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高効率ガスふろ給湯器 

 

 

 

GT-C(CP/CV)2462 シリーズ、GT-C(CP/CV)2062 シリーズ 

GT-C(CP/CV)1662 シリーズ、GT-C(CP/CV)2063 シリーズ 

GT-C(CP/CV)1663 シリーズ 

GRQ-C2462 シリーズ、GRQ-C2062 シリーズ 

GRQ-C1662 シリーズ 

 

 

 

高効率ガス温水暖房付 

ふろ給湯器 

 

 

 

GTH-C2059 シリーズ(FT3520KRS シリーズ) 

GTH-C2459 シリーズ(FT4220KRS シリーズ) 

GTH-C(CV)1660 シリーズ(FT2820ARS シリーズ) 

GTH-C(CP/CV)2460 シリーズ(FT4220ARS シリーズ) 

GTH-C(CP/CV)2461 シリーズ（FT4220ARS シリーズ) 

GTH-C2453 シリーズ、（FT4218LRS シリーズ） 

GTH-C2050-KO シリーズ、GTH-C2452-KR シリーズ 

GTH-C1650-KR シリーズ、GTH-C2050-KR シリーズ 

    

＜＜＜＜COCORO HOMECOCORO HOMECOCORO HOMECOCORO HOME との連携機能＞との連携機能＞との連携機能＞との連携機能＞    

 ・ふろ操作・ふろ操作・ふろ操作・ふろ操作 ： ふろ自動湯張り 「ON/OFF」  

 

 

注 1） 給湯器リモコンによっては、運転状態が OFF の場合、運転を ON に切り替えてからお湯はりをします。  

注 2） 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、COCORO HOME からの操作を行うこ

とができます。 

 

 

 

※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。 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 


