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※同じ番号でも給湯器のメーカーによって内容が異なる場合がございます

コード エラー内容 処理内容 原因、不具合が考えられる箇所など

002 試運転時残り湯あり 浴槽を空にして再操作 誤操作

003 暖房（乾燥）中の停電 暖房端末を一旦切って熱源機リモコンを入れる 暖房（乾燥）中の停電後初回暖房運転時に表示

011 給湯を連続60分以上運転 給湯栓を閉めた後運転スイッチを一旦切って再操作 誤操作

012 追焚を連続60分以上運転 運転スイッチを一旦切って再操作 誤操作

013 長時間連続使用警告 35分以上機器の運転を停止させる 誤操作

030 試運転時浴槽水無し 浴槽に水を入れて再操作 誤操作

031 湯はり強制終了 再操作 湯はり途中で停電し、停電後復帰

032 ふろ湯はり連続タイマー 浴槽排水栓の確認 浴槽排水栓閉め忘れ、連続湯はり

100 給湯能力ダウン運転 給湯栓を一旦閉めて再操作 給排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど

101 給湯能力ダウン運転 給湯栓を一旦閉めて再操作 給排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど

103 暖房燃焼改善運転 給湯栓を一旦閉めて再操作 給排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど

110 点火不良 ガス栓確認後再操作 ガス元栓が開いているか、イグナイタ、ガスコントロール

111 給湯点火不良 ガス栓確認後再操作 ガス元栓が開いているか、イグナイタ、ガスコントロール

112 ふろ点火不良 ガス栓確認後再操作 ガス元栓が開いているか、イグナイタ、ガスコントロール

113 暖房点火不良 ガス栓確認後再操作 ガス元栓が開いているか、イグナイタ、ガスコントロール

120 途中失火 ガス栓確認後再操作 給湯/ふろフレームロッド、ガス圧

121 給湯途中失火 ガス栓確認後再操作 給湯/ふろフレームロッド、ガス圧

130 COセンサー・不完全燃焼防止装置作動 フィルター掃除　再操作 給排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど

140 過熱防止装置、温度ヒューズ作動 修理点検が必要 温度ヒューズ、ハイリミットスイッチ

173 暖房水微小漏れ 電源プラグを抜いてから再操作 シスターンの不凍液注入口の蓋、暖房回路の漏れ確認

190 ２次側電路の地絡 修理点検が必要 2次側電路が地絡（機器ハーネス、12V回路、リモコンケーブル）

190 中和器関連部品不具合 修理点検が必要 ドレンタンク水位電極異常

193 通信コード不具合 修理点検が必要 電源・電装線地絡検出

200 給湯残火安全装置作動 修理点検が必要 空焚き安全装置作動

252 ふろ水流スイッチの異常 運転スイッチを一旦切って再操作 ふろ水流スイッチパドルが戻らない
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コード エラー内容 処理内容 原因、不具合が考えられる箇所など

290 中和器詰まり異常 給湯栓を閉めて再操作、凍結の場合は自然解凍 中和器、排水チューブ等、冬場の凍結

291 中和器詰まり異常 給湯栓を閉めて再操作、凍結の場合は自然解凍 中和器、排水チューブ等、冬場の凍結

311 給湯入水サーミスタ異常 修理点検が必要 水通路部のセンサー系統に不具合

332 高温検知サーミスタ異常 修理点検が必要 温度を測定する部品の不具合

342 沸騰防止サーミスタ異常 修理点検が必要 ふろ回路系統のセンサーが異常

380 COセンサー異常 運転スイッチを一旦切って再操作 給排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど

391 バーナセンサー異常 修理点検が必要 燃焼系統のセンサーが故障

411 給湯水量センサー異常 応急的にお湯はりするにはお水を貯めて追いだき 水量センサー、電装基板の故障

412 注湯水量センサー異常 応急的にお湯はりするにはお水を貯めて追いだき 自動湯はりが作動しない時に出るエラー

502 湯はり不良　 運転スイッチを一旦切って再操作 給水圧、湯はり水コン、水量センサー付水量サーボ

510 ガス電磁弁異常 点検修理が必要 ガス通路関連の部品が故障

512 給湯、追いだきできない 点検修理が必要 燃焼系統部品の不具合

540 排水関連の不具合（二方弁） 点検修理が必要 排水関連の不具合

542 ふろ自動関連の部品の不具合（三方弁） 点検修理が必要 ふろ自動関連の部品の不具合

543 暖房補水異常 電源プラグを抜いてから再操作 電子ユニットのアース線、給水栓、補給水電磁弁

562 湯張り電磁弁異常 運転スイッチを一旦切って再操作 湯張り電磁弁の故障

563 暖房熱動弁異常（自動試運転時） 点検修理が必要（設置後すぐは設置した販売店へ） 暖房熱動弁の故障

610 燃焼ファン異常 運転スイッチを一旦切って再操作 ファンモータ

611 給湯ファン異常 運転スイッチを一旦切って再操作 給湯ファンモータ

612 ふろファン異常 運転スイッチを一旦切って再操作 ふろファンモータ

613 暖房ファン異常 運転スイッチを一旦切って再操作 暖房ファンモータ

632 ふろポンプ異常 水位を循環アダプタより上にする、循環アダプタ掃除 ポンプ、水流スイッチ

642 ふろポンプ異常 運転スイッチを一旦切って再操作 風呂ポンプの故障

643 暖房ポンプ異常 運転スイッチを一旦切って再操作 暖房ポンプが回転検知しない

651 水量サーボ異常 運転スイッチを一旦切って再操作 水量サーボ

652 流量調整弁異常 点検修理が必要 水の量を調節する部品の不具合

661 バイパスサーボ異常 運転スイッチを一旦切って再操作 水量サーボ、バイパスサーボ

721 給湯側炎検出回路異常 運転スイッチを一旦切って再操作 水量サーボ、バイパスサーボ
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コード エラー内容 処理内容 原因、不具合が考えられる箇所など

722 ふろ側炎検出回路異常 運転スイッチを一旦切って再操作 フレームロッド配線、マニホールド（組）

723 暖房側炎検出回路異常 運転スイッチを一旦切って再操作 フレームロッド配線、マニホールド（組）

730 電装基盤設定異常 電源プラグを抜いてから再操作 本体基板の不具合

733 Eコン地絡 電源プラグを抜いてから再操作 暖房信号線もしくは関連するセンサー等の不具合

738 デップスイッチ途中切替異常 点検修理が必要 電気回路部品の不具合

760 リモコン電送通信異常 運転スイッチを一旦切って再操作 電子ユニットの故障

763 リモコン信号線誤接続 点検修理が必要 電子ユニットの台所リモコンの床暖房系統に他端末の信号線が接続

764 暖房端末機器側不良 点検修理が必要 温水エアコン等（端末機器側）の不具合（給湯機器は正常）

888 点検時期告知表示 法定点検が必要 電源投入後10年相当の経過

901 給湯　給排気閉塞異常 給排気トップが塞がっていないか（冬は雪）確認 給排気通路、熱交フィン、ファンモータ

903 暖房　給排気閉塞異常 給排気トップが塞がっていないか（冬は雪）確認 給排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど

920 中和器寿命警告表示 そのまま使用可能だが、早めの部品交換が必要 中和器の寿命が近い

921 中和器寿命警告表示 そのまま使用可能だが、早めの部品交換が必要 中和器の寿命が近い

930 中和器寿命機能停止 中和器の交換が必要 中和器の寿命を超えた

931 中和器寿命機能停止 中和器の交換が必要 中和器の寿命を超えた

991 給湯機能停止 給排気トップが塞がっていないか（冬は雪）確認 給排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど

993 暖房機能停止 給排気トップが塞がっていないか（冬は雪）確認 給排気通路の閉塞、熱交フィン詰まりなど
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