
2つの専用容器で多彩な調理が可能に！家事
ラク
家事
ラク

マルチグリル

ノーリツで
家事ラク !

安全・安心

※1 宅内無線LANルーターと接続できる環境に限ります。
※2 離れて暮すご家族の家にRC-G001EWシリーズを設置し、ご自身のスマートフォンを接続する必要があります。

75cm タイプ

従来のグリルではできない多彩な調理。
メニューにぴったりの火加減を自動調節しておいしく仕上げます。

N3S09PWASPSTES
希望小売価格 
¥248,000（税抜）

ステンレスゴトク
フラッシュオレンジガラストップ
シルキーステンレスフェイス

75cm タイプ
N3S05PWASKSTEC
希望小売価格 
¥288,500（税抜）

グレーホーローゴトク
プラチナシルバーガラストップ

ステンレスフェイス

プログレ

システムバス ユパティオ
壁デザイン：菊づくし 移ろい

「入浴タイマー」で
長湯による“のぼせ”対策

のぼせの対策

「浴室モニター機能」で
気づき遅れ対策

気づき遅れの対策

「ゆるやか浴機能」で
体への負担低減

ヒートショックの対策

“見まもり”で安心をサポート「おふろの見まもり新機能」
浴室内の人の動きを検知して入浴事故対策。

安全な入浴をサポート、家計にもやさしい次世代給湯器
安全
・
安心
安全
・
安心

“見まもり”の
安心を動画で
チェック

プレートパン（L）

浴槽に浸かると、自動的にタイマーがスタート。一定時間が経過したら浴室
リモコンが音でお知らせ。長湯によるのぼせ対策をします。
台所リモコンでもタイマー表示。ダブルで見まもります。

長すぎる？！
入浴時間を見まもり

スマートフォンで確認、同居家族の入浴を見まもります
安全
・
安心
安全
・
安心

離れて暮らす家族の
ライフログで
見まもります。※2

スマートフォンに浴室の状況が
表示されるので家中どこからでも
見まもりできます。※1

わかす
アプリ

入室検知 入浴検知お湯はり中

浴室リモコン

台所リモコン

※ノーリツ「わかすアプリ」をインストー
ルしたスマートフォンと連動します。

※無線LANルーターを経由してインター
ネットに接続できる環境が必要です。

台所や浴室まで行って
リモコンを操作しなくて
もスマートフォンの専用
アプリで操作が可能

ネット・ゼロ・エネルギーハウス（ZEH）の達成に大きく貢献
ガスエネルギーと空気熱を利用するハイブリッド給湯・暖房システム

希望小売価格 ¥867,600（税抜）
希望小売価格 ¥787,600（税抜）

ハイブリッド給湯暖房システム
ハイブリッドふろ給湯システム

※貯湯ユニット、ヒートポンプユニット、リモコン、配管カバーのセットになります。

※プログレはプレートパン、キャセロール 
　ピアットはプレートパンL、キャセロールLになります。キャセロールLは別売品になります。

貯湯タンク容量

140ℓ

搭載
145%145%給湯一次エネギー効率

見まもり機能見まもり機能入浴時の安心をサポート

狭小地にも設置可能

ノーリツのシステムバス「おそうじ浴槽」に対応
外出先からも入浴準備がアプリ操作でラクラク完了

家事
ラク
家事
ラク

家の中から 外出先から

●リモコン
　RC-G001EWマルチセット

給湯器使用状況

入浴前の準備も
スマートフォンで簡単操作。

「おそうじ浴槽」にも対応。

帰宅途中にスマートフォンから
お湯はりしておけば家に
着くころにお湯はりが完了。

ガスふろ給湯器ガスふろ給湯器

ビルトインコンロビルトインコンロ

ハイブリット給湯・暖房システムハイブリット給湯・暖房システム

浴室リモコン

台所リモコン

ガスふろ給湯器【 スタンダード 】
GT-C2462AWX BL
本体＋リモコン
希望小売価格 ¥427,800（税抜）

●リモコン
　RC-G001Eマルチセット

浴槽の栓が
自動で開き排水。

「ふろ洗浄」ボタンを
押す。

お湯で予備洗浄。

お湯で汚れをすすぎ落とす。洗浄完了。 洗剤を噴射。

おふろ掃除はおふろにオマカセ！さよなら、おふろ洗い。

スイッチオンで浴槽内に洗剤と
お湯が届いてしっかり自動洗浄。

洗剤は1ヶ月に1回の
補充でラクラク。

http://www.noritz.co.jp ● 修理・点検・商品についてのお問い合わせは… 株式会社ノーリツ コンタクトセンター 0120-911-026電話料金無料 携帯電話からのお問い合わせは 0570-064-910（有料）

無線 LAN対応リモコン無線 LAN対応リモコン

煮る・蒸す・焼く
パンやスイーツも！

焼く・ノンフライ・
あたために！

キャセロール（L）

蒸す パンあたためる焼く
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