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【新システムの特長】 

 

① 無線 LAN 対応給湯器リモコン「RC-G001EW」、スマートスピーカーでの音声操作が可能に 

2018年 9月発売のリモコン「RC-G001EW」は、

入浴時の安心をサポートする「見まもり」機能を業

界で初めて搭載した高効率ガスふろ給湯器「GT-C62 

シリーズ」、および同機能を搭載した高効率ガス温

水暖房付ふろ給湯器「GTH-C シリーズ」向けで、

スマートフォンを使ってリビングなど宅内からの入

浴者の「見まもり」が可能なほか、外出先からの「お

湯はり」、「温水暖房」などの操作ができます。今回

の新システムにより、スマートスピーカーを介して音声での操作も可能となりました。 

ノーリツのシステムバスに標準搭載の浴槽自動洗浄機能「おそうじ浴槽」を、音声で操作できる

点が独自で、「アレクサ、ノーリツでおふろを洗って」と話しかけると運転します。 

忙しい共働き世帯の家事の負担軽減をはじめとして、おふろに関する生活シーンをサポートしま

す。 

 

「「「「RC-G001EW」」」」のののの IoT 対応対応対応対応 

今回のスマートスピーカー対応項目今回のスマートスピーカー対応項目今回のスマートスピーカー対応項目今回のスマートスピーカー対応項目 

機能機能機能機能 

ふろ機能 自動お湯はり・追いだき 

暖房 運転 

床暖房 運転 

おそうじ浴槽 運転 

すでにすでにすでにすでにスマートフォンでスマートフォンでスマートフォンでスマートフォンで対応の項目対応の項目対応の項目対応の項目 機能機能機能機能 

宅内のおふろの見まもり 同居家族の浴室への入室・退室、浴槽への入浴時間を宅内にてスマートフォンで確認 

離れた家族の見まもり 離れて暮らす家族のお湯や浴室暖房の使用の有無をスマートフォンで確認 

外出先でも給湯器の操作が可能 宅外からスマートフォンでお湯はり、追いだき、床暖房、暖房、おそうじ浴槽などの操作

が可能 

エラー発生時には対処方法を 

ガイド 

給湯器の故障時にはスマートフォンにエラーコードを表示し、対処方法を検索可能 

HEMS に対応 ECHONET Lite 規格に準拠し、HEMS との接続に対応 

 

 

 

② 「ユコア HYBRID」用の無線 LAN 対応新リモコン「RC-G057PEW」新発売 
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「RC-G001EW」 左︓台所リモコン、右︓浴室リモコン 

「RC-G057PEW」 左︓台所リモコン、右︓浴室リモコン 



「「「「RC-G057PEW」」」」のののの IoT 対応対応対応対応 
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スマートフォンで対応の項目スマートフォンで対応の項目スマートフォンで対応の項目スマートフォンで対応の項目 機能機能機能機能 

宅内のおふろの見まもり 同居家族の浴室への入室・退室、浴槽への入浴時間を宅内にてスマートフォンで確認 

離れた家族の見まもり 離れて暮らす家族のお湯や浴室暖房の使用の有無をスマートフォンで確認 

外出先でも給湯器の操作が可能 宅外からスマートフォンでお湯はり、追いだき、床暖房の ON・OFF などの操作が可能 

ハイブリッド機能遠隔操作 自動貯湯、今すぐ貯湯、太陽光発電利用、HYBRID表示 

ハイブリッド機能以外 運転スイッチ、ふろ予約、床暖房、暖房、おそうじ浴槽 

エラー発生時には対処方法を 

ガイド 

給湯器の故障時にはスマートフォンにエラーコードを表示し、対処方法を検索可能 

HEMS に対応 ECHONET Lite 規格に準拠し、HEMS との接続に対応 

 

品名 インターホン 希望小売価格 

（税・工事費別） 

対応給湯機器 

「RC-G057PEW」 あり 54,800円 ハイブリッド給湯・暖房システム 

・ハイブリッド GTH SH-GTHC2410AD-1シリーズ 

ハイブリッドふろ給湯システム 

・ハイブリッド GT SH-GTC2410A-1シリーズ 

 

発売予定日 

2019年 3月 1日（金） 

 

 

【 参考ニュースリリース 】 

■スマートフォンで入浴者の"見まもり"を実現。IoT 技術を導入した無線 LAN 対応給湯器リモコン 

https://www.noritz.co.jp/company/news/2018/0424.html 

■ハイブリッド給湯・暖房システムをリニューアル。入浴事故の軽減に向けて、おふろの"見まもり機能"を搭載 

https://www.noritz.co.jp/company/news/2018/0705.html 

 

 
※ニュースリリースに記載されている内容は、発表時点のものです。最新の情報とは内容が異なっている場合がありますので、ご了

承ください。 

 

 


