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NEW Color Controller デザイン性も、機能性も、いいとこどり。
室内の雰囲気を損ねず、さらには上質な雰囲気へと引き上げてくれます。

アプリ連動機能で外出先から操作できるのも、うれしいポイントです。
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浴室リモコンにBluetoothを搭載し、

スマートフォンを浴室に持ち込まなくても、ワイヤレスで接続可能。

あなたのバスタイムを便利で豊かな時間に。

新機能業界初！※

浴室リモコンのスイッチ操作で、SiriやＧoogle アシスタントなどの音声

アシスタントを起動。音声でスマホの操作や情報検索などができます。

音声アシスタント機能

スマートフォンからの音声や音楽コンテンツを、浴室リモコンで再生するこ

とができます（再生／一時停止、早送り、早戻しなどに対応）。また、スマート

フォンにかかってきた電話を、浴室リモコンにて応対することもできます。

Bluetoothスピーカー機能

・ Siriは Apple Inc.、Google アシスタントはGoogle LLCの商標です。
・ 音声アシスタント機能や、利用可能なコンテンツは、スマートフォンに依存します。

※ 2022年8月時点 リンナイ（株）調べ

リンナイが技術の粋と独自の発想をかけ合わせた開発によって生み

出したマイクロバブルバスユニットは、視覚的な高級感・上質感に加

え、リラックス効果や優れた温浴・洗浄効果を合わせもった製品です。

入浴という慣れ親しんだ習慣に驚きと感動を与えるこの給湯システム

は、熱源機との連携によって、暮らしをより上質なものに導きます。

マイクロバブルで驚きの入浴体験を

・ 製品の詳細は専用カタログまたは、専用サイトをご覧ください。

オプション

浴室

浴室に、スマートフォンを持ち込む必要はありません。台所リモコン

浴室リモコン

目指したのは、どんな雰囲気の室内空間にも似合

い、暮らしになじむ、究極にシンプルなデザイン。 

間を大切にした直線的な構成で、シンプルであり

ながら上質な雰囲気を醸し出します。操作音も空

間の雰囲気を損ねない質のよさにこだわりまし

た。もちろん操作性にも優れ、静電式タッチスイッ

チで軽く触れるだけ。英字表記や英語音声にも対

応しています。

上質で洗練された

精緻なデザインが、

心地よい時間を演出。
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本社　〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号  

このカタログの掲載内容は、2022年8月現在のものです。  ●本カタログに掲載しております全商品の価格は、希望小売価格です。配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り
費等は含まれておりません。 ●印刷物のため、実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。  ●商品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。

お電話でのお問い合わせ

間違い電話が多くなっております。 お電話をいただく際には、番号を必ずお確かめのうえ、くれぐれもお間違いのないようにお願いします。

受付時間　365日/ 24時間 （年末年始は除く）
修理の受付時間　365日/ 24時間 （年末年始は除く）  
電話の相談時間　平日 9 :00～18 :00 / 土日祝 9 :00～17 :00 （年末年始は除く）

リンナイお客様センター

※PHSおよびIP電話からはご利用いただけませんので、
　一般電話/携帯電話からお願いします。

携帯電話でのご利用はこちらまで Tel.0570-550258Tel.0120-054321

インターネットでのお問い合わせ

https://www.rinnai.co.jp/contact/

YA39-2022-08.013

外出先からも、家のどの部屋からも。アプリを使えば、どこ

にいてもリンナイ製品を操作できます。お風呂を沸かした

り、床暖房や浴室暖房乾燥機をつけたり、いつでもワンタ

ップで操作可能。帰宅したときに、あたたかいお風呂やお

部屋が待っている毎日は、もうあたり前に。

専用アプリ

リンナイアプリを使うことで、

お風呂やお部屋での生活を

より便利なものにアップグレード

リンナイアプリ

詳細はこちら

主な機能

タイマーを設定しておけば、設

定時間に自動でスタート。あな

たのライフスタイルに合わせて

操作できます。

タイマー設定機能

料金の可視化で家計にお役立

ち。毎月、機器のガス・電気・水

道の料金がわかります。

料金詳細表示機能

離れて暮らす大切な人の機器使

用状況を確認できる、安心の機

能です。

みまもり機能

家の内外どこからでも、ワンタッ

プで操作可能です。外出先か

ら、帰宅時間に合わせて家をあ

たたかく快適に。

ワンタップ操作

プッシュ通知機能

お湯はりの完了、みまもり結果、

消し忘れ防止などのお知らせを

通知してくれます。プッシュ通知

からの操作も可能。

ウィジェット機能

製品のスイッチON/OFFを、ア

プリを閉じた状態でも操作・確

認が可能。プッシュ通知で完了

状況などを教えてくれます。

リンナイの様々な機器とつながり、アプリひとつで生活をもっと快適に。

アプリ対応機器

お風呂 床暖房 パネルヒータ

リモコンラインアップ

台所リモコン

26-4079

MC - 332VC - W（ホワイト）

26-4109

MC - 332VC - B（ブラック）

￥39,600（税抜￥36,000）

高さ128×幅128×奥行20.5mm

浴室リモコン

26-4126

BC - 332VC - W（ホワイト）

26-4117

BC - 332VC - B（ブラック）

￥40,700（税抜￥37,000）

高さ99×幅240×奥行21mm

サブリモコン

24-9238

SC - 300 - W（ホワイト）

24-9246

SC - 300 - B（ブラック）

￥17,600（税抜￥16,000）

高さ120×幅90×奥行18mm

・台所リモコンと浴室リモコンは白と黒を組み合わせて使用できます。

「お風呂」では、お風呂のお湯はり・おいだき・また浴室暖房機の操作ができます。
対応する熱源機、浴室暖房機について詳しくはお問い合わせ下さい。
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