
ドライ＆ミスト（乾燥･暖房･サウナ・涼風）

取扱説明書

このたびは、ドライ＆ミストをお買い上げ

いただきまして、まことにありがとうござ

います。

■ご使用前に、この説明書をよくお読みくださ

い。

また、この商品を正しくお使いいただくため

に、この説明書は常にお読みいただけるよう

に、身近に保管してください。

■この説明書最終ページの保証書に、「販売店

名、購入日」などの記入がされているか、必

ず確かめて大切に保管してください。

■この商品は、家庭での使用を基準にしたもの

です。業務用でのご使用は避けてください。

■この説明書は、ドライ＆ミストのお手入れと

取扱いについて説明してあります。

品番
SSD-11GR
SSD-11GL
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1. 安全のために必ずお守りください

警告�

ご購入のとき

◎ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

◎表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

この表示の欄は、取扱いを誤った場合「使用者が死亡または重傷を負うことが想

定される」危険の程度をいう。

この表示の欄は、取扱いを誤った場合「使用者が傷害を負うことが想定される、

または物的損害の発生が想定される」危険・損害の程度をいう。

◎お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。

製品の取扱いにおいて、注意を喚起するための図記号です。

製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

ー 付記 ー

・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

・転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を

新しく入居される方、または取次ぎされる方にお渡しください。

注意�

警告�

ドライ＆ミストは、システムバスに添付されているご愛用のしおり、およびシステ

ムバス本体の注意ラベルにそって使用する。

誤った使い方をすると、思わぬ事故や故障の原因となります。

ご使用になる前に、この取扱説明書の以下の項目を必ず確認する。

誤った使い方をすると、事故や故障の原因となります。

ご使用のときに確認してください …… 3～6、11～20ページ

お手入れのときに確認してください … 7、21ページ

異常発生のときに確認してください … 7、22～24ページ

図記号
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1. 安全のために必ずお守りください

乾燥前にポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が

入ってないことを確認する。

火災のおそれがあります。

機器本体や物干しバーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない。

思わぬ事故の原因になります。

長時間にわたりミストサウナ入浴をしない。

直接温風や送風を身体にあてない。

顔や頭部に温風やミストを長時間あてるとのぼせたり、脱水症状や低温やけど、体
調変化や健康障害の原因になります。
とくに次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が
注意してください。
　・疲労の激しい方
　・皮膚の弱い方
　・皮膚感覚の弱い方
　・お年寄り
　・温風が体にあたることを好まない方
　・サウナが体質的に合わない方
　・病気やけがなどで、自分の意思では体を動かせない方

この機器はアースが必要なため、アースなしで使用しない。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。

万一、機器が故障した場合、感電のおそれがあります。

井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない。

水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。

設置のとき

警告�

ご使用のとき

警告�

図記号

図記号



4

次のような方はミストサウナ入浴はしない。健康状態に不安のある方は医師に相談

する。

・心臓病（心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など）の方　　

・動脈硬化症の方　　・睡眠薬を飲まれた方　　・医師に入浴を禁じられている方

・呼吸器障害の方　　・乳幼児　　　　　　　　・妊娠中の方

・飲酒された方　　　・発熱のある方　　　　　・重度の疲労の方

・体調が悪い方

下記のような病気加療中の方や持病のある方は、ミストサウナ使用ができるか医師

に相談する。

　・高血圧症の方　　・皮膚疾患の方　　・貧血の重い方　　

　・糖尿病の方　　　・その他持病および病気加療中の方

浴室内にベンジン・ガソリン・スプレー缶やカセットボンベなど、引火のおそれの

あるのもを置かない、持ち込まない。

火災や爆発のおそれがあります。

食用油・機械油・パーマ液・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、洗たく後でも絶対に乾燥しない。

油の酸化熱による自然発火や、引火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。

脱水症状や低温やけどの原因になります。

地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、すみやかに機器用の屋内

分電盤をOFFにする。

思わぬ事故の原因になります。

ミストサウナ運転時、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。

（15～17ページ参照）

修理技術者以外の人は、機器本体やリモコンの分解および修理・改造は絶対に行わ

ない。

思わぬ事故や故障の原因になります。

警告�

1. 安全のために必ずお守りください

図記号
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機器本体やリモコンに故意にお湯や水をかけない。

故障の原因になります。

運転中に吹出し口や空気吸込口などに、指や棒を入れない。

内部でファンが高速回転しています。とくに小さなお子さまがいるご家庭では、注

意してください。

けがや機器の故障の原因になります。

小さなお子さまが遊んだり、いたずらをしないよう注意する。

思わぬ事故の原因となります。

動植物にミスト・温風・送風を直接あてない。

動植物に悪影響をおよぼす場合があります。

温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない。

温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が本体に付着しますと、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。

凍結予防運転のため、本体および熱源機の電源をOFFにしない。

長期不在の場合など、やむを得ず、本体・熱源機の電源をOFFにする場合は、熱源

機の取扱説明書に記載されている方法に従ってください。

※冬季に凍結により、配管が破損するおそれがあります。

　破損しますと水漏れにより、多大な被害を引き起こします。

ミストサウナ・乾燥・暖房運転中や、運転停止直後は吹出し口に手を触れない。

吹出し口が高温になっているため、手を触れないよう注意してください。

けがややけどの原因になります。

1. 安全のために必ずお守りください

注意�図記号
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1. 安全のために必ずお守りください

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。

収縮の原因になります。

熱に弱い衣類や、縮みが気になる衣類の乾燥はしない。

変色・形くずれの原因になります。

小さなお子さま一人での機器の使用や入浴はしない。

思わぬ事故の原因となります。

火気は近づけない。

火災や故障の原因になります。

暖房およびサウナ運転後は必ず乾燥または換気運転を行う。

機器や浴室が濡れたままの状態だとカビの発生の原因となります。

早く乾燥させるためには乾燥または換気運転をおすすめします。

　（18～19ページ参照）

注意�図記号
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注意�

1. 安全のために必ずお守りください

機器本体・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。

万一かかった場合は、すぐに水でぬらし、かたく絞った布でふき取ってください。

故障、サビの原因になります。また、機器本体の樹脂部分に付着した洗剤等を放置

すると、ひび割れ、変色等の原因になります。

機器本体などの掃除をするときは

　・必ず運転を停止する　　　　　　　・機器が冷えていることを確認する

思わぬ事故の原因となります。

お手入れのとき

異常音、水漏れ、異臭など異常に気づいたときは

①すぐ使用を中止する。

②「異常かなと思ったら」（22～23ページ）に従い処置する。

③上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い求めの販売店、または当

社お客様相談窓口（裏表紙参照）に連絡する。

異常発生のとき

警告�

図記号

図記号
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2. 各部のなまえとはたらき

カウンターエプロン

●シリーズにより多少形状が異なりますが、各部の位置、名前などは各シリーズ共上図と同様です。

�

カウンターエプロン�

吸込み口��
 浴室内の空気を吸い
込みます。カウンタ
ーエプロンに開口部
があります。�

吹出し口��
 40～60℃の温風を吹
き出します。�

ルーバー��
 温風の風向き（左右）を、このルーバー
で調節することができます。�
（調節方法 → 14～16ページ）�

※吹出し口の温風温度
は熱源機の能力、設
置の条件・環境によ
り異なります。�
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浴室内リモコン

2. 各部のなまえとはたらき

操作方法は、14ページのご使用方法をお読みください。

① 暖房ランプ
暖房運転中に点灯します。

② 暖房温度設定ランプ
暖房運転中の浴室内温度設定位置を表示し
ます。

③ サウナランプ（強・弱）
サウナ運転中に点灯します。
強は高温度、弱はマイルドなミストサウナ
です。

④ 涼風ランプ
涼風運転中に点灯します。

⑤ サウナ温度設定ランプ
サウナ運転中の浴室内温度設定位置を表示
します。

⑥ 換気ランプ
換気扇の運転中に点灯します。

① 暖房ランプ�

⑦ 暖房スイッチ� ⑨ サウナスイッチ�

⑩ 涼風スイッチ� ⑪ 換気スイッチ�⑧ 温度設定スイッチ�
�

⑤ サウナ温度設定ランプ�

⑥ 換気ランプ�

④ 涼風ランプ�③ サウナランプ（強・弱）�

② 暖房温度設定ランプ�

⑦ 暖房スイッチ
暖房運転させるとき、暖房運転を停止させ
るときに押します。

⑧ 温度設定スイッチ
暖房運転中およびサウナ運転中の浴室内温
度（気温）の調節ができます。

⑨ サウナスイッチ
サウナ運転させるとき、サウナ運転を停止
させるときに押します。
押すと「強運転」→「弱運転」→「停止」になり
ます。

⑩ 涼風スイッチ
涼風運転させるとき、涼風運転を停止させ
るときに押します。

⑪ 換気スイッチ
換気扇を運転させるとき、換気運転を停止
させるときに押します。
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浴室外リモコン

2. 各部のなまえとはたらき

操作方法は、14ページのご使用方法をお読みください。

① 暖房ランプ�

⑥ 暖房スイッチ� ⑨ 乾燥スイッチ�

⑦ サウナスイッチ�

③ 残り時間ランプ�

⑤ 換気運転ランプ�

④ 乾燥ランプ（強・弱）�

② サウナランプ�

⑩ 換気スイッチ�

⑧ タイマースイッチ�

① 暖房ランプ
暖房運転中に点灯します。

② サウナランプ
サウナ運転中に点灯します。

③ 残り時間ランプ
タイマー設定時間の表示とともに、タイ
マー残り時間を表示します。

④ 乾燥ランプ（強・弱）
乾燥運転中に点灯します。
温風の強さを表示します。

⑤ 換気運転ランプ
換気扇の運転中に点灯します。

⑥ 暖房スイッチ
暖房運転させるとき、暖房運転を停止させ
るときに押します。

⑦ サウナスイッチ
サウナ運転させるとき、サウナ運転を停止
させるときに押します。

⑧ タイマースイッチ
タイマー設定時間を調節できます。
（乾燥、換気以外は使用できません。）

⑨ 乾燥スイッチ
乾燥運転させるときに押します。
タイマー設定時間後、自動的に停止します。
タイマー設定時間中に押して乾燥運転を停
止させることもできます。

⑩ 換気スイッチ
換気運転させるときに押します。
タイマー設定時間後、自動的に停止します。
押すと「強風」→「弱風」→「停止」になりま
す。
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3. ご使用時の注意とお願い

サウナ使用の温度、時間、回数は体調や体力に合わ

せ、無理のない入浴をする。

サウナ使用は、発汗してから10分間程度が適当です

が、気分が悪くなったら、すぐに運転を停止して浴室

外に出てください。

吸込み口および吹出し口は、タオルなどでふさがない。

温度検知ができず、浴室内温度がご希望の設定温度になり

ません。

温風が入浴者に直接当たって熱い場合は、直接

当たらないようにルーバーの方向を調節する。

調節する場合は、運転を停止して行ってくださ

い。運転中は、ファンが回転していますので、

ケガをしたり吹出し口の温度が40～60℃にな

る場合があり、ヤケドの恐れがあります。ルー

バーに無理な力を加えると抜けて外れる場合があります。

乾燥または換気運転をする場合は、浴室ドアの

可動換気ガラリを開ける。

ガラリを閉めたまま運転した場合、乾燥または

換気がされないことがあります（右図は折戸の

場合を示しています）。

暖房運転またはサウナ運転をする場合は、浴室のドア

および可動換気ガラリを必ず閉める。

ドアまたはガラリを開けたままにしておくと、浴室外

に湯気がもれます（右図は折戸の場合を示していま

す）。

開閉ガラリ（給気口）

吸込み口�

吹出し口�

開く�

閉まる�

注意�図記号

運転を停止して調節してください

ルーバー
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3. ご使用時の注意とお願い

暖房運転またはサウナ運転後は換気運転をするなど、

よく換気をする。

暖房運転またはサウナ運転の時間や、外気温度などの

条件によっては、浴室内の天井や壁などに結露し、水

滴が落下します。

暖房機の同時使用は、なるべく避ける。

他の暖房機を運転しているときに、暖房運転やサウナ運転をすると、温風温度が下

がることがあります。

暖房運転時もサウナ運転と同様に、高湿度の温かい

空気がでてきます。暖房運転とサウナ運転の違い

は、浴室内の温度の設定値が異なるだけであり、加

温方式は同じです。故障ではありません。

白い霧状の湯気は、暖かい季節や、浴室内温度が上

昇した後は見えにくくなりますが、機器の加温・加

湿能力には変わりありません。

注意�図記号

加温方式は同じ

お願い�図記号

浴室内に化粧品類を放置しないでください。

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。
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雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内分電盤を「OFF」にしてください。

機器の故障の原因になります。

雷が止みましたら屋内分電盤を「ON」に戻してください。

入浴後は必ず乾燥または換気運転を行ってください。

機器本体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。（18～19

ページ参照）

しずく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・乾燥・暖房運転中に浴室内の温度が上がると、シャンプーなどのポ

ンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります。

熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置いてください。

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。

涼風運転・乾燥運転または換気運転をする場合は、浴室ドアの可動換気ガラリを閉

じないでください。

浴室乾燥や衣類乾燥のとき、乾燥時間が長くなります。また、換気不足になるおそ

れがあります。

1ヶ月に1回5分程度サウナ運転を行ってください。

長時間サウナ運転を行わないと配管内に水が滞留し、給水弁が固着することがあり

ます。

金属性のものはミストや温風が直接あたる場所におかないでください。

運転中および停止直後は、金属性の物はあつくなっています。

加湿性能を保つため、運転開始時、運転中（約15分に1度）、運転終了時および24時間

に1回、2分程度の洗浄運転を行っています。ポンプ音や水の流れる音がする場合が

ありますが、故障ではありません。

お願い�

3. ご使用時の注意とお願い

図記号
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3）暖房運転の停止
浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンの暖房スイッチ
を押します。

・暖房ランプが消灯して、暖房運転が停止します。

・運転停止を忘れた場合、切り忘れ防止が働いて90分後
に自動停止します。

1）暖房運転の開始
浴室のドアおよび可動換気ガラリを閉めます。

浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンの暖房スイッチ

を押します。
・暖房ランプが点灯して、暖房運転が開始されます。

・入浴をする約3分～15分前に暖房運転を開始して、浴室

内を予熱してください。
・予熱時間は、設定温度や季節によって変わります。

2）暖房温度の調節
浴室内リモコンの温度設定スイッチで調節します。暖房
温度は30℃前後に設定されています。お好みに応じて、

低または高をお選びください。

4. ご使用方法

暖房運転のしかた

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン

浴室内リモコン

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン

加湿性能を保つため、運転開始時、運転中（約15分に1度）、運転終了時および24時間に1回、2分程

度の洗浄運転を行っています。排水音がする場合がありますが、故障ではありません。

続けて暖房運転やサウナ運転をされない場合は、浴室保全のため、換気または乾燥運転をされること

をお勧めします。換気または乾燥運転をする場合は浴室ドアの可動換気ガラリを開けてください。

4）連続換気運転中の暖房運転
・連続換気運転中に暖房スイッチを押すと、換気は一時停止します。暖房中に換気スイッチの操作

はできません。

・暖房運転停止後15分経過すると、連続換気運転が再開します。暖房運転停止操作後、すぐに換気
を行いたいときは、換気スイッチを押してください。

ルーバー

温風が入浴者に直接当たって熱い場合は、直接当たらない

ようにルーバーの方向を調節する。

ルーバーの角度を手で変えることにより、温風の風向き（左
右）を変えることができます。

（調節する場合は、運転を停止して行ってください。）
ルーバーに無理な力を加えると抜けて外れる場合があります。

点灯�

点灯�

消灯�
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ミストサウナ強運転は、高湿度の本格的なミストサウナです。
短時間でミストサウナを楽しむときに最適です。

1）サウナ運転の開始
浴室のドアおよび可動換気ガラリを閉めます。
浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンのサウナスイッ
チを押します。
・サウナ強ランプが点灯して、サウナ運転が開始されます。
・サウナ浴をする約5分～30分前にサウナ運転を開始し
て、浴室内を予熱してください。

・予熱時間は、設定温度や季節によって変わります。
・季節、建築構造などにより、設定温度まで達しない場
合があります。

2）サウナ温度の調節
浴室内リモコンの温度設定スイッチで調節します。サウ
ナ温度は40℃前後に設定されています。お好みに応じ
て、低～高をお選びください。

4. ご使用方法

サウナ強運転のしかた

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン

浴室内リモコン

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン

加湿性能を保つため、運転開始時、運転中（約15分に1度）、運転終了時および24時間に1回、2分程
度の洗浄運転を行っています。排水音がする場合がありますが、故障ではありません。
続けて暖房運転やサウナ運転をされない場合は、浴室保全のため、換気または乾燥運転をされること
をお勧めします。換気または乾燥運転をする場合は浴室ドアの可動換気ガラリを開けてください。

4）連続換気運転中のサウナ運転
・連続換気運転中にサウナスイッチを押すと、換気運転は一時停止します。サウナ運転中に換気ス
イッチの操作はできません。

・サウナ運転停止後15分経過すると、連続換気運転が再開します。サウナ運転停止操作後、すぐに換
気を行いたいときは、換気スイッチを押してください。

ルーバー

温風が入浴者に直接当たって熱い場合は、直接当たらない
ようにルーバーの方向を調節する。
ルーバーの角度を手で変えることにより、温風の風向き（左
右）を変えることができます。
（調節する場合は、運転を停止して行ってください。）
ルーバーに無理な力を加えると抜けて外れる場合があります。

3）サウナ運転の停止
浴室内リモコンのサウナスイッチを2回または、浴室外リ
モコンのサウナスイッチを1回押します。
・サウナランプが消灯して、サウナ運転が停止します。
・運転停止を忘れた場合、切り忘れ防止が働いて90分後
に自動停止します。

点灯�

点灯�

消灯�
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4. ご使用方法

ミストサウナ弱運転は、やや加湿量を抑えたマイルドなミストサウナです。
じっくり時間をかけて楽しむときに最適です。

1）サウナ運転の開始
浴室のドアおよび可動換気ガラリを閉めます。
浴室内リモコンのサウナスイッチを2度押します。
・サウナ弱ランプが点灯して、サウナ運転が開始されます。
・サウナ浴をする約5分～30分前にサウナ運転を開始し
て、浴室内を予熱してください。

・予熱時間は、設定温度や季節によって変わります。
・季節、建築構造などにより、設定温度まで達しない場
合があります。

2）サウナ温度の調節
浴室内リモコンの温度設定スイッチで調節します。サウ
ナ温度は40℃前後に設定されています。お好みに応じ
て、低～高をお選びください。

サウナ弱運転のしかた

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン

浴室内リモコン

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン

加湿性能を保つため、運転開始時、運転中（約15分に1度）、運転終了時および24時間に1回、2分程
度の洗浄運転を行っています。排水音がする場合がありますが、故障ではありません。
続けて暖房運転やサウナ運転をされない場合は、浴室保全のため、換気または乾燥運転をされること
をお勧めします。換気または乾燥運転をする場合は浴室ドアの可動換気ガラリを開けてください。

4）連続換気運転中のサウナ運転
・連続換気運転中にサウナスイッチを押すと、換気運転は一時停止します。サウナ運転中に換気ス
イッチの操作はできません。

・サウナ運転停止後15分経過すると、連続換気運転が再開します。サウナ運転停止操作後、すぐに換
気を行いたいときは、換気スイッチを押してください。

ルーバー

温風が入浴者に直接当たって熱い場合は、直接当たらない
ようにルーバーの方向を調節する。
ルーバーの角度を手で変えることにより、温風の風向き（左
右）を変えることができます。
（調節する場合は、運転を停止して行ってください。）
ルーバーに無理な力を加えると抜けて外れる場合があります。

3）サウナ運転の停止
浴室内リモコンのサウナスイッチを1回または、浴室外リ
モコンのサウナスイッチを1回押します。
・サウナランプが消灯して、サウナ運転が停止します。
・運転停止を忘れた場合、切り忘れ防止が働いて90分後
に自動停止します。

点灯�

点灯�

消灯�
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4. ご使用方法

ミストサウナ弱運転の加湿量調整について

ミストサウナ弱運転の加湿量を調整することができます。

※加湿量を調整できるのはミストサウナ弱運転のみです。

※湿度が「高すぎる」もしくは「低すぎる」と感じた場合にご使用ください。

1）ミストサウナ弱運転中に「温度設定」を3秒以上押します。
・サウナ温度設定の6連LEDの1つが点滅します。

2）6連LEDが点滅している間に「温度設定」を押して、ご
希望の位置に設定してください。

・運転中に加湿量を変えても、すぐに浴室内の環境は変化しません。

・同じ加湿量の設定でも、浴槽のお湯の有無や外気温・室温によって浴室内の湿度は異なります。

また、長時間の運転により浴室内の湿度は上昇していきます。

表示�

湿度� 中�低� 高�

・はじめてお使いになる時は、左から3個めに設定されて
います。

3）6連LEDの点滅が終わると、加湿量調整は設定されます。

涼風運転のしかた

送風と換気を同時に行いますので、涼しい風を吹き出します。特に夏場の入浴を快適にします。

※サウナ運転および暖房運転後など、本体内部があたたまっているときは、吹き出しの温度が下がる

まで時間がかかります。

1）涼風運転の開始

浴室のドアの可動換気ガラリを開けます。

浴室内リモコンの涼風スイッチを押します。

・涼風ランプが点灯し、涼風運転が開始します。

2）涼風運転の停止

浴室内リモコンの涼風スイッチを押します。

・運転が停止すると、本体の運転ランプが消灯します。

浴室内リモコン

点灯�

消灯�

浴室内リモコン
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続けて暖房入浴やサウナ入浴をされない場合は、浴室保全のため、換気されることをお勧めします。

1）換気運転の開始

浴室のドアの可動換気ガラリを開けます。

浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンの換気スイッチ

を押します。

・換気ランプが点灯して、換気運転が開始されます。

2）タイマー時間の調節

浴室外リモコンのタイマースイッチでタイマー時間を設

定します。（1～7時間・連続）

・電源投入時および停電復帰時は、換気スイッチを押す

と3時間ランプが点灯します。次回からは、換気スイッ

チを押すと前に合わせておいた時間のランプが点灯し

ます。

・タイマースイッチを押すと残り時間ランプが順次移動

（1→2→3･･･連続→1）し、タイマー時間を設定できま

す。

・タイマー運転が開始となり、残り時間が減少するとラ

ンプが順次移動し残り時間を表示します。

・設定時間後に自動的に運転を停止します。

3）換気運転の停止

浴室内リモコンまたは、浴室外リモコンの換気スイッチ

を押します。

・換気ランプが消灯して、換気運転が停止します。

4）連続換気運転中のサウナ･暖房運転

・換気は一時停止します。サウナ・暖房中に換気スイッ

チの操作はできません。

・その他の動作に関しては14～17、19ページをご確認く

ださい。

換気運転のしかた

4. ご使用方法

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン

浴室外リモコン

浴室内リモコンまたは浴室外リモコン

換気�

点灯�

換気�

消灯�
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1）乾燥運転の開始

浴室のドアの可動換気ガラリを開けます。

浴室外リモコンの乾燥スイッチを押します。

・乾燥強ランプが点灯して、乾燥強運転が開始されま

す。

・もう一回乾燥スイッチを押すと、乾燥弱ランプが点灯

して乾燥弱運転が開始されます。

2）タイマー時間の調節

浴室外リモコンのタイマースイッチでタイマー時間を設

定します。（1～7時間・連続）

・電源投入時および停電復帰時は、乾燥スイッチを押す

と3時間ランプが点灯します。次回からは、乾燥スイッ

チを押すと前に合わせておいた時間のランプが点灯し

ます。

・タイマースイッチを押すと残り時間ランプが順次移動（1

→2→3･･･連続→1）し、タイマー時間を設定できます。

・タイマー運転が開始となり、残り時間が減少するとラ

ンプが順次移動し残り時間を表示します。

・設定時間後に自動的に運転を停止します。

2）乾燥運転の停止

乾燥運転の途中で停止する場合は、浴室外リモコンの乾

燥スイッチを、強運転停止の場合は2回、弱運転停止の場

合は1回押します。

・乾燥ランプが消灯して、乾燥運転が停止します。

4. ご使用方法

乾燥運転のしかた

浴室外リモコン

浴室外リモコン

浴室外リモコン

点灯�

消灯�

・乾燥弱をご使用になりますと、より静かな乾燥ができます。

・乾燥弱でご使用の場合、乾燥時間は30～40分程度長くなります。

・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。
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4. ご使用方法

凍結予防

ドライ＆ミスト本体の凍結予防

ドライ＆ミスト本体の凍結予防は、熱源機の凍結予防運転により行います。熱源機の取扱説明書の「凍

結予防の方法」に従ってください。

凍結予防のため、元電源は切らないでください。

ドライ＆ミスト本体以外（配管）の凍結予防

ドライ＆ミスト本体以外の配管は、加温または十分な保温が必要です。お買い求めの販売店にご相談

ください。

乾燥時間の目安（強運転時）

洗　濯　物 乾燥時間 条　件

厚手の衣類

バスタオル、タオル、パジャマなど

（乾燥時重量２～３kg）

薄手の衣類

半袖シャツ、Ｙシャツなど

（乾燥時重量２～３kg）

2時間
～

2時間30分

１時間30分
～
２時間

浴室の大きさ 1616（１坪）

周辺の温湿度 温度：15℃

湿度：60％

浴室内は水滴がない状態

洗濯物は５分間脱水したもの

循環温水温度 80℃

・ 乾燥時間は、浴室の大きさ、周辺の温度・湿度、浴室内の水滴の有無、洗濯物の種類や重量、脱水

時間、吊しかたなどにより変化します。また、熱源機の循環温水温度によっても変化します。

・乾燥弱でご使用の場合、乾燥時間は30～40分程度長くなります。

乾燥時間について

上手な衣類乾燥のしかた

１.あらかじめ換気を

浴室の床、壁などが水滴で濡れている時は、あらかじめ換気するか拭き取ってください。

２.洗濯物は二つ折りにしない

バスタオル、ズボンなどの厚手の衣類は二つ折りにしないで洗濯バサミなどで吊してください。

３.10cmの間隔をあけて

衣類と衣類の間にムラなく温風がいきわたるように10cm程度の間をあけて吊してください。

４.窓とドアは閉めて

浴室の窓およびドアは閉めてください。ドアのガラリは給気口となりますので開けてください。

５.浴槽にはフタを

浴槽に水またはお湯が残っている時は浴槽にフタをしてください。
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5. お手入れ方法

ドライ＆ミストは、日常のお手入れで美しく快適にお使いいただけます。
お手入れが悪いと汚れが付着して取れなくなったり、カビや悪臭が発生する恐れもあります。また、お
手入れのしかたを誤りますと、ドライ＆ミストの寿命を縮めたり、表面や内部を傷めることがあります。

吹出し口のお手入れ方法

使用してはいけない道具
●タワシ、ナイロンタワシ、ブラシ……………………… 傷が付きます。
●研磨剤入り洗剤 ………………………………………… 光沢が落ちます。
●シンナー、ベンジン、アセトンなどの有機溶剤……… プラスチック部分が溶けます。
●カビ取り剤、漂白剤 …………………………………… 変色します。
●酸、アルカリ洗剤 ……………………………………… 変色します。
●固形型浴室用カビ防止剤（塩素系）……………………… 金属部分が腐食します。
●浴室用ヌメリ取り剤……………………………………… 変色します。
●強力アカ取り剤…………………………………………… 変色します。

洗剤およびその他薬品類は、それぞれの注意表示にしたがって正しく使用する。

使い方を誤ると、人体に悪影響をおよぼしたり、故障の原因になることがあります。

お手入れは、必ず運転を停止させてから行ってください。

本体内部があたたまっているときは、温度が下がるまでお待ちください。

・掃除の目安：1週間に1回程度。
・化粧ネジ（2本）をゆるめ、吹出し口を取り外します。
・吹き出し（ルーバー）および吹出し口下を掃除してください。

・中性洗剤を使いスポンジで洗浄してください。
・ルーバーは力をかけたり強く擦ると、抜けて外れる場合があります。
・運転を停止していても、洗浄運転が始まり、ポンプ音や水の流れる音がする場合がありますが、
ファンは作動しません。

吹出し口下�

溝に差し込む�

取り付け方法�

ルーバー�
※取り外さないでください。�

吹出し口�
外す�

化粧ネジ�
吹出し口下�
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→14ページ

　15ページ

　16ページ

→12ページ

熱源機の

取扱説明書

→14ページ

　15ページ

　16ページ

熱源機の

取扱説明書

→20ページ

→26ページ

開閉器のスイッチを「入」にしてく

ださい。

温度設定スイッチで、温度設定を

高くしてください。

同時使用をさけるか、ドライ＆ミ

スト以外で使用する暖房機器を減

らしてください。

熱源機の取扱説明書に従って暖房

温水を循環させる。

温度設定スイッチで温度設定を低

くしてください。

熱源機の運転スイッチを「入」にし

てください。

・5分間の脱水をしてください。

・洗濯物は間隔をあけて吊してく

ださい。

・浴室内の水分はできるだけ拭

取ってください。

・扉のガラリを開けてください。

暖房スイッチを1回押して、リ

セットしてください。それでも点

滅する場合は、お買い求めの販売

店または当社お客様相談窓口（裏

表紙参照）にご連絡ください。

ご家庭の電源の開閉

器が「切」になっていま

せんか。

浴室内リモコンの温

度設定が低くありま

せんか。

ドライ＆ミスト以外

で暖房機器を多く使

用していませんか。

暖房循環温水が回っ

ていない。

浴室内リモコンの温

度設定が高くありま

せんか。

熱源機の運転スイッ

チが「切」になってい

ませんか。

適切な乾燥運転の準

備ができています

か。

安全装置が作動して

います。

暖房スイッチおよびサウ

ナスイッチを入れても、

運転されない。（すべて

のランプが点灯しない）

浴室内の温度が高くなら

ない。

浴室内の温度が熱すぎ

る。

乾燥運転のとき、乾燥時

間がかかる。

暖房ランプと他のランプ

が点滅する。

6. 異常かなと思ったら

商品に異常が生じたときは次の点をお調べになってから、お買い求めの販売店、または当社お客様相

談窓口（裏表紙参照）にご相談ください。異常は、故障とは限りません。

　　　　現　象 　　　原　因 　　　　　処置方法 記載ページ
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暖房運転とサウナ運転の違いは、浴室内温度の設定値が変わるの
みです。したがって、サウナ運転と同様にミストが発生します。

給湯温度が低いとき、浴室内温度が高いときなどは、ミストが
白く見えません。

予備暖房運転は乾燥暖房運転が標準です。
予備暖房を加湿暖房運転に変更する場合は、運転停止中に浴室
内リモコンの暖房ボタンを3秒間長押しします。暖房温度ラン
プが点滅するので、再度暖房ボタンを押すと、点滅位置が変わ
り暖房運転のモードが変更されます。
加湿暖房を行う場合は、必ず浴室の入口を閉めてから運転して
ください。入口を開けていると脱衣室が湿り、結露が発生する
場合があります。

室内の温度変化により部品が膨張して、部品どうしが擦れる音
です。

本体の内部を24時間ごとに自動的に洗浄する音です。

本体の内部を洗浄する音です。

温まった熱交換器の表面の水から発生した湯気が、吸込み口や
浴室のカウンターのすきまから漏れる場合があります。

6. 異常かなと思ったら

●次のような場合は、故障ではありません。

現　象 　　　理　由

暖房運転時にミストが発生す
る。

暖房･サウナ運転時にミストが白
く見えない。

ガス給湯暖房機のリモコンの予
備暖房スイッチを押すと、乾燥
した温風が出る。

浴室からピシッ、ピシッという音
がする。

使用していないのに水の流れる音
やポンプの音がする。

サウナ暖房運転を止めたのに、水
の流れる音やポンプの音がする。

サウナ運転・暖房運転の前後に吸
込み口や浴室カウンターのすきま
から湯気が漏れてくる。

こんなときは

1）停電したときは
運転中に停電した場合は、再び通電されても運転は再開されません。
続けて運転させるときは、再度運転スイッチを押してください。
設定された温度や加湿量はリセットされます。再度設定をお願いします。

2）熱源機を買い換えるときは

販売店にご相談のうえ、石油やガスの給湯暖房機または給湯機と暖房機をお買い求めください。

3）サーモ付き混合水栓を買い換えるときは

圧逃がし逆止弁付きを、お買い求めください。詳しくは、販売店にご相談ください。
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7. アフターサービス

修理を依頼されるとき

保証の範囲と保証期間

27ページの保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、本製品の補修用性能部品を、商品廃番後7年間保有しております。

販売店からの注文により供給します。

（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。）

修理の際の連絡先

この取扱説明書をよくお読みの上再度点検していただき、異常があるときはお買い求めの販売店また

は当社お客様相談窓口（裏表紙参照）までお申し出ください。

■お買い求めの販売店名と連絡方法は、裏表紙便利メモに記入しておくと便利です。

修理をご依頼されるときに、ご連絡いただきたい内容

■ ご住所

■ ご氏名

■ 電話番号

■ 商品名：ドライ＆ミスト　SSD-11G

■ 物件番号

（システムバスの「ご愛用のしおり」裏表紙または「ドア枠上部」に物件ラベルが貼付されています。）

■ ご購入日

■ 故障内容（どこの、何が、どのようになったか。

浴室内リモコンのどのランプが点滅しているか。→26ページ参照）

■ 訪問ご希望日（ご都合の悪い日も合わせてご連絡ください）
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8. 主な仕様

品番 SSD-11GR SSD-11GL

設置場所 ユニットバスのカウンター内設置

機能 浴室の暖房･サウナ･換気･乾燥

熱源 暖房用温水（80℃：4L/min)

電源 AC100V、50/60Hz（浴室内：DC 24V）

ミスト発生方法 温水湯膜方式

ミスト温度 吹き出し口にて40～60℃（吸込み温度により変わります）

使用圧力範囲 49～735kPa （0.5～7.5kgf/cm2）

暖房 8.1kW （7000 kcal/h）　吸込み温度20℃のとき

サウナ 8.1kW （7000 kcal/h）　吸込み温度20℃のとき

乾燥 3.8kW （3300 kcal/h）　吸込み温度20℃のとき

暖房 27W

サウナ 27W

換気 12W（50/60Hz)

乾燥 30W（50/60Hz）

循環 φ90クロスフローファン、DCブラシレスモーター

換気 シロッコファン　単相4極コンデンサーモーター

熱交換器 アルミプレート　φ9.52銅管

保有水量　0.5L

暖房循環配管の圧力損失 29kPa（3.5L/min　時）

38kPa（4.0L/min　時）

温水開閉方式 電磁弁、熱動弁

給水 1/2Bフレキ管

暖房 φ10樹脂管

重量 機器本体：4kg、コントローラー：2kg、浴室内･外リモコン：各0.2kg

安全装置 暖房スイッチおよびサウナスイッチの切り忘れ防止90分、

サーミスタ異常検知、スイッチ短絡検知、漏電ブレーカー、電流ヒューズ

外形寸法 690×281×192mm 690×281×192mm

※仕様は変更することがあります。

加
温
能
力

消
費
電
力

送
風
機

接
続
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9. 故障診断アラーム一覧表

ドライ＆ミストを廃棄処分される場合には、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

詳しくは、販売店にご相談ください。

10. 廃棄処分される場合のお願い

ドライ＆ミストに異常が発生した場合、浴室内リモコンの暖房ランプと温度設定ランプ（暖房・サウナ）が

点滅して原因をお知らせします。修理をご依頼されるときに、アラームNo.をご連絡ください。

アラームNo. 温度設定ランプ（暖房・サウナ）の点滅 原因

1 A 温度到達異常

2 B 吸気温サーミスタ異常

3 C 暖房循環サーミスタ異常

4 D タンク温水サーミスタ異常

5 E フロートスイッチ異常

6 F 給水弁異常

7 A ＋ F 循環ファンモーター異常

8 B ＋ F 拡散ポンプ異常

9 C ＋ F 浴室外リモコン異常

10 D ＋ F 浴室内リモコン異常

11 E ＋ F 通信経路異常

12 G 自動試運転異常

13 H 熱源機異常

点滅� A B C DH G E F



〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町1370

（※印欄は必ずご記入ください。）

無料修理規定
1. 保証期間
施工者様よりの商品の引渡し日から起算した期間をいいます。引渡し日とは、
・改修工事の場合、引渡し日は改修部分の工事完了の日とします。
・分譲住宅（建売住宅）、分譲及び賃貸マンションの場合、引渡し日は建築物が建築主様へ引き渡された日とします。

2. 保証内容
取扱説明書（または、ご愛用のしおり）、ラベルなどの注意書きにしたがった正しい使い方で不具合が発生した場合、保証期間内は無料で修理いた
します。

3. 免責事項

次の事項に該当する場合は、免責とさせていただきます。保証期間内でも、次のような場合には有料となります。

①住宅用途以外で使用した場合の不具合または住宅用途と異なる使用方法による場合の不具合
（例えば、業務用としての使用、車両・船舶の備品としての使用等）
②お客様が適切な使用、維持管理を行わなかったことによる不具合
（例えば塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取り剤の使用、水道法に定められた水質基準に適合しない水または水質全硬度（炭酸カルシウムなど）
100mg/L以上の水による不具合、お手入れ不足による汚れの付着、カビの発生等）
③お客様自身による施工または移動（移設）、分解、改造などに起因する不具合
④建築躯体、関連設備工事など商品以外の不具合による商品の不具合
⑤水垢、赤水（錆）等給水側の供給事情や、配管不備による不具合
⑥犬、猫、鳥、鼠などの動物や羽ありなどの昆虫の行為による不具合
⑦部品、製品の経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる不具合
（例えば、塗装品の色あせ、ひび割れ、変色や樹脂部品の変質、変色等）
⑧火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・水害などの天変地異または公害・異常水圧・異常水質・指定以外の電源（電圧・周波数）・塩害・凍
結・温泉地域の腐食性空気、その他の異常な外部環境による不具合
⑨当社の手配によらない業者の輸送上、加工上、組立て上、施工上、管理上、メンテナンス上などの不備による不具合
（例えば、クリーニング業者による指定外のクリーニング剤使用による変色や腐食、工事業者の養生不足による変色や腐食など）

4. 特記事項
①本書は日本国内においてのみ有効です。ただし、離島及びこれに準じる遠隔地に出張した場合は、出張に要した費用を申し受けます。
②本書の提示が無い場合は、保証期間を製造月起算といたします。
③本書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは当社または販売店以外が字句を書き換えられた場合には、保証期間
を製造月起算といたします。
④ご転居、住宅の譲渡などで、本書に表示されているお客様と所有されているお客様とが異なる場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
⑤本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合は、当社お客様相談窓口にご相談ください。

保証書
当社は、当該製品に関して、無料修理規定に則り無料修理を行うことをお約束します。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」
といいます）が発生した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。その際に本書をご提示ください。
なお、保証書が別途添付されている部品・製品は、その保証書にしたがいます。
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。

商 品 名
（または品番）

※ お 客 様

保 証 期 間

※お引渡し日

ドライ＆ミスト（SSD-11G） お引渡し日から1ヶ年

西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日

※ 販 売 店

ふ り が な

ご芳名
様

ご住所　〒

お電話　　　　　（　　　　　）

店名

住所

電話　　　　　　（　　　　　）

〈修理記録〉

年月日 内　　　　　　　　容 部品取替 費　用 保証期間 修理員名

年　　月　　日 有 ・ 無 有料・無料 内 ・ 外

年　　月　　日 有 ・ 無 有料・無料 内 ・ 外

年　　月　　日 有 ・ 無 有料・無料 内 ・ 外

※ 本書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではあ
りません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、当社お客様相談窓口にお問合せください。



　�お客様相談窓口�

　�商品についてのご相談�　�7 0120-808-194 　修理のご相談　�7

 

0120-119-555

お電話は、内容確認とサービスの向上等を目的として、保存（録音）させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針はhttp://www.yamaha-living.co.jpに公表してあります。�

●受付時間／月曜～金曜 9：00～18：00　� ●受付時間／月曜～金曜 9：00～18：00　土曜・日曜・祝日 9：00～17：00

 〒432-8001 静岡県浜松市西区西山町1370

修理サービスはお買い上げの販売店にご依頼ください。�

便利メモ ●おぼえのため、記入されると便利です。 

製品についてのご質問、ご相談、あるいはアフターサービスについてのお問い合わせは、お客様相談窓口へ�
お寄せください。�

ご購入店名�
年�

ドライ＆ミスト（SSD-11G）�

月� 日�ご購入年月日�

（　　）� 品　　名�

07-02 388-851-000
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