について

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

品名

ミストサウナ 強

取 扱 説 明 書

…
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Safety Information

Safety Information

66 …

Safety Information
※P65〜P72の内容は、P7〜P14の「安全のための注意」の内容を英語で表現したもので、記載している意味は同一です。
※The information in pages 65 to 72 is an English version of the corresponding information in Japanese on pages 7 to
14. The meaning of this information is identical to that in Japanese.

This indicates a potentially hazardous situation which, if the displayed
safety information is not followed, could result in death, serious injury, or
fire.
This indicates a potentially hazardous situation which, if the displayed
safety information is not followed, could result in an injury or property
damage only.
This provides information that should be understood for using the
heater/drier safely and comfortably.

General
prohibited
action

Disassembly
prohibited

Ⅱ− 34

Do not try to install the bathroom
heater/drier and perform the infrastructure
work by yourself.

¡Do not modify or disassemble
the heater/drier. Modifying
and disassembling can lead to
an
accident,
fire,
or
malfunction.

Mandatory

Always connect
ground wire

The exhaust gas can flow back into the
bathroom, resulting in carbon monoxide
poisoning.

Avoid direct exposure to the hot air, fan air,
and mist for an extended period of time.
¡If your body is exposed directly to hot air or mist
for an extended period of time, you can become
dehydrated, develop a low-temperature burn, or
health problems. People in the surrounding area
should pay particularly careful attention when the
following people use this heater/drier.
・Babies, children, and people who cannot move
themselves due to illness or injury
・People who are extremely fatigued
・People with weak skin
・Elderly people
・P e o p l e w h o f e e l i l l o r
discomfort in saunas

¡Exposure to hot air or bathing in the mist sauna
for extended periods of time can cause dizziness,
dehydration, low-temperature burns, and other
adverse effects.
・Babies and small children

・People who have consumed alcohol

・Elderly people

・People who have taken sleeping medicine

・People with desensitized skin

・People forbidden by their doctor to take a bath

・People with impaired physical or mental functions

The following people should consult with a
doctor and obtain permission before bathing
in the mist sauna.

When using the mist sauna, stop operation or
lower the temperature if it becomes too hot.

・P e o p l e w i t h d i s e a s e s o r d i s o r d e r s o f t h e
circulatory system (such as heart and blood
vessels) or respiratory system (such as
lungs and airways)
・Pregnant women

・People with desensitized skin

Joint installation with a CF or FE-type bathtub
water heater or boiler is prohibited.

The following people should not bathe in the
mist sauna.

When the following people bathe in the mist
sauna, either the mist sauna must be run
beforehand and turned off during bathing, or
the people in the surrounding area must pay
attention to the temperature setting and
time.

・People who are receiving medical treatment
・People who are uncertain about their health
condition

When bathing in the mist sauna, leave
immediately if you feel your heart racing,
chest pains, nausea, light-headedness, or any
type of discomfort. The following people
should be particularly careful.
・People with high blood pressure
・People with anemia
・People with skin disorders

¡Each person has a different tolerance, and so do
not use the mist sauna for excessive periods of
time.

If you feel ill when bathing in the mist sauna,
immediately stop using it, and open a window
or door.
¡Failure to do so can result in severe health
problems.

100094500016
100094500017
100094500018

¡Always request the dealer where you made the
purchase or your local Tokyo Gas service center
to perform installation and moving of the
heater/drier and any infrastructure work to
ensure that the heater/drier is installed correctly
and in a safe location for operation.

Do not modify or disassemble.

¡You can become dehydrated or suffer
from heatstroke if you bathe for an
extended period of time in the mist
sauna.

・P e o p l e i n p o o r c o n d i t i o n ( f e v e r ,
headache, dizziness, etc.)

Meanings of picture symbols
General danger
Warning
Caution

Drink fluids before and after bathing in the
mist sauna.

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

In this manual, the degree of potential danger, injury, and damage as a result of improper operation is indicated
by the classifications below. Picture symbols are used to convey safety information in order to prevent danger
and injury to the customer and others and damage to property. These picture symbols are described below. Be
sure that you fully understand their meanings before using the heater/drier.

取 扱 説 明 書

…

・People who dislike hot air
blowing on their body

¡Do not install if a Conventional Flue (CF)
or Forced Exhaust (FE) type bathtub
water heater or boiler is installed in the
bathroom or in a changing room
adjacent to the bathroom.
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Safety Information

Safety Information

¡Take corrective action by referring to
"Troubleshooting" (page 58).

Never use flammable or explosive materials in
the bathroom.
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¡Do not bring or place
benzine, gasoline, spray
cans, portable gas stove
canisters, or other
flammable or explosive
materials in the bathroom.
This can cause a fire or
explosion.

Take action immediately in the event of an
earthquake, fire, or other disaster.
¡Immediately stop operation in the event of an
earthquake, fire, or
other disaster, and
perform the proper
stopping procedure
for the heat source
unit by following the
tle
operation manual of
at
,r
ttle
the heat source unit.
Ra

Do not hang on or dry heavy
objects from the bathroom
heater/drier or laundry pole.
¡This can lead to an accident.

During operation of the bathroom
heater/drier, do not remove the filter, or
insert your finger, a bar, or other object into
the louvers (hot air outlets) or air intake
grille.
¡A fan is rotating at high
speed inside the bathroom
heater/drier. Particular care
needs to be taken in homes
that have small children.
This can cause an injury,
burn, or malfunction of the
heater/drier.

Do not insert sharp objects (wire, etc.) into
the mist nozzle holes.
¡This can cause a burn. This can also
change the spray volume of the mist
or cause a breakdown.

Do not intentionally splash hot or cold water
on the bathroom heater/drier or remote
control.

Do not dry laundry with the bathroom
heater/drier when a lighter, matches, or other
flammable objects are in any clothes pockets.

Ma
tch

¡The clothes can catch
fire due to heat generated
by oil oxidation and other
causes.

Do not use the bathroom heater/drier to dry
your hair or body.
¡Your hair can get tangled in the heater/drier, or
you can become dehydrated, develop a lowtemperature burn, or
suffer other ill effects.

Do not install the bathroom heater/drier in a
room other than the bathroom (such as a
changing room or closet).
¡The heater/drier can overheat, causing
discoloration or peeling of the wall or
ceiling cloth, peeling, ignition or
explosion of sprays containing
flammable gas, or other accidents.

¡This can lead to
an accident or
breakdown.

Do not open your eyes directly in front of the
mist nozzles while the mist sauna is
operating.
¡C h l o r i n e a n d o t h e r s u b s t a n c e s
contained in the mist (tap water) can
cause inflammation or pain in the eyes.
Either avoid looking in the direction of
the mist nozzles, or close your eyes
when bathing.

¡This bathroom heater/drier requires a ground.
Check that the heater/drier is properly grounded.
Do not connect the ground wire to a gas pipe,
water pipe, lightning rod, or ground wire of a
telephone line. This can
lead to an electrical
shock if the heater/drier
breaks down.

Be sure to stop operation before cleaning the
bathroom heater/drier.
¡A fan rotates at high speed inside
the equipment. Failure to stop
operation can result in an injury.

When cleaning the bathroom heater/drier, use
gloves to protect your fingers, and make sure
that the bathroom heater/drier has
completely cooled down before starting the
work.
¡A burn or other injury can occur.

When cleaning the bathroom heater/drier, be
careful that you do not lose your footing and
fall down.
¡When cleaning, do not wear
slippers that can slip easily
or use an unstable stool to
stand on. Also, do not climb
on the edge or cover of the
bathtub. This can lead to a
fall and an injury.

100094500016
100094500017
100094500018

¡This can cause a fire.

Do not dry clothing under the bathroom
heater/drier when cooking oil, animal oil,
machine oil, perm solution, resin (cellulosebased), dry cleaning oil, benzine, thinner,
gasoline, or other flammable chemicals were
adhering to the clothes, even if the clothes
were washed.

Grounding is required.

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

If you notice a strange noise, water leak,
smell, or anything unusual from the bathroom
heater/drier, immediately stop operation

68 …

取 扱 説 明 書
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Do not operate the bathroom heater/drier
with the front panel or air
filter removed.
¡This can lead to an injury
or malfunction of the
heater/drier.
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Safety Information

¡This can lead to an injury
or malfunction of the
heater/drier.

Do not stand under the mist nozzles during
mist sauna operation and immediately after
operation stops.
¡H o t d e w c a n d r i p f r o m t h e m i s t
nozzles, and this can cause a burn.

Ⅱ− 36

Be careful that small children do not bathe or
use the bathroom heater/drier by
themselves.
Be careful that small children do not play with
or try to use the remote control.
¡This can cause an accident or a
breakdown.

¡This can cause a breakdown.

Do not use or bring an open flame near the
heater/drier.

Do not directly expose plants or animals to
the mist, hot air, or blown air.

¡This can lead to a fire or
breakdown.

¡This can have an adverse effect on
plants and animals.

¡If any of these solvents are sprayed, immediately
rinse the surface off with water, and wipe off with
a cloth that has been wrung dry. Failure to do so
can lead to rust and a malfunction of the
heater/drier.
If cleansers or other
solvents are left on the
plastic sections of the
bathroom heater/drier,
cracking and
discoloration can result.

Do not block the supply ports in the living
room during mist sauna operation.

Do not stop the 24-hour ventilation operation
of the remote control.
¡S t o p p i n g o p e r a t i o n c a n c a u s e
contamination of the indoor air due to
poor ventilation. (See "24-hour
Ventilation" (page 43).)

Do not leave cosmetics in the bathroom.
Leave the power on for the bathroom
heater/drier to prevent freezing.
＊To prevent damage to hot water pipes
when the outside temperature is low,
the hot water circulation pump in the
heat source unit automatically
operates to circulate hot water through
the pipes even when the bathroom heater/drier is
stopped.
¡During the winter months, do not turn off the
power for the heat source unit or the bathroom
heater/drier. Doing so will disable the freezing
protection function and can damage the
heater/drier.
(For details, see the operation manual of the heat
source unit.)

¡Creams and jelly-type cosmetics are
made to easily warm up to body
temperature, and may deteriorate at
body temperature and higher
temperatures. Also, be careful that they are not
exposed to the spray from the mist sauna.

¡Do not close the supply ports installed
in the living room, or block them with
furniture or other objects. If other
ventilation fans are used while these
supply ports are closed, the dampness can flow
out from the bathroom to other rooms.

Put the soap in a case or in another location
where it is not exposed to the mist sauna
spray.
¡S o a p c a n e a s i l y d i s s o l v e w h e n
exposed to the mist sauna spray.

This product is for household use.
¡T h e l i f e s p a n o f t h e h e a t e r / d r i e r w i l l b e
significantly reduced if used in commercial-type
applications.

Do not touch the air intake grill, louvers (hot
air outlets), or the area around them during or
soon after mist sauna, heating, and drying
operation. Also, do not touch or bring your
hands or face near the mist nozzles during or
soon after mist sauna operation.
¡Be careful not to touch these parts because they
are still hot and can cause a burn or other injury.

100094500016
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Do not insert paper, cloth, or other foreign
objects into the hot air outlets, mist nozzles,
or air intake grille of the bathroom
heater/drier, or cover any of its openings.

Do not spray bathroom cleanser, mold
removers, chlorine-based cleansers,
insecticides, alcohols, or other solvents on
the bathroom heater/drier, remote control, or
laundry pole.
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Do not hang laundry from the bathroom
heater/drier.

Safety Information

取 扱 説 明 書
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Safety Information

The mist spray can cause hairstyling
materials to get into your eyes. It is
recommended that you wash your hair with
shampoo before bathing in the mist.

When the air in the bathroom is warmed up
during heating or drying operation by the
bathroom heater/drier, fluids inside pumptype containers (such as shampoos) may
ooze out due to the expansion of air inside
the container.
Do not place objects that can be deformed or
damaged by heat inside the bathroom.

Ⅱ− 37

Be sure to perform drying or ventilation after
using mist sauna or taking a bath.

¡The inside of the bathroom can become hot
during mist sauna operation and heating or drying
operation.

¡T o k e e p t h e h e a t e r / d r i e r a n d
bathroom in optimum condition, be
sure to always use the drying or
ventilation operation.

Clean the air filter of the bathroom
heater/drier on a regular basis (about once a
month).

Mold can form if moisture remains for an
extended period of time without using the
heater/drier.

¡A dirty or clogged air filter can lead to reduced
performance.

Also, moisture may remain if a section of the
bathroom does not dry. In this case, either wipe
up the moisture, or perform the drying operation
again.

Use the remote control with care.

＊Drying operation can be performed automatically
after mist sauna operation. (See page 39, "Auto
Dry Operation".)

¡The changing room remote control is not
waterproof. Do not splash water on it. This can
lead to a breakdown of the remote control.
¡The bathroom remote control is waterproof, but
do not directly splash it with water. This can
cause the remote control to break down.
¡Do not expose the remote control to steam or
hot air from rice cookers, electric pots, or other
appliances, or to the hot air from hair dryers. This
can lead to a breakdown of the remote control.

¡Condensation and mold can form if dampness
accumulates in the changing room over a long
period of time.

¡Do not take apart the remote control or handle it
roughly.

If a thunderstorm starts to occur, stop using
the heater/drier, and set the distributor panel
circuit breaker for the heater/drier to OFF.
¡A m a l f u n c t i o n o f t h e b a t h r o o m
heater/drier can occur.

If using the heater/drier while taking a bath,
try to select an airflow direction that is
directed away from you.
¡When the body is wet, the body can feel cold
even when hot air is blown on it.

This can lead to a breakdown of the remote
control.

Adjust the airflow direction and other
settings so that the hot air and mist do not
flow directly towards any electronic devices
such as bathroom TVs or the bathroom
remote control.

Put away the laundry pole during mist sauna
operation.

¡If bath solutions containing hot spring
water or hot spring ingredients are put
into the water and this water or steam
adheres to the bathroom heater/drier,
discoloration and corrosion can occur
and severely harm its performance and
durability.

¡If the mist is sprayed on the laundry
pole, dew can form and drop on the
body, causing an unpleasant
sensation. The laundry pole can also
become hot.

Do not use well water, hot spring water, salt
water, or groundwater.
¡In some cases, the water quality can
cause corrosion in the equipment
and pipes.

The wind direction is controlled by the remote
control.
¡Trying to move the louvers of the
bathroom heater/drier by hand can
misalign them from their correct
position and lead to a malfunction of
the bathroom heater/drier.

Run the mist sauna on a regular basis.
¡If the mist sauna is not run for an
extended period of time, the solenoid
valves inside the equipment can lock
up. Therefore, run the mist sauna on
a regular basis (for about 5 minutes
once a month).

Do not use the heater/drier for storing foods,
animals, plants, precision machinery, or works
of art. Do not equip the heater/drier on ships,
cars, or other vehicles.
¡This can harm the quality of property
and products.

During drying and ventilation operation, do
not close the natural ventilation holes (air
inlets) provided in the bathroom.

If the heater/drier will not be used for an
extended period of time, drain water from the
heater/drier, and remove the batteries from
the wireless remote control.

¡T h i s c o u l d b l o c k f r e s h a i r f r o m
entering, resulting in poor ventilation.

(See page 49,"When Not Using for an Extended
Period of Time".)

¡This can result in longer drying times
for the bathroom and laundry. The
drying sound may also be louder.

Do not block the intake grills in the changing
room or toilet with furniture or other objects.
¡This can prevent ventilation.

Be aware that if ventilation operation is
performed when taking a bath or when
hanging laundry during the winter months,
condensation drops can form.
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After operating the mist sauna, either run the
ventilation fan in the changing room, or open
a window to provide ventilation.

Do not use bath solutions that contain hot
spring water or hot spring ingredients.
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To prevent accidents, use only
accessories and separately-sold
components made specifically for this
bathroom heater/drier.

Safety Information

取 扱 説 明 書
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¡This can lead to a breakdown of the
device.
Also, a muffled sound may be heard
when operating a bathroom television
or bathroom remote control during mist sauna
operation. This is due to the water film, and it is
not a malfunction.
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Names of Parts and Their Functions
※P73〜P76の内容は、P15〜P18の「各部のなまえとはたらき」の内容を英語で表現したもので、記載している意味は同一です。
※The information in pages 73 to 76 is an English version of the corresponding information in Japanese on pages 15
to 18. The meaning of this information is identical to that in Japanese.

Bathroom Remote Control

取 扱 説 明 書
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Check the names of the various parts of the bathroom heater/drier and remote control.

6
2

7

3
8
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4
5
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1

Bathroom heater/drier

Front panel
Air filter

Mist nozzle

Air intake grille
Louver (hot air outlets)

1

3
4

5

6

Heat Button/High and Low Lamps
This performs the bathroom heating operation.
This button is also used to switch the heating
operation between High and Low.
1P25

7

FAN Button/Lamp
This performs the bathroom cool air operation.
1P28

Mist Sauna Button/High and Low Lamps
This performs the mist sauna operation. This
button is also used to switch mist sauna
operation between High and Low.
1P19

Water Mist Button/High and Low Lamps
This performs the water mist operation. This
button is also used to switch the water mist
operation between High and Low.
1P23

8

Temperature Setting Button
This adjusts the temperature of the bathroom
during heating operation and during mist sauna
operation.
The temperature can be selected in one of three
levels during heating operation and one of five
levels during mist sauna operation.
1P19〜

Airflow Button/Swing Lamp
This switches the airflow direction (louver angle).
When "Swing" is selected, the Swing lamp is
turned on.
1P19〜、76

Stop Button
This stops mist sauna operation, water mist
operation, heating operation, cool air operation,
bathroom drying operation, cloth dry operation,
and ventilation operation. (This button does not
stop 24-hour ventilation operation.)
1P22〜

100094500016
100094500017
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2

Display
This displays the timer, temperature setting, and
airflow direction.
1P19〜
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Changing Room Remote Control

9
2
3

10

4

When the Airflow Direction Button is pressed, the airflow direction changes. This operation can be done using
either of the remote controls.
The airflow direction can be changed during all operations except ventilation operations (including 24-hour
ventilation) and water mist operation (low).
Changing room
remote control

11
12

5
6

13
14

7
8

Bathroom
remote control

Display of
airflow direction

Display of
airflow direction

1
[Airflow direction]

1
[Airflow direction]
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1

2

3

5
6

9

Temperature Setting Button
This adjusts the temperature of the bathroom
during heating operation and during mist sauna
operation.
The temperature can be selected in one of three
levels during heating operation and one of five
levels during mist sauna operation.
1P19〜

10
11

Temporary Stop Button/Lamp
This temporarily stops 24-hour bathroom
ventilation.
1P45

12

Ventilation Button/Lamp

13

This performs the bathroom ventilation operation.
1P33

24-hour Ventilation Button/Normal and
Winter Lamps

Bathroom Drying Button/TIMER, AUTO, ECO
Lamps
This performs the bathroom drying operation. This
button is also used to switch between TIME,
AUTO and ECO modes.
1P35

Garment Drying Button/TIMER, AUTO, ECO
Lamps
This performs the garment drying operation. This
button is also used to switch between TIME,
AUTO and ECO modes.
1P35

Airflow Button/Swing Lamp
This switches the airflow direction (louver angle).
When "Swing" is selected, the Swing lamp is
turned on.
1P19〜、76

This switches between "Normal" mode and
"Winter" mode for 24-hour ventilation operation.
1P43

7

8

14

Filter Sign Replacement Lamp
This lamp is lit when the accumulated usage time
reaches approximately 1000 hours. This
indicates that the air filter should be replaced.
1P54

Time Setting ▼ ▲ Buttons

1

Press the Airflow Direction Button.

Explanation 1 ：
¡The airflow direction (position of louver) on the
remote control is displayed on the display
screen for 5 seconds each time the Airflow
Direction Button is pressed.
¡Do not try to move the louver manually. This
can result in incorrect movement of the louver
when adjusting it using the remote control. In
addition, it can lower airflow performance,
activate the safety device, or cause a
breakdown.
¡Depending on the type of operation, the
position or movement of the louver may differ
slightly even when the same symbol for airflow
direction is displayed.

Each time pressing the Airflow Direction
Button, the airflow direction changes as
shown in the figure below.
The airflow direction is displayed on the
display screen.
(Swing)

This sets the timer for each type of operation.
1P19〜

Heat Timer Button/Lamp
This sets the time to start heating operation.
1P30

Mist Sauna Button/Lamp
This performs the mist sauna operation.
1P19

Stop Button
This stops mist sauna operation, water mist
operation, heating operation, cool air operation,
bathroom drying operation, garment drying
operation, and ventilation operation. (This button
does not stop 24-hour ventilation operation.)
1P22〜

Heat Button/High and Low Lamps
This performs the bathroom heating operation.
This button is also used to switch between High
and Low.
1P25

[Toward
washing area]

[Toward
bath tub]

¡Airflow direction symbols on the display screen and the position of the louvers
■During mist sauna or water
mist high operation

[Toward
washing area]

[Toward
bath tub]
L6

L5 L4 L3
L0

■During garment drying
operation

L2 L1

e
S win g ra n g

[Toward
washing area]

[Toward
bath tub]
L6

L2
L5 L4 L3
L0

ge
S win g ra n

■During heating, cooling or
bathroom drying operation

[Toward
washing area]

[Toward
bath tub]

L1
L6
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4

Display
This displays the timer, temperature setting, and
airflow direction.
1P19〜
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Operation of Airflow Direction Button and Position of Louver

1

取 扱 説 明 書
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L5

L2
L4 L3
L0

ran
S win g

L1

ge
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M EMO

保証書
品

名 BL認定品

M i s t y（ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機）
IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

型 式 名

RBHM-C415K3-TG
RBHM-C415K1-TG

RBHM-C415K2-TG

記
1. 保証期間は、お買い上げの日から2年間とし、本体（リ

具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご

モコンを含む）を対象にします。なお下記部品について

使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象

は、別途以下の年数を保証いたします。
①電装基板・リモコン（電装基板に起因する故障のみ）

（6）強い腐食性の空気環境に起因する不具合
（7）犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する

……5年

不具合
（8）火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の

2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もより
の東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理
いたします。
3. サービス員がお伺いした時に、保証書をご提示下さい。
4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたしま

天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不
具合
（9）電気、給水の供給トラブル等に起因する不具合
（10）指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用
したことに起因する不具合

Ⅱ− 40

す。
（1）住宅用途以外でご使用になる場合の不具合

（11）給水・給湯配管などの錆び等異物流入に起因する
不具合

（2）取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した

（12）温泉水、井戸水等を給水したことに起因する不具

場合の不具合
（3）器具を調整、改造された場合の不具合（但し、当社
都合の場合はのぞきます）
（4）お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不

IBD-4110ACSKJ3M
IBD-4110ACSKJ2M
IBD-4110ACSK-JM

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご
使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

②熱交換器・ファンモータ……3年

取 扱 説 明 書

…

合
（13）本保証書を紛失された場合
5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合
は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお
問い合わせ下さい。

具合
（5）建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器

保証履行者

東京ガス株式会社

保証責任者
〒２４２−８５７７ 神奈川県大和市深見台３−４
■ お買い上げ日および販売店
お 買 い 上 げ 日
販

売

店

名

話

番

号

住
電

所

平成

年

月

日
扱
者
印

100094500016
100094500017
100094500018

〒１０５−８５２７ 東京都港区海岸１丁目５番２０号

■ 修理記録
この本体の修理記録は、天井裏に設置してある浴室暖房乾燥機本体の表面に付属の故障診断シートに記録します。
■ お客さまへ
1. この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。
2. 本証書は再発行しませんので紛失されないよう大切に保存してください。
3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」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（保証履行者・保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法
律上の権利を制限するものではありません。
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裏面もご覧ください

ミストサウナ

01

裏面もご覧ください

ミストサウナ運転の調節方法

クイックガイド

浴室リモコン

脱衣室リモコン

このクイックガイドは、ミストサウナの基本的な使いかたを記載
したものです。
詳細については取扱説明書をご覧ください。

準備

運転開始

物干しバーを移動し、
浴室の窓・ドアを閉
める
ミストサウナ運転を
して浴室を暖める
< 予備運転 >

停止

運転開始

停止

脱衣室リモコン 脱衣室リモコン

運転時間を設定する
▲

浴室が冷えているとミストや
温風が冷たくなるため、浴室
を暖めておきます。

脱衣室リモコンの[ 時間設定 ▼ ▲] ボタンを押す。

脱衣室リモコン

運転開始

運転時間を設定

予備運転の時間のめやす
冬期 : 30 分 ※浴室の温度によ
り異なります。
夏期 : 10 分

※15分のとき

ミストサウナ浴をする前に
水分をとる

温度を調節する
▲

汗をかきやすくなります。

[ 温度]ボタンを押す。

脱衣室リモコン
脱衣室リモコン

浴室が暖まったら・・・

温度：低

温度：中

浴室リモコン

温度：高

または
点滅→点灯

（ランプが点滅から点灯に変わります。）

入浴する

ミストサウナの強さを変更する
▲

ミストサウナ運転の確認をする

浴室リモコンの[ ミストサウナ] ボタンを押す。
浴室リモコン

●運転が続いているとき

※「弱」
→「強」
→「弱」
→「強」
と切り替わります。

そのまま入浴し、ミストサウナ浴を始める

●停止しているとき

脱衣室リモコン

脱衣室リモコン

運転開始

運転時間
を設定

風向を切り替える
▲

※ミストサウナ運転の調節方法については、
裏面を参照してください。

（洗い場側）

[ 風向]ボタンを押す。

脱衣室リモコン

浴室リモコン

（スイング）（浴槽側）

または

ミストサウナ浴をする

（浴槽側）

ミストサウナ浴の時間の
めやす 10〜15 分

（洗い場側）

L1
L6 L5
L4 L2
L3
L0
スイング範囲

設定時間が経過すると、自動的に停止します。
途中で停止したいときは・・・
脱衣室リモコン

[停止]ボタンを押す

または

浴室リモコン

次のような方はミストサウナ浴をしない

※気分が悪くなったときは、無理をしないで、すぐに停止し、
窓・ドアを開けてください。
禁 止

使 い 終 わったら
浴室乾燥運転をする
[ 浴室乾燥]ボタンを押して、乾燥
モードを「自動」にする

脱衣室リモコン

・体調の悪い方（発熱、頭痛、めまいなど）
・医師から入浴を禁じられている方
・睡眠薬を服用された方
・飲酒された方

ミストサウナ浴中に、心臓がどきどきする、胸が痛い、
吐き気がする、顔色が悪いなどおかしいなと感じたら
必ず行なう すぐにミストサウナ浴を中止する。
RBHC335- 4553
5131119000
WG-30
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