
エラーコード一覧表（給湯機器・浴室暖房乾燥機）
コード 内　　　　　　　　容 処理方法（改善しない場合は点検・修理が必要） 不具合の考えられる部品等
02 60分連続燃焼 給湯栓を一旦閉めて再操作 電子ユニット

03 セット不良・誤配管判定 浴槽の排水栓確認後再操作
床暖房配管確認・熱動弁100V確認

フィルタ詰り、湯はり電磁弁等
 床暖房の温水配管（クロスしていないか）、熱動弁駆動用
100V線等

10 出力ダウン運転（給排気目詰まり） 運転スイッチを一旦切って再操作 給・排気通路の閉塞、熱交詰り等

11 点火不良 ガスメーター・ガス元栓確認後運転スイッチを
一旦切って再操作 イグナイタ・ガス電磁弁等

12 途中失火・立ち消え ガスメーター・ガス元栓確認後運転スイッチを
一旦切って再操作 フレームロッド等

13 COセンサ作動 給気フィルタを掃除後再操作 COセンサ、電子ユニット
14 温度ヒューズ・過熱防止装置作動 運転スイッチを一旦切って再操作 残火、熱交換器の損傷、温度ヒューズコネクタ外れ等
16 出湯温度異常・コントロール不能・暖房部分凍結異常 運転スイッチを一旦切って再操作 出湯サーミスタ、ガス比例弁、暖房回路の詰り（凍結等）等
17 漏水検知作動 電源プラグを一旦抜いて再操作 暖房回路の微少漏れ等
19 機器内12V回路ショート・リモコンケーブル地絡 ショート・修理／リモコンケーブル修理 ガス電磁弁、湯はり弁、水量サーボ等
25 風呂水流スイッチのON故障 運転スイッチを一旦切って再操作 ふろ水流スイッチ等
29 中和器詰まり異常 点検修理が必要 中和器、排水チューブ等
31 サーミスタ異常 運転スイッチを一旦切って再操作 サーミスタの断線・短絡等
32 出湯サーミスタ異常 運転スイッチを一旦切って再操作 出湯サーミスタの断線・短絡等
33 缶体サーミスタ異常 運転スイッチを一旦切って再操作 缶体サーミスタの断線・短絡等
34 給気サーミスタ異常 運転スイッチを一旦切って再操作 給気サーミスタの断線・短絡等
38 COセンサ故障 運転スイッチを一旦切って再操作 COセンサ断線、コネクタ外れ
43 水位センサー異常 運転スイッチを一旦切って再操作 水位センサー等
50 湯張り不良 運転スイッチを一旦切って再操作 湯はり水コン等
52 ガス比例弁異常 運転スイッチを一旦切って再操作 給湯ガス比例弁の短絡等
54 暖房水補水異常 電源プラグを一旦抜いて再操作 補給水電磁弁等
61 燃焼ファン異常（回転検知しない） 運転スイッチを一旦切って再操作 給湯ファンモーター等
63 水流スイッチ異常（10分間OFFのまま） 運転スイッチを一旦切って再操作 ふろポンプ、水流スイッチ等
64 暖房ポンプ異常（回転検知しない） 運転スイッチを一旦切って再操作 暖房ポンプ等
66 バイパスサーボ異常 運転スイッチを一旦切って再操作 バイパスサーボ等
71 電子ユニット異常 運転スイッチを一旦切って再操作 電装ユニット
72 炎検出回路異常（擬似炎） 運転スイッチを一旦切って再操作 フレームロッドの配線等
90 給・排気閉塞異常 運転スイッチを一旦切って再操作 給・排気通路の閉塞、熱交詰り等
99 機能停止 点検修理が必要 給・排気通路の閉塞、熱交詰り等

コード 内　　　　　　　　容 処理方法（改善しない場合は点検・修理が必要） 不具合の考えられる部品等
U1 給湯側点火ミス ガス元栓確認後、電源スイッチを一旦切って、

再操作
ガスが来ていないか十分にきていない
ガス電磁弁・フレームロッド・電子ユニット等U2 風呂側点火ミス

U3 風呂水流スイッチが10分間OFFのまま 浴槽排水栓をしっかり閉めた後、電源スイッチ
を一旦切って、再操作 ポンプ・配管詰まり・風呂水流スイッチ・電子ユニット等

U4 自動湯はり中に風呂水流スイッチが10分間OFF の
まま

全部の給湯栓を閉めた後、電源スイッチを一旦
切って、再操作 水電磁弁・ポンプ・配管詰まり等

U5 80分間水位スイッチがOFFのまま 浴槽排水栓をしっかり閉めた後、電源スイッチ
を一旦切って、再操作

 おふろに排水栓をしていない・湯はり電磁弁・水流スイッチ・
ポンプ等

U6 連続燃焼タイマーアップ（80分） 電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作
E1 給湯側失火

電源スイッチを一旦切って、再操作 比例弁・フレームロッド・電子ユニット等
E2 風呂側失火
E3 給湯燃焼用ファンの回転を検知しない 電源スイッチを一旦切って、再操作 ファンモーターかホール IC不良・電子ユニット
E4 風呂燃焼用ファンの回転を検知しない 電源スイッチを一旦切って、再操作 ファンモーターかホール IC不良・電子ユニット
E5 風呂サーミスタの断線、コネクターの接触不良 電源スイッチを一旦切って、再操作 サーミスタ・リード線・コネクタ不良等
E6 シスターンのフロートスイッチが10分間ONのまま 電源スイッチを一旦切って、再操作 シスターンフロートスイッチ不良等
E7 自動湯はり運転から自動沸き上げ運転へ切替わらない 電源スイッチを一旦切って、再操作 三方弁
E8 伝送エラー ケーブルの接続を確認し、再操作 ケーブルショート・電子ユニットショート・コントローラ
E9 初期チェック不良、電子ユニット、コントローラの故障 電源スイッチを一旦切って、再操作 電磁弁回路・フレーム擬似電流・電子ユニット・コントローラ
H1 給水温検知装置の異常 電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作 給水サーミスタ系統・電子ユニット
H2 出湯温検知装置の異常 電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作 出湯サーミスタ系統・電子ユニット
H3 水制御装置の異常 電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作 水絞り弁のトラブル・ギアードモーター
H4 水位センサの異常 電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作 水位センサ系統・電子ユニット
F1 給湯水流スイッチ、ふろ水流スイッチの故障 電源スイッチを一旦切って、再操作 給湯水流スイッチ・ふろ水流スイッチ
F2 バイパスミキシング方式で熱交出湯温検知装置の異常 電源スイッチを一旦切るか、水栓を閉じて再操作 バイパスミキシング装置の異常・電子ユニット

L1 リモコンの運転スイッチがONしない 電源コードをコンセントから抜く、本体とリモ
コン型式を確認し、再操作 器具とリモコン型式が不適合（リモコン識別機能）

●浴室暖房乾燥機
【（注1）熱源機表示のエラーコードは表示機能のある熱源機本体の電子ユニットに表示　（注2）リモコン表示は天井埋め込みワイヤードタイプのみ】

本体エラー表示 熱源機
表示

リモコン
表示 内　　　　容 原　　　　　　　　因 処置（改善しない場合

は修理・点検が必要）

運転ランプ ｢緑｣点滅

164 16 室温サーミスタハイカット作動 室温サーミスタ、電子ユニットの故障 再操作
314 31 室温サーミスタ断線または短絡検知 サーミスタ断線・短絡、コネクタ接続不良 再操作
324 32 湯温サーミスタ断線または短絡検知 サーミスタ断線・短絡、コネクタ接続不良 再操作
624 62 循環ファン回転数異常 循環モーターの故障 再操作
684 68 換気ファン回転数異常 換気モーターの故障 再操作
704 70 電源パルス異常 電子ユニットの故障 再操作

ミストランプ ｢黄｣点滅

164 16 ミストサーミスタハイカット異常 ミストサーミスタ、流量熱動弁、電装ユニットの故障 再操作
174 17 ミストユニットの漏水検知 ミストユニットの給水・暖房回路の漏水 再操作
344 34 ミストサーミスタ断線または短絡検知 サーミスタ断線・短絡、コネクタ接続不良 再操作
434 43 漏水検知器の断線 漏水検知器の断線 再操作
764 76 本体とミストユニット基板間の通信異常 通信ハーネスの導通異常、コネクタの接続不良、電子ユニットの故障 再操作

給水ランプ ｢赤｣点灯 043 04 熱源機渇水 熱源機暖房循環水の渇水 熱源機の水を補給
給水ランプ ｢赤｣点滅 964 96 熱源機異常（渇水以外） 熱源機の故障 熱源機の修理が必要

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ・故障記憶モニター表示
 　 リモコンの「あつい」又は「▲」スイッチ
を押しながら「運転」スイッチを押す
　※対応していない機種あり

給湯暖房機 共通 給湯 ふろ
（追焚） 暖房 端末

ユッコUF・ユーアール 共通 給湯 ふろ 気泡

２桁
３桁目

（複合機の場合）



●コンロ【故障箇所　　「－1」：標準バーナー　　「－2」：小バーナー　　「－3」：強火力バーナー　　「－5」：グリル】
表示 内　　　　　　　　容 原　　　　　　　　因 処置（改善しない場合は修理・点検が必要）
00 コンロ消し忘れタイマー作動 タイマーアップ 再操作

02

グリル過熱防止センサー作動 グリルの空焼き・消し忘れ・連続使用時・少ない食材など 3～5分グリル庫内が冷えるのを待ってから再点火
焦げつき消火機能作動

天ぷら油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・から炊
きなど

やけどに注意して再操作
（センサー作動時は操作ボタンから手を離すと消火する）

天ぷら油過熱防止機能作動
空だき防止機能作動
炊飯ハイカット機能作動

11

着火エラー 炎の吹き消え・煮こぼれ・点火しなかった場合等 周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火
鍋無し検知 鍋無しを検知 鍋等を置いて再操作

機器内異常過熱防止センサー作動 異常燃焼や排気ガスと熱気が機器内に引き込まれて機器内が
異常温度になった場合 しばらく（約5分）待ってから再操作

12
立ち消え安全装置作動 炎の吹き消え・煮こぼれ・点火しなかった場合等 周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火

機器内異常過熱防止センサー作動 異常燃焼や排気ガスと熱気が機器内に引き込まれて機器内が
異常温度になった場合 しばらく（約5分）待ってから再操作

14 温度センサー過熱防止機能作動 異常を検知・部品の故障 やけどに注意して再操作
22 感震器作動 地震が発生したときなど 操作ボタンを戻す
24 センサー切キー故障 異常を検知・部品の故障 電源スイッチを切り、電源コードを一度抜き差しし、再操作
31 サーミスタ断線検知 部品の故障 修理が必要
32 サーミスタ回路故障 部品の故障 修理が必要
40 感震器断線検知 異常を検知・部品の故障 電源スイッチを切り、電源コードを一度抜き差しし、再操作
51 電磁弁回路故障 部品の故障 修理が必要
70 回路不良 部品の故障 修理が必要
72 立ち消え安全装置回路故障 部品の故障 修理が必要
79 ステッピングモーター位置エラー 異常を検知・部品の故障 電源スイッチを切り、電源コードを一度抜き差しし、再操作
●炊飯器
表示 内　　　　　　　　容 原　　　　　　　　因 処置（改善しない場合は修理・点検が必要）
00 停電で停止後の再通電状態 停電 「切」スイッチ又は「リセット」スイッチを押して再操作
10 ６５分以上連続でバーナーが燃焼した時 燃焼状態が65分以上続いたとき（玄米の場合は70分） 「切」スイッチ又は「リセット」スイッチを押して再操作
11 点火不良 ガス栓の開け忘れなど 「切」スイッチ又は「リセット」スイッチを押して再操作
12 途中失火・立ち消え 炊飯中に点火ミスや異常消火したとき等 「切」スイッチ又は「リセット」スイッチを押して再操作

14 釜底サーミスタのオーバーヒート 本体にふきんをかけるなどして、センサーが過熱した場合 「切」スイッチ又は「リセット」スイッチを押してセンサーが冷
えてから再操作

24 スイッチON故障 スイッチが連続15秒ON状態 「切」スイッチ又は「リセット」スイッチを押して再操作
30 オーバーヒート検知 空炊き等 「切」スイッチ又は「リセット」スイッチを押して再操作
31 釜底サーミスタの故障 釜底サーミスタ回路故障 「切」スイッチ又は「リセット」スイッチを押して再操作
32 上ふた・釜縁サーミスタの故障 上ふた・釜縁サーミスタ回路故障 「切」スイッチ又は「リセット」スイッチを押して再操作
70 比例弁回路の故障 比例弁電気系統故障・電子ユニットの故障 「切」スイッチ又は「リセット」スイッチを押して再操作
71 電磁弁回路の故障 電磁弁電気系統故障・電子ユニットの故障 「切」スイッチ又は「リセット」スイッチを押して再操作

72 熱電対初期値異常 熱電対電気系統故障 「切」スイッチ又は「リセット」スイッチを押して再操作
熱電対ハイカット 熱電対電気系統故障（主に熱変改造・修理後発生） 「切」スイッチ又は「リセット」スイッチを押して再操作

73 マイコン～EEPROM間の通信異常 電子ユニットのデータ不良 「切」スイッチ又は「リセット」スイッチを押して再操作
●食洗機　【（注）：エラー発生時には電源を切らずにエラー内容を確認すること】
表示 内　　　　　　　　容 原　　　　　　　　因 処置（改善しない場合は修理・点検が必要）
01 ドア開未確認異常 運転終了後、ドアを開けずに再運転した場合 電源を｢切 ｣にする（再運転する場合は必ずドアを開けてください）
03 一般洗剤使用異常・食器の誤セット 台所用の一般洗剤の誤使用・食器の中に水がたまっている等 専用洗剤の使用・正しく食器をセットする
16 庫内温異常 高温水流入、サーミスタ不良 点検・修理が必要
17 水漏れ 止水栓や給水弁の接続部から水漏れ 点検・修理が必要（水道の元栓を閉めてください）
20 ドアロックスイッチの異常 蓋モーターの破損・ハーネス断線又は接触不良 点検・修理が必要
24 操作スイッチ異常 スタート・一時停止スイッチ短絡 点検・修理が必要
26 水位異常 水位スイッチ不良・運転中一時停止で15分以上放置 再操作
30 蓋スイッチ異常 リンク機構外れ、又はスイッチ異常 点検・修理が必要
31 サーミスタ不良 サーミスタ断線・短絡（コネクタ外れ） 点検・修理が必要
43 センサー異常（電極センサー） 電極センサー線の差違い、ハーネス断線又は接触不良 点検・修理が必要
50 ヒーター不良 ヒーター断線 点検・修理が必要
56 給水関係の異常 給水弁不良、止水栓の閉 /開不足 点検・修理が必要
60 排水異常 排水ポンプ不良、配水管詰まり、残菜フィルター詰まり フィルターを掃除し、再操作 
63 洗浄ポンプの異常 洗浄ポンプ停止 点検・修理が必要
70 ヒーター回路の異常 ヒーター駆動回路不良（基板 ､リレー不良） 点検・修理が必要
●ファンヒーター
表示 内　　　　　　　　容 原　　　　　　　　因 処置（改善しない場合は修理・点検が必要）
00 停電 停電 通電後、再操作
01 ８時間自動消火 暖房運転開始後8時間過ぎた為 再操作
03 転倒時ガス遮断装置の作動 点火したまま機器を持ち運んだり、機器が倒れたとき 機器を起こした後、再操作
11 立消え安全装置作動（点火不良） ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかった時など 点検後、再操作

12
立消え安全装置作動（途中失火） ガス栓が開きたりなかった時・強化ガスホースを脱着した

後・エアフィルター詰りなど 点検後、再操作

不完全燃焼防止装置作動 換気不足・エアフィルター詰り 十分に部屋の換気を行い、エアフィルター部の掃除を行った後、
再操作

14

逆火検知スイッチOFF（低WI ガス） 異常燃焼 暖房SW「切」後、しばらく（5～6分）まってから再操作

過熱防止サーミスタ作動 エアフィルター詰りや温風吹出し口に障害物があるときな
ど

エアフィルター掃除や障害物除去後、しばらく（5～6分）まってか
ら再操作（対流ファンが回っている間は電源プラグを抜かないこと）

温度ヒューズ溶断 エアフィルターや温風吹出し口がふさがれたときなど 点検・修理が必要
16 室温ハイカット作動（40℃以上10分）電気系統の故障 点検・修理が必要
31 室温サーミスタ断線検知 室温サーミスタ断線・電気系統の故障 点検・修理が必要
32 室温サーミスタ短絡検知 室温サーミスタの故障・電気系統の故障 フィルター掃除 
33 過熱防止サーミスタ断線検知 過熱防止サーミスタの故障・電子ユニットの故障 点検・修理が必要
34 過熱防止サーミスタ短絡検知 過熱防止サーミスタの故障・電子ユニットの故障 点検・修理が必要
60 空清ファンモーター回転数異常 空気清浄ファンモーターの故障 点検・修理が必要
62 対流ファンモーター回転数異常 対流ファンモーターの故障 点検・修理が必要
67 空気清浄回路の故障 電極ワイヤーの短絡・接続コネクター外れ 点検・修理が必要

70 暖房運転スイッチ異常 暖房運転スイッチを15秒以上押し続けた時または運転ス
イッチの故障 再操作

71 電磁弁・比例弁駆動回路異常 電磁弁回路の故障・電子ユニットの故障 点検・修理が必要

72 熱電対初期値異常 熱電対電気系統故障 点検・修理が必要
熱電対ハイカット 熱電対電気系統故障（主に熱変改造・修理後発生） 点検・修理が必要

73 マイコン～EEPROM間の通信異常 電子ユニットのデータ不良 点検・修理が必要

エラーコード一覧表（厨房機器・ファンヒーター）


