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別売部品（天井吊形）



取付図
（天井吊形）

■昇降グリルメカキット（CZ-06KSKD3）・昇降グリル固定金具（GRL-T56AU）
● S-G36・45・56TS1

■昇降グリルメカキット（CZ-06KSKD3）・昇降グリル固定金具（GRL-T80AU）
● S-G71・80・90TS1



取付図
（天井吊形）

■昇降グリルメカキット（CZ-06KSKD3）・昇降グリル固定金具（GRL-T160AU）
● S-G112・140・160TS1



取付図
（天井吊形）

■フィルターチャンバー（CMB-FT56A）・昇降グリルメカキット（CZ-06KSKD3）
　昇降グリル固定金具（GRL-T56AU）
● S-G36・45・56TS1

■フィルターチャンバー（CMB-FT80A）・昇降グリルメカキット（CZ-06KSKD3）
　昇降グリル固定金具（GRL-T80AU）
● S-G71・80・90TS1



取付図
（天井吊形）

■フィルターチャンバー（CMB-FT160A）・昇降グリルメカキット（CZ-06KSKD3）
　昇降グリル固定金具（GRL-T160AU）
● S-G112・140・160TS1



取付図
（天井吊形）

■各フィルター・フィルターチャンバー（CMB-FT56A）
● S-G36・45・56TS1

■各フィルター・フィルターチャンバー（CMB-FT80A）
● S-G71・80・90TS1



取付図
（天井吊形）

■各フィルター・フィルターチャンバー（CMB-FT160A）
● S-G112・140・160TS1



取付図
（天井吊形）

■ドレンアップキット（DP-TR160AN）・L 字配管キット（DP-TR34LA）
● S-G36・45・56TS1

■ドレンアップキット（DP-TR160AN）・L 字配管キット（DP-TR35LA）
● S-G71・80・90TS1



取付図
（天井吊形）

■ドレンアップキット（DP-TR160AN）・L 字配管キット（DP-TR35LA）
● S-G112・140・160TS1



取付図
（天井吊形）

■ L 字配管キット（DP-TR34LA）
● S-G36・45・56TS1

■ L 字配管キット（DP-TR35LA）
● S-G71・80・90TS1



取付図
（天井吊形）

■ L 字配管キット（DP-TR35LA）
● S-G112・140・160TS1



取付図
（天井吊形）

■自然気化式加湿器（RH-TN05A）
● S-G36・45・56TS1

■自然気化式加湿器（RH-TN07A）
● S-G71・80・90TS1



取付図
（天井吊形）

■自然気化式加湿器（RH-TN14A）
● S-G112・140・160TS1



仕様と据付
（天井吊形）

●昇降グリルメカキット（CZ-06KSKD3）
■外形寸法図



付属品　付属品は取付工事に必要なため、工事が完了するまで捨てないでください。

品名 昇降メカA 昇降メカB

個数 

形

状

1 1 1 各1 1 1 11 2
取扱説明書 取付説明書 電装ボックス 受信部 ネジ コードクランプ

1
ブッシング 

2. サイドパネル取りはずし
サイドパネル固定ネジ（左右各1本）をはずした後にサイドパネル
を前側にスライドして取りはずしてください。

1.昇降グリルメカキット取り付け前の準備

天井吊形に取り付ける場合

警　告

■ 据付工事、電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
■ ここに示した注意事項は、「　 警告」、「　 注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守っ

てください。表示と意味は次のようになっています。

● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに“取扱説明書”にそってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明して
ください。また“据付工事担当のかたへ”、“電気工事担当のかたへ”または“据付工事説明書”は、“取扱説明書”とともに、お客様で保管い
ただくように依頼してください。

● 電気配線工事は、ユニット本体同梱の「電気工事担当のかたへ」または「据付工事説明書」の説明に
従ってください。

昇降グリルメカキット取付説明書

安全上のご注意

注　意

。

85464369509002
BE0611-20414

1. 吸込グリル取りはずし
吸込グリルのフック（2か所）を矢印方向にスライドし、開いてください。
吸込グリルを開いた状態で、後部ヒンジ（2か所）のツメを － ドラ
イバーで押しながら引き抜いてください。

● 据付、電気工事は、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
● 据付工事は、“据付工事担当のかたへ”“電気工事担当のかたへ”または“据付工事説明書”に従って確実に行ってください。据え付けに

不備があると、冷媒漏れ、水漏れ、感電、火災等の原因になります。
● 電気工事は、電気工事士の資格のある方が、｢電気設備に関する技術基準｣、｢内線規程｣および“据付工事担当のかたへ”“電気工事担

当のかたへ”に従って施工し、必ず専用回路を使用してください。電気回路容量不足や施工不備があると、感電・火災の原因になります。
● 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定してください。接続や

固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。
● 据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、ユニットの落下によリ、けがの原因になります。
● 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。
● 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの

火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。

● 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置は行わないでください。万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜ると、発火の原因になることがあります。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する
おそれがある内容」です。注意

サイドパネル

前方にスライド 

フック
吸込グリル 

ス
ラ

イ
ド

 

ヒンジ 

ツメを － ドライバーで押しな
がら吸込グリルを引き抜く

ワイヤレスリモコン 

試運転 補足
併用の場合 

本説明書 

（短配線） （長配線） 

高天井用1方向 
カセット形のみ使用 

2個 

1個 

4×10

仕様と据付
（天井吊形）

■取付説明書



3. 別売部品の昇降グリル固定金具で昇降グリルを組み立てる

昇降グリルの組立方法は、昇降グリル固定金具に付属している取
付説明書に従ってください。

昇降メカ取付図

1. 昇降メカのツメ2か所を室内ユニット側面のスリットに押し込み、付属のネジ（4本）で取り付けます。
※昇降メカは左右違いますのでご注意ください。
※昇降メカの吊りワイヤーとばねの入ったビニール袋は、工事が終わるまで取りはずさないでください。
※左ドレン配管を行う場合は、昇降メカの吊りワイヤーとドレン断熱材が接触しないように注意してください。

3.昇降メカの取り付け

1. 固定金具をはずします。
2. 電装ボックスのカバー取付ネジ（2か所）をゆるめてカバーをはずし

ます。（右図）
3. 受信部を室内ユニットに取り付けます。

① － ドライバーの先端にビニールテープを巻き、カバーの○印の下
の側面の溝に差し込んでこじるようにしてください。（下図右）

② パネルにリード線を通してから受信部をパネル穴に取り付けます。
③ 受信部のリード線は、ルーバモーターの配線を固定しているクラ

ンパーに固定します。（下図左）
ワイヤレスリモコンをご使用になる場合は、別紙の“昇降グリルメ
カキットとワイヤレスリモコンを併用する場合”の説明書に従って
取り付けてください。

〈注意1〉受信部の配線は電源引込線などといっしょにより合わせる
と誤作動の原因となりますので避けてください。

〈注意2〉ユニット電源にノイズを誘導している場合は、ノイズフィ
ルターを取り付ける等の処置が必要です。

2.受信部の取り付け
※フィルターチャンバー（別売品）と同時に取り付けることができます。

昇降メカの取り付けは、冷媒配管・ドレン配管接続後に行ってください。

〈注意〉吸込グリルに使用していたフック・ヒンジは応急時に使用し
ますので、お客様で保管いただくように依頼してください。
室内ユニットに取り付けないでください。

4.昇降高さおよび機種切替の設定のしかた
1. 昇降電装ボックスのネジ（１か所）をゆるめ、カバー

をはずしてください。
2. ご使用になる高さにあわせて、右図のように基板上の

スイッチを設定してください。
出荷時は2.0m天井吊形の設定になっています。

3. 昇降電装ボックスを室内ユニットに取り付けてくださ
い。
室内ユニットの差し込み部に昇降電装ボックスを差し
込み、付属のネジ（2か所）で固定してください。

昇降グリル固定金具 

サイドパネル受信部 

サイドパネル

昇降メカB
（長配線）

吊りワイヤー 

昇降メカA 
（短配線） 
昇降電装ボックス 

※ 
フィルター

チャンバー
（別売品） 

吊りワイヤー 

昇降グリル 
（別売の昇降グリル固定金具を組み込み状態） 

室内ユニット 

室内ユニット 
電装ボックス 

ネジ2本電装ボックス 固定金具 

ネジ（4本）

ツメ
スリット

昇降メカ（左） 

形式63～90は斜線部の
金具がありますので、図
のように配線を通してく
ださい。

ネジ4本

ツメスリット

昇降メカ（右） 

CN2 昇降メカ 

CN4  昇降メカ 

CN5 受信部 

SW1

ネジ

1.0
1.5
2.0
2.4
2.7
3.1

グリル下降距離設定（SW1）
（出荷時設定=2.0m天井吊形）

0

1

※ 4 は機種の切替です。天井吊形は出荷時の
位置“0”から動かさないでください。

※ 
1 ２ ３ ４

－ ドライバー 
（ビニールテープを巻く） 

◯印マークの下の 
側面の溝に差し込む 

ビニールテープ 

仕様と据付
（天井吊形）



サイドパネルを後方にスライドして取り付け、固定ネジで取り付
けてください。

● サイドパネルを取り付けるときは、吊りワイヤーおよび配線を
はさまないように気をつけてください。

昇降メカに貼り付けてあるビニール袋から吊りワイヤーとばねを取
り出してください。

図のようにグリルプーリーへワイヤーを確実に通してください。
● 取り付けが終わったらもう一度次の確認をしてください

・吊りワイヤーの連結部がはずれかけていませんか
・グリルの吊りワイヤーが配線などと接触していませんか
・吊りワイヤーがプーリーからはずれたり、はさまったりしてい

ませんか

B.昇降グリルの取り付け

A.サイドパネルの取り付け

6.サイドパネル・昇降グリルの取り付け

5.配線のしかた

吸込グリルのフック（2か所）をはずして昇降グリル固定金具
に付属しているシールを貼り付けてください。
ヒンジはそのまま取りはずしてください。
ヒンジ・フックは、取付説明書といっしょに保管してください。

ヒンジ・フックが取り付けられていないのを確認し、昇降グリ
ル用リモコンで吸込グリルを上昇させます。

エアコンに電源が通電されている場合

エアコンに電源が通電されていない場合

電源が通電されるまで吸込グリルに取り付けてあるフックとヒ
ンジをそのまま使用し、吊りワイヤーが外に出ないように吸込
グリルを取り付けてください。
通電されたら、必ず上記の“エアコンに電源が通電されている
場合”の説明に従い、作業を行ってください。

ヒンジ・フックの取り付け方（応急時）

仮掛けを行う場合には、室内ユニットのグリルに取り付けてあっ
たフックおよびヒンジを使用してください

1. 昇降メカから出ている配線コネクタを昇降電装ボックスに接続します。それぞれ昇降メカA（短配線）をCN2、昇降メカB（長配線）をCN4
に接続します。

2. 受信部から出ている配線・コネクタを昇降電装ボックスのCN5に接続します。

3. 昇降電装ボックスのCN1から出ている配線コネクタを室内ユニットのCN20（GRL：青5P）コネクタに接続します。

4. 各室内ユニットの形式によって、下図のように配線処理を行ってください。
配線処理を行わない場合は、配線にたるみが生じ配線のはさみ
込み等が発生しますので必ず実施してください。

5. 室内ユニットの電装ボックスおよび昇降電装ボックスにそれぞ
れカバーを取り付けます。

②

①

①

①

①

②

②

通電の有無で次の対応を行ってください。

グリルの吊り方 グリルプーリーへの吊りワイヤーの通し方

サイドパネル

後方にスライド 

グリル 

グリルプーリー 
連結部 

吊りワイヤーは 
プーリーからはずれないように 
かけてください この側面のすき間から吊りワイヤーを通す 

ヒンジ

グリルを昇降させるとき 仮掛けを行うとき 

フック

形式63～160の場合
付属のコードクランプで配線を固定してください
（形式40～56は使用しません） 

形式40～90の場合
あまった配線を結束してください 
（形式112～116は使用しません） 

昇降メカ配線取入口 

クランパーに固定
してください

電源・ユニット間・リモコン配線取入口 

昇降メカAおよび 
受信部の配線取入口 

CN2 昇降メカ 

CN4  昇降メカ 

CN20（GRL：青5P）

CN5 受信部 

SW1

CN 1

室内基板 

昇降メカBの配線 

仕様と据付
（天井吊形）



● 配線接続が確実にされていることを確認します。
※接続されていないと、グリルの昇降動作ができなくなります。

● リモコン（ワイヤード・昇降操作専用リモコン・ワイヤレス）を使用しなくても、
右図のサービススイッチにて、昇降が可能です。サービススイッチは押すごとに、
上昇、停止、下降をくり返します。

サービススイッチでも動作しない場合に、昇降グリルをはずす時は、昇降グリル
を下方に引き下げ、サイドパネルを固定しているネジ（2か所）をはずしてサイ
ドパネルをはずします。
昇降メカを固定しているネジをはずして、昇降メカといっしょに昇降グリルをは
ずしてください。

（1）据え付け後の確認

上記項目を確認した後、この説明書とユニット本体および別売部品の説明書等の一式全てとヒンジ・フックをお客様へ渡
してください。
その際、ユニット本体の取扱説明書に記載されたフィルターの清掃の説明を必ずお客様へしてください。

7.据え付け後の設定・その他

（4）サービス時

（3）据え付け後の動作確認
●（2）の設定終了後に、動作確認を行ってください。
● 電源投入時、初めて操作した場合は、下げるを押しても上昇動作をします。
● 昇降グリルが室内ユニットにきちんと収まると、収納動作を2回くり返した後、モーターが停止します。
● 上昇動作途中で停止の場合は、再度上げるを押して、収納を確認してください。

● 別売品の昇降操作専用リモコンでも昇降グリルの操作が可能です。
● 別売ワイヤレスリモコン（本体組込受信部タイプ）を併用する場合は、別紙「昇降グリルメカキットと

ワイヤレスリモコンを併用する場合」を参照してください。

ワイヤレスリモコン対応の場合

（2）昇降グリルをワイヤードまたはタイマーリモコンから操作するための設定方法
ワイヤード（タイマー）リモコンの　　　ボタンでグリルを操作するためには必ずワイヤード（タイマー）リモコンから下記設定を行ってください。
この設定をしないと　 　ボタンを長押ししても“この機能は使用できません”または“　　”が表示されます。
①　　　＋　　　＋　　　ボタンを同時に4秒間以上押します。
※昇降グリルを設置している室内ユニットを含むグループ制御を行なう場合は親機に対して設定する必要

があります。最初に表示されるユニットNoはグループ制御の親機の室内ユニットアドレスですの
で　　　　ボタンを押さないでください。

②温度設定　　　　／　　　　ボタンで項目コード「30」を指定します。
③時間　　／　　ボタンで設定データを「0000」から「0001」に変更します。
④　　　ボタンを押します。（表示が点滅から点灯に変わればOK）
⑤　　ボタンを押します。通常の停止状態になります。　 　ボタンを4秒間以上押して液晶表示部に“フィ

ルター　　 ”または“　　”と表示されることを確認してください。再度　　　ボタンを4秒間以上（ま
たは、2回）押すと通常の停止状態に戻ります。

※ワイヤードリモコン（CZ-10RT4）をご使用の場合は、付属の「据付工事説明書 試運転編 補足」を参照
してください。

運転 ／ 停止 

タイ マ ー 時間 セッ ト 

取消 スイング /風向 省エ ネ 

フィルター 点検 ユニッ ト選択 換気 

温度設定 

風速切換 運転切換 

室温設定温度 
項目 
コ ー ド 

バックアップ F℃ 系統　 

運転切換管理中 
サ ー ー タ 

切 

① ② ③

ワイヤードリモコン
CZ-10RT3/CZ-10RT3A

①, ⑤① ,④

タイマーリモコン
CZ-10RT3W

①①, ⑤ ① ,④ ③ 
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仕様と据付
（天井吊形）



仕様と据付
（天井吊形）



仕様と据付
（天井吊形）

●昇降グリル固定金具（GRL-T56AU,GRL-T80AU,GRL-T160AU）
■外形寸法図



仕様と据付
（天井吊形）

■取付説明書



仕様と据付
（天井吊形）



名　称 高性能フィルター （比色法65％）
品　番 AFT-MT56A AFT-MT80A AFT-MT160A

適用機種 36･45形 56形 71形 90形 112形 140形 160形
初期風量 m3/min

m3/min
11.6 12.7 18.2 19.3 26.5 29.0 30.8

最終風量 8.6 9.3 13.6 14.3 19.8 21.8 23.0
初期圧損 Pa 6.2 6.8 7.3 8.0 9.7 11.3 12.5
最終圧損 Pa 45.2 52.8 53.3 60.0 65.7 77.3 86.5
保塵量 g/ﾕﾆｯﾄ 95 100 140 145 215 240 250

フィルター寿命 時間 2300 2200 2100 2100 2300 2300 2300
平均効率 比色法　65％（JIS 11種）　
使用濾材 ポリオレフィン系帯電繊維

幅 mm （373×2） （508×2） （716×2）
奥行 mm 257
厚み mm 30
質量 kg 0.7 0.9 1.3
品番 CMB-FT56A CMB-FT80A CMB-FT160A
厚み mm 45

フィルター
チャンバー

フィルター
外形寸法

A

1515

25
7

15
15

空気流れ方向

フィルター取っ手

33

Ａ寸法 個数フィルタ－品番
373

508

716

 2

 2

適用機種

 2

71～90形

36～56形 AFT-MT56A

AFT-MT80A

AFT-MT160A112～160形

注記
(1) 高性能フィルターを組み込むと風量がダウンして、弱風運転の場合は保護装置が作動する恐れがあります。

これを防止するため、チャンバー付属の取付説明書に従い、ファンタップ変更を必ず行なってください。
(2) フィルター寿命は、塵埃濃度0.15mg/m3（ビル管理法規制値）で算出した値を示します。（ダストJIS15種）

フィルター寿命は、現場条件により異なりますのでご注意ください。
(3) 高性能フィルターを組み込む場合は、フィルターチャンバーが必要ですのでご用意ください。
(4) 吸込グリル付属のエアーフィルターは、プレフィルターとしてそのまま使用します。
(5) 風量・圧損・保塵量・寿命は、急風時（ファンタップ変更後）の値を示します。（取扱説明書参照）

仕様と据付
（天井吊形）

●高性能フィルター（比色法 65%）
■仕様

■外形寸法図



A

1515

25
7

15
15

空気流れ方向

フィルター取っ手

33

フィルター品番 Ａ寸法 個数
373

508

716

 2

 2

適用機種

 2

71～90形

112～160形

36～56形 AFT-LT56A

AFT-LT80A

AFT-LT160A

名　称 超ロングライフフィルター（重量法40％）
品　番 AFT-LT56A AFT-LT80A AFT-LT160A

36･45形 56形 71形 90形 112形 140形 160形
初期風量 12.2 13.0 18.6 19.8 27.1 29.5 31.5
最終風量 8.7 9.5 13.9 14.8 19.1 21.2 23.1
初期圧損 Pa 2.1 2.4 2.1 2.3 4.3 5.1 5.7
最終圧損 Pa 17.6 19.4 18.9 20.8 27.8 31.1 33.7
保塵量 g/ﾕﾆｯﾄ 550 580 840 890 1250 1320 1410

フィルター寿命 時間 5000 5000 5000 5000 5100 5000 5000
平均効率 重量法　40％（JIS 15種）
使用濾材 PPハニカム（防カビ仕様）

幅 mm （373×2） （508×2） （716×2）
奥行 mm 257
厚み mm 30
質量 kg 1.1 1.4 1.8
品番 CMB-FT56A CMB-FT80A CMB-FT160A
厚み mm 45

フィルター
チャンバー

適用機種

フィルター
外形寸法

m3/min
m3/min

注記
(1) 超ロングライフフィルターを組み込むと風量がダウンして、弱風運転の場合は保護装置が作動する恐れがあります。

これを防止するため、チャンバー付属の取付説明書に従い、ファンタップ変更を必ず行なってください。
(2) フィルター寿命は、塵埃濃度0.15mg/m3（ビル管理法規制値）で算出した値を示します。（ダストJIS15種）

フィルター寿命は、現場条件により異なりますのでご注意ください。
(3) 超ロングライフフィルターを組み込む場合は、別売品のフィルタチャンバーが必要ですのでご用意ください。
(4) 天井パネルのエアーフィルターは、取り外してご使用ください。
(5) 風量・圧損・保塵量・寿命は、急風時（ファンタップ変更後）の値を示します。

仕様と据付
（天井吊形）

●超ロングライフフィルター（重量法 40%）
■仕様

■外形寸法図



■ご注意
●取付前に本説明書とフィルターチャンバーの取付説明書をよくお読みください。
●この取付説明書は室内ユニットの取扱説明書と一緒に保管しておいてください。
●フィルターを使用する場合は、フィルターチャンバー付属の取付説明書に従い、ファンタップの変更を行

ってください。行わない場合は、風量減少・露付の原因となります。

■取り付け前準備
各フィルターとフィルターチャンバーの組合せは下記の通りですので、ご確認ください。

高性能フィルター 超ロングライフフィルター フィルターチャンバー
       （別売品）

AFT-MT56A AFT-LT56A CMB-FT56A
AFT-MT80A AFT-LT80A CMB-FT80A
AFT-MT160A AFT-LT160A CMB-FT160A

■付属品

名称 個数 備考

高性能フィルターまたは超ロングライフフィルター

２

●高性能フィルターは使い捨てです。

●方向性がありますので注意してください。

■補助金具の取外し
高性能フィルター・超ロングライフフィルターを使用する場合はフィルターチャンバーに取り付けてある
補助金具が不要となりますので、下記の通りビス(各２本)をはずして補助金具を取りはずしてください。
補助金具とビスは、この説明書と一緒に保管していただくようお客様にご依頼ください。

○内のビスをはずして補助金具を取りはずしてください

補助金具

仕様と据付
（天井吊形）

■取付説明



■フィルターチャンバー取付図

正面 側面

■各フィルターの取り付け方
各フィルターを下図のように取り付け、フックを回転させて固定してください。

■超ロングライブフィルターをご使用の場合
超ロングライフフィルターをご使用の場合には、吸込グリルに取り付けてあるロングライフフィルター
を取りはずしてご使用ください。

フィルターチャンバー形名 A寸法
CMB-FT56A 860
CMB-FT80A 1130
CMB-FT160A 1545

※吸込口の下側に障害物がある場合は、
右図寸法を守ってください。

フックを回転させて固定

フィルター

仕様と据付
（天井吊形）



名　称 デオドラントフィルター
品　番 AFT-DT56A AFT-DT80A AFT-DT160A

適用機種 36･45形 56形 71形 90形 112形 140形 160形
初期風量 m3/min

m3/min

m3/min
m3/min

12.1 13.2 18.4 19.5 27.0 29.7 31.5
最終風量 8.6 9.3 13.6 14.3 19.8 21.8 23.0
初期圧損 Pa 4.2 4.6 6.5 7.1 8.3 9.6 10.3
最終圧損 Pa 45.2 52.8 53.3 60.0 65.7 77.3 86.5

初期脱臭性能
交換目安

75％（JEM1467準拠）
約6ヶ月

初期集塵性能
交換目安

比色法 65％
1800時間（600時間毎にフィルター掃除を行なった場合)

除塵シート（帯電ポリプロピレン)
脱臭層（活性炭+ゼオライト吸着剤）

抗菌シート（抗菌難燃性ポリエステル/レーヨン不織布）
幅 mm （310×2） （445×2） （652×2）

奥行 mm 225
厚み mm 15
質量 kg 0.50 0.66 0.90
品番 CMB-FT56A CMB-FT80A CMB-FT160A
厚み mm 45

名　称 アンモニア脱臭フィルター
品　番 AFT-DT56A-AM AFT-DT80A-AM AFT-DT160A-AM

適用機種 36･45形 56形 71形 90形 112形 140形 160形
初期風量 11.8 12.6 17.9 19.0 25.8 28.1 30.1
最終風量 8.7 9.5 13.9 14.8 19.1 21.2 23.1
初期圧損 Pa 3.5 3.9 4.3 4.7 7.5 8.7 9.7
最終圧損 Pa 17.6 19.4 18.9 20.8 27.8 31.1 33.7

初期脱臭性能
交換目安

90％（JEM1467準拠）（アンモニアのみ）
約6ヶ月

初期集塵性能
交換目安

比色法 65％
1800時間(600時間毎にフィルター掃除を行なった場合)

除塵シート（帯電ポリプロピレン）
アンモニア脱臭抗菌シート（難燃性塩ビ系繊維+アンモニア吸着剤+抗菌剤）

幅 mm （310×2） （445×2） （652×2）
奥行 mm 225
厚み mm 15
質量 kg 0.45 0.58 0.78
品番 CMB-FT56A CMB-FT80A CMB-FT160A
厚み mm 45

使用濾材

フィルター
チャンバー

フィル
ター

外形寸法

フィルター
チャンバー

脱臭性能

集塵性能

脱臭性能

集塵性能

使用濾材

フィル
ター

外形寸法

注記
(1) 本フィルタを込むと風量がダウンして、弱風運転の場合は保護装置が作動する恐れがあります。

これを防止するため、本製品に付属の取付説明書に従い、ファンタップ変更を必ず行なってください。（取付説明書参照）
(2) 初期脱臭性能、交換目安（ﾃﾞｵﾄﾞﾗﾝﾄ、ｱﾝﾓﾆｱ）は、JEM1467に準拠して算出した値を示します。

また寿命は、現場条件により異なりますのでご注意ください。
(3) 本フィルタを組み込む場合は、フィルターチャンバーが必要ですのでご用意ください。
(4) 吸込グリル付属のエアフィルターは、プレフィルターとしてそのまま使用します。
(5) 風量・圧損は、急風時（ファンタップ変更後）の値を示します。
(6) ﾃﾞｵﾄﾞﾗﾝﾄ、ｱﾝﾓﾆｱﾌｨﾙﾀｰは２ヶ月に一度掃除を行なってください。（取付説明書参照）

仕様と据付
（天井吊形）

●デオドラントフィルター（AFT-DT56A、AFT-DT80A、AFT-DT160A）
●アンモニア脱臭フィルター（CZ-02FET3、CZ-03FET3、CZ-06FET3）
■デオドラントフィルター（比色法 65％）仕様

■アンモニア脱臭フィルター（比色法 65％）仕様



A

22
5

15

フィルター品番 Ａ寸法
AFT-DT56A

個数

CZ-02FET3
ＡＦＴ－ＤＴ80Ａ
CZ-03FET3

310

445

652

2

2

ＡＦＴ－ＤＴ160Ａ
CZ-06FET3

2

適用機種

71～90形

112～160形

36～56形

仕様と据付
（天井吊形）

■外形寸法図



デオドラントフィルター・アンモニア脱臭フィルターの取り付けかた 

室内ユニットにフィルターチャンバーを取り付けます。 
※フィルターチャンバーの取り付けは、フィルターチャンバーに付属の取付説明書を参照してください。

●フィルターチャンバーが必要です。

1

フィルターチャンバーにデオドラントフィルターまた
はアンモニア脱臭フィルターを入れます。
①フィルターチャンバー内部の両端にあるガイドにデオドラントフィ

ルターまたはアンモニア脱臭フィルターを挿入します（左

右、各々について行ないます）。

②デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルター

を上側に突きあたるまで押し込み、フィルターチャンバー

中央部に設けられた「押えフック」をフィルターの縁の上

にくるように回転させて固定します。

2

吸込グリルを閉じ、つまみをスライドさせて確実に固定します。 3

① 
① 

①部拡大図 ②部拡大図
ガイド 押えフック 

フィルターチャンバーに取り付ける場合 A

＊本フィルターをフィルターチャンバーに取り付けた場合にも、昇降グリルを取り付けることができます。 
●取り付けには、フィルターチャンバーの他に、昇降グリルメカキットと昇降グリル固定金具が必要です。 

※昇降グリルを取り付ける場合は、昇降グリルメカキット（および昇降グリル固定金具）に付属の取付説明書を参照してく

ださい。

本フィルターの取り付けかたには、 と があります。 

ご使用になる状況に応じて以下に示す取り付けかたを参照してください。 

フィルターチャンバーに取り付ける場合 A 昇降グリルを使用し、吸込グリルに取り付ける場合 B

フィルター本体に貼り付けてあるラベルに風の流れる
方向を示す矢印が書かれています。矢印が上を示すよう
に取り付けてください。

お 願 い 

デオドラントフィルター・アンモニア脱臭フィルター
を取り付ける場合は、フィルターチャンバー付属の取付
説明書に従い、ファンタップの変更を行ってください。
行わない場合は、風量減少・露付きの原因となります。 

お 願 い 

●ご使用になるまでフィルターを開封しないでください。
（デオドラントフィルター、アンモニア脱臭フィルターの寿命が短くなります。）

●フィルターの交換方法は本紙を参照してください。
●デオドラントフィルター・アンモニア脱臭フィルターの取り付けには、フィルターチャンバーが必要です。
●この説明書は室内ユニットの取扱説明書と一緒に保管しておいてください。
●デオドラントフィルター、アンモニア脱臭フィルターは本体付属のロングライフフィルターと必ず併用してください。
●デオドラントフィルター、アンモニア脱臭フィルターは、他の別売フィルターとの併用はできません。

ご注意 

仕様と据付
（天井吊形）

■取付説明



室内ユニットに昇降グリルメカキット（および昇降グリル固定金具）、フィルターチャンバーを取り付けます。 
※昇降グリルメカキット（および昇降グリル固定金具）、フィルターチャンバーの取り付けは、昇降グリルメカキット（および昇降

グリル固定金具）、フィルターチャンバー各々に付属の取付説明書を参照してください。

1

●取り付けにはフィルターチャンバーの他に昇降グリルメカキットと昇降グリル固定金具が必要です。

昇降グリルを使用し、吸込グリルに取り付ける場合 B

■取り付け方法

最大2.7m降下 
（昇降高さは4段階に設定可能） 

デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターを吸込グリルについている本体に付属のロングライフ
フィルターの上にのせて、フィルターチャンバーに付属の脱臭フィルター固定金具で確実に固定してください。
※フィルターチャンバーに同梱されている「押えフック」を昇降グリル固定金具にネジで固定してください。

＜フィルターの固定方法＞

①背面側の角穴に脱臭フィルター固定金具を右図のようには

め込みます。

②脱臭フィルター固定金具をフィルターの縁の上にくるよう

にのせ、前面側の凸部分に脱臭フィルター固定金具の穴をぴっ

たりはめ込みます。

③「押えフック」を脱臭フィルター固定金具の上にくるように

回転させて固定します。 

④フィルター1枚につき両端をそれぞれ固定します。

2

番号 

① 

② 

③ 
④ 

名 称 
脱臭フィルター固定金具 

［右］［左］ 
デオドラントフィルター 

アンモニア脱臭フィルター 
吸込グリル 

押えフック（前面側） 

個数 
各2 

（計4） 

2 

1 
4

●フィルター本体に貼り付けてあるラベルに風の流れ
る方向を示す矢印が書かれています。矢印が上を示
すように取り付けてください。

●デオドラントフィルター・アンモニア脱臭フィルター
を取り付ける場合は、フィルターチャンバー付属の
取付説明書に従い、ファンタップの変更を行ってく
ださい。行わない場合は、風量減少・露付きの原因
となります。

お 願 い 

④ 

③ ④ 

前面 

② 

② 

① 

① 

前面側 
背面側 

① 

② 

回す 

前面側 

背面側 

押えフック 

角穴 脱臭フィルター 
固定金具 

③

仕様と据付
（天井吊形）



デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルター
のホコリを掃除機で吸い取ってください。 

2

デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターをもとどおりに確実に固定してください。 3

ロングライフフィルター 

ロングライフフィルターとって 

ロングライフフィルター 
とって 吸込グリルツメ 

吸込グリルツメ 

■デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターのお手入れ方法
●2ヵ月に一度は掃除をしてください。

フィルターのお手入れ

デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターを取り出してください。 
または を参照して、フィルターを取り出してください。 

1
フィルターチャンバーに取り付ける場合 A 昇降グリルを使用し、吸込グリルに取り付ける場合 B

ロングライフフィルターのホコリを掃除機で吸い取る
か水洗いしてください。
●汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で

洗うと効果があります。

●水洗いした後は、日陰でよく乾かしてください。

2

ロングライフフィルターを取り付けて、吸込グリルを閉じ、「つまみ」を手前側にスライドさせて確実に固定して
ください。
※昇降グリルを使用し吸込グリルにデオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターを取り付ける場合は、ロングラ

イフフィルターを取り付けた後に、デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターを取り付けてください。

（4ページ参照） 

3

■本体に付属のロングライフフィルターのお手入れ方法
●デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルターのお手入れの際には、室内ユニット（吸込グリル）に付属

のロングライフフィルターをあわせて掃除してください。

ロングライフフィルターのとってを押し、吸込グリルの
ツメをはずします。ロングライフフィルターを手前に
引き、取り出してください。
※昇降グリルを使用し吸込グリルにデオドラントフィルター

またはアンモニア脱臭フィルターを取り付けている場合は、

デオドラントフィルターまたはアンモニア脱臭フィルター

を先に取りはずしてください。（4ページ参照）

1

●デオドラントフィルター、アンモニア脱臭フィルターは、再使用できません。交換時期は、使いかたや使
用場所により異なりますが、6ヵ月～1年に1回が目安です。

フィルターの交換時期

フィルターろ材 

枠（アルミ） 

ご使用済のフィルターはフィルターろ材と枠を分離して、フィルターろ材は可燃物として、枠（アルミ）は資源ゴミと
して処理してください。 

お 願 い 

仕様と据付
（天井吊形）



名　称 光再生脱臭フィルター
品　番 AFT-DT56A-PC AFT-DT80A-PC AFT-DT160A-PC

適用機種 36･45形 56形 71形 90形 112形 140形 160形
初期風量 12.5 13.4 19.0 20.1 28.1 30.5 32.6
最終風量 8.7 9.5 13.9 14.8 19.1 21.2 23.1
初期圧損 Pa 0.9 1.0 1.0 1.1 2.0 2.5 2.8
最終圧損 Pa 17.6 19.4 18.9 20.8 27.8 31.1 33.7

初期脱臭性能
再生目安

使用濾材

70％（JEM1467準拠）
約6ヶ月（天日干しによる再生で約6年使用可能）

難燃性塩ビ系不織布　（光触媒性酸化チタン、特殊ゼオライト含有）
幅 mm （310×2） （445×2） （652×2）

奥行 mm 225
厚み mm 15
質量 kg 0.40 0.58 0.70
品番 CMB-FT56A CMB-FT80A CMB-FT160A
厚み mm 45

脱臭性能

フィル
ター

外形寸法

フィルター
チャンバー

m3/min
m3/min

15

A

22
5

フィルター品番 個数Ａ寸法
CZ-02FDT3

CZ-03FDT3

CZ-06FDT3

310

445

652

2

2

2

適用機種

36～56形

112～160形

71～90形

注記
 (1) 本フィルタを込むと風量がダウンして、弱風運転の場合は保護装置が作動する恐れがあります。

これを防止するため、本製品に付属の取付説明書に従い、ファンタップ変更を必ず行なってください。
（取付説明書参照）

 (2) 初期脱臭性能、再生目安（光再生）は、JEM1467に準拠して算出した値を示します。
また寿命は、現場条件により異なりますのでご注意ください。

 (3) 本フィルタを組み込む場合は、フィルターチャンバーが必要ですのでご用意ください。
 (4) 吸込グリル付属のエアフィルターは、プレフィルターとしてそのまま使用します。
 (5) 風量・圧損は、急風時（ファンタップ変更後）の値を示します。
 (6) 光再生ﾌｨﾙﾀｰは6ヶ月に一度掃除を行なってください。（取付説明書参照）

仕様と据付
（天井吊形）

●光再生脱臭フィルター（CZ-02FDT3、CZ-03FDT3、CZ-06FDT3）
■仕様

■外形寸法図



光再生脱臭フィルターの取り付けかた 

室内ユニットにフィルターチャンバーを取り付けます。 
※フィルターチャンバーの取り付けは、フィルターチャンバーに付属の取付説明書を参照してください。

●フィルターチャンバーが必要です。

1

フィルターチャンバーに光再生脱臭フィルターを入れ
ます。
①フィルターチャンバー内部の両端にあるガイドに光再生脱臭

フィルターを挿入します（左右、各々について行ないます）。 

②光再生脱臭フィルターを上側に突きあたるまで押し込み、フィ

ルターチャンバー中央部に設けられた「押えフック」をフィ

ルターの縁の上にくるように回転させて固定します。

2

吸込グリルを閉じ、つまみをスライドさせて確実に固定します。 3

① 
① 

①部拡大図 ②部拡大図
ガイド 押えフック 

フィルターチャンバーに取り付ける場合 A

＊本フィルターをフィルターチャンバーに取り付けた場合にも、昇降グリルを取り付けることができます。 
●取り付けには、フィルターチャンバーの他に、昇降グリルメカキットと昇降グリル固定金具が必要です。 

※昇降グリルを取り付ける場合は、昇降グリルメカキット（および昇降グリル固定金具）に付属の取付説明書を参照してく

ださい。

本フィルターの取り付けかたには、 と があります。 

ご使用になる状況に応じて以下に示す取り付けかたを参照してください。 

フィルターチャンバーに取り付ける場合 A 昇降グリルを使用し、吸込グリルに取り付ける場合 B

フィルター本体に貼り付けてあるラベルに風の流れる
方向を示す矢印が書かれています。矢印が上を示すよう
に取り付けてください。

お 願 い 

光再生脱臭フィルターを取り付ける場合は、フィルターチャ
ンバー付属の取付説明書に従い、ファンタップの変更を
行ってください。行わない場合は、風量減少・露付き
の原因となります。 

お 願 い 

●●ご使用になるまでフィルターを開封しないでください
（光再生脱臭フィルターの寿命が短くなります。） 

●フィルターの交換方法は本紙を参照してください。 
●光再生脱臭フィルターの取り付けには、フィルターチャンバー（CMB-FT56A, FT80A, FT160A）が必要です。 
●●この説明書は室内ユニットの取扱説明書と一緒に保管しておいてください
●●光再生脱臭フィルターは本体付属のロングライフフィルターと必ず併用してください
●●光再生脱臭フィルターは、他の別売フィルターとの併用はできません

ご注意 

仕様と据付
（天井吊形）

■取付説明



前面側 
背面側 

① 

② 

室内ユニットに昇降グリルメカキット（および昇降グリル固定金具）、フィルターチャンバーを取り付けます。 
※昇降グリルメカキット（および昇降グリル固定金具）、フィルターチャンバーの取り付けは、昇降グリルメカキット（および

昇降グリル固定金具）、フィルターチャンバー各々に付属の取付説明書を参照してください。

1

●取り付けにはフィルターチャンバーの他に昇降グリルメカキットと昇降グリル固定金具が必要です。

昇降グリルを使用し、吸込グリルに取り付ける場合 B

■取り付け方法

光再生脱臭フィルターを吸込グリルについている本体に付属のロングライフフィルターの上にのせて、フィルター
チャンバーに付属の脱臭フィルター固定金具で確実に固定してください。
※フィルターチャンバーに同梱されている「押えフック」を昇降グリル固定金具にネジで固定してください。

＜フィルターの固定方法＞

①背面側の角穴に脱臭フィルター固定金具を右図のようには

め込みます。

②脱臭フィルター固定金具をフィルターの縁の上にくるよう

にのせ、前面側の凸部分に脱臭フィルター固定金具の穴をぴっ

たりはめ込みます。

③「押えフック」を脱臭フィルター固定金具の上にくるように

回転させて固定します。 

④フィルター1枚につき両端をそれぞれ固定します。

2

最大2.7m降下 
（昇降高さは4段階に設定可能） 

番号 

① 

② 
③ 
④ 

名 称 
脱臭フィルター固定金具 

［右］［左］ 
光再生脱臭フィルター 

吸込グリル 
押えフック（前面側） 

個数 
各2 

（計4） 
2 
1 
4

④ 

③ ④ 

前面 

② 

② 

① 

① 

回す 

前面側 

背面側 

押えフック 

角穴 脱臭フィルター 
固定金具 

●フィルター本体に貼り付けてあるラベルに風の流れ
る方向を示す矢印が書かれています。矢印が上を示
すように取り付けてください。

●光再生脱臭フィルターを取り付ける場合は、フィルター
チャンバー付属の取付説明書に従い、ファンタップ
の変更を行ってください。行わない場合は、風量減少・
露付きの原因となります。

お 願 い 

③

仕様と据付
（天井吊形）



光再生脱臭フィルターを軽くたたくなどしてホコリを
落とし、6時間以上天日干ししてください。 

2

光再生脱臭フィルターをもとどおりに確実に固定してください。 3

■光再生脱臭フィルターのお手入れ方法
●6ヵ月に一度は掃除をしてください。

フィルターを水洗いする場合

●フィルターを天日干しできるところに水平に置き、シャワー

などの流水で水洗いをしてください。水洗いをしたあとは、

そのまま乾くまで放置してください。このときも 6時間以

上天日干ししてください。

フィルターのお手入れ

光再生脱臭フィルターを取り出してください。 
または 

を参照して、光再生脱臭フィルターを取り出してください。 

1
フィルターチャンバーに取り付ける場合 A 昇降グリルを使用し、吸込グリルに取り付ける場合 B

フィルターろ材 

枠（アルミ） 

ご使用済のフィルターはフィルターろ材と枠を分離して、フィルターろ材は可燃物として、枠（アルミ）は資源ゴミと
して処理してください。 

お 願 い 

フィルターを水に濡れたまま取り扱うとフィルターが
破損するおそれがあります。

ご 注 意 

ロングライフフィルター 

ロングライフフィルターとって 

ロングライフフィルター 
とって 吸込グリルツメ 

吸込グリルツメ 

ロングライフフィルターのホコリを掃除機で吸い取る
か水洗いしてください。
●汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で

洗うと効果があります。

●水洗いした後は、日陰でよく乾かしてください。

2

ロングライフフィルターを取り付けて、吸込グリルを閉じ、「つまみ」を手前側にスライドさせて確実に固定して
ください。
※昇降グリルを使用し吸込グリルに光再生脱臭フィルターを取り付ける場合は、ロングライフフィルターを取り付けた後に、

光再生脱臭フィルターを取り付けてください。（3ページ参照）

3

■本体に付属のロングライフフィルターのお手入れ方法
●光再生脱臭フィルターのお手入れの際には、室内ユニット（吸込グリル）に付属のロングライフフィルターをあわせ

て掃除してください。

ロングライフフィルターのとってを押し、吸込グリルの
ツメをはずします。ロングライフフィルターを手前に
引き、取り出してください。
※昇降グリルを使用し吸込グリルに光再生脱臭フィルターを

取り付けている場合は、光再生脱臭フィルターを先に取り

はずしてください。（3ページ参照）

1

仕様と据付
（天井吊形）



5130

15 18

チャンバー取付金具（付属品）・・・3個

CMB-FT50A
CMB-FT80A

860
1130
1545

A品　番

CMB-FT160A

寸　法
グリル用フィルター固定金具（付属品）
ダボ有り・・・2個

15

256

256

15

ダボなし・・・2個

6145
32
8

30
0

A

仕様と据付
（天井吊形）

●フィルターチャンバー（CMB-FT56・80・160A）
■外形寸法図



■フィルターチャンバー取付時の注意
●フィルターチャンバーは、室内ユニット本体据付作業完了後に取り付けてください。
●この取付説明書は室内ユニットの取扱説明書と一緒に保管しておいてください。
●試運転により、振動やビビリ音等の異常音がないことを確認してください。
●各別売フィルターは、他の別売フィルターとの併用はできません。

■部品一覧
No 名称 形状 個数 No 名称 形状 個数

① フィルターチャンバー １ ⑥
ＤＣタップアップ
変更手順

１

② チャンバー取付金具 ３ ⑦
グリル用脱臭フィルター
固定金具（ダボ有）

２

③ ビス ７ ⑧
グリル用脱臭フィルター
固定金具（ダボ無）

２

④ 短絡コネクタ １ ⑨
グリル用脱臭フィルター

押えフック
４

⑤ 取付説明書 １ ⑩
グリル用脱臭フィルター

段付ビス
４

(注意)⑦～⑩は昇降グリルに脱臭フィルターを取り付ける場合に使用します。昇降グリルに脱臭フィルター
を取り付ける場合は「■昇降グリルと併用する場合」を参照してください。昇降グリルに脱臭フィル
ターを取り付けない場合、各部品はこの説明書と一緒に保管していただくようお客様にご依頼ください。

■高性能フィルター・超ロングライフフィルターを使用する場合
高性能フィルター・超ロングライフフィルターを使用する場合は補助金具が不要となりますので、
下記の通りビス(各２本)をはずして補助金具を取りはずしてください。補助金具とビスは、この説
明書と一緒に保管していただくようお客様にご依頼ください。
○内のビスをはずして補助金具を取りはずしてください

■フィルターチャンバー取り付け図
正面 側面

補助金具

フィルターチャンバー形名 Ａ寸法
CMB-FT56A 860
CMB-FT80A 1130
CMB-FT160A 1545

※吸込口の下側に障害物がある場合は、
右図寸法を守ってください。

仕様と据付
（天井吊形）

■取付説明



■フィルターチャンバー取り付け
●フィルターチャンバーは、室内ユニット本体据付作業完了後に取り付けてください。

１ 吸込グリル取りはずし
吸込グリルのフック(2ヵ所)を矢印方向にスライドし、吸込グリルを開いてください。
吸込グリルを開いた状態で、後部ヒンジ(2ヵ所)のツメ部を押して吸込グリルを引き抜いてください。

２ 室内ユニットのサイドパネル取りはずし
サイドパネル固定ビス(１本)をはずした後にサイドパネル(配管側のみ)を前側にスライドして取り
はずしてください。

３ フィルターチャンバー引掛け準備
室内ユニットのフロントパネル固定ビス(3本)を5mm程度ゆるめ、付属のチャンバー取付金具
(3個)をゆるめた固定ビスに引掛けてスライドさせてからビス締め固定してください。

スライド

吸込グリル
フック

吸込グリル

ヒンジ

ツメを㊀ドライバーで
押しながら吸込グリル
を引き抜く

フロントパネル
固定ビス

固定ビスを約５mmゆるめる

前側にスライド

サイドパネル
(配管側のみ)

固定ビス

スライドさせてから
ビス締め固定する

チャンバー取付金具

仕様と据付
（天井吊形）



チャンバー取付金
４ フィルターチャンバー取り付け

3で室内ユニットに取り付けたチャンバー取付金具に付属
のビス(2本)を5mm程度隙間が開くように取り付けます。

フィルターチャンバーを取り付けた付属のビスに引掛けて、左側にずらしビス締め固定してください。
また、背面側は付属のビス(4本)で固定してください。

５ フィルターの取り付け
別売フィルターを下図のように取り付け、フックを回転させて固定してください。
（各フィルターの取り付けは、各フィルターに付属の取付説明書をご覧ください。）

６ 室内ユニットのサイドパネル取り付け
2と逆の手順でサイドパネルを後側にスライドして取り付けた後、固定ビス(1本)でサイドパネルを
固定してください。

７ 吸込グリルの取り付け
1ではずした吸込グリルのヒンジをフィルターチャンバーの角穴に挿入して取り付けてください。

背面側前面側

約5mm隙間を
開ける 

フックを回転
させて固定

別売フィルター

フィルターチャンバー

角穴

ヒンジ

ヒンジ

角穴

吸込グリル

ビス

８ 吸込グリルを閉じる
1と逆の手順で吸込グリルを閉じた後、フック(2ヵ所)をスライドしてください。 

９ 別売フィルターを取り付ける場合には、ワイヤードリモコンまたは室内基板（付属のコネクタ使用）にて
ＤＣファンタップの設定変更を必ず行ってください。設定方法は別紙の説明書に従って行ってください。
※設定変更を行わない場合、風量減少・露付の原因となります。

仕様と据付
（天井吊形）



■昇降グリルと併用する場合
●昇降グリルと併用してご使用の場合、本品の他に別売部品の昇降グリルメカキットと昇降グリル固定
金具が必要です。

１ 昇降グリルメカキットの取り付け
昇降グリルメカキットを室内ユニットに取り付けてください。
（昇降グリルメカキットの取り付けは、昇降グリルメカキットに付属の取付説明書をご覧ください。）

２ 昇降グリル固定金具の取り付け
吸込グリルに昇降グリル固定金具を取り付けます。
（昇降グリル固定金具の取り付けは、昇降グリル固定金具に付属の取付説明書をご覧ください。）

３ フィルターチャンバー補助金具の取りはずし
本説明書の「高性能フィルター・超ロングライフフィルターを使用する場合・昇降グリルと併用
する場合」をごらんになり、フィルターチャンバーから補助金具を取りはずしてください。
補助金具とビスは、この説明書と一緒に保管していただくようお客様にご依頼ください。

４ フィルターチャンバーの取り付け
本説明書の「フィルターチャンバーの取り付け方」をごらんになり、フィルターチャンバーを室内
ユニットに取り付けてください。

５ フィルターの取り付け
～高性能フィルター・超ロングライフフィルターの場合～
１）各フィルターに付属の取付説明書に従い、フィルターを取り付けてください。

～脱臭フィルターの場合～
１）押えフックの取り付け
付属の押えフック(4個)を付属の段付ビス(4本)で吸込みグリルに取り付けてください。
※押えフックがゆるまないようにしっかり取り付けてください。

２）フィルターの固定方法
（フィルターの取り付けは、各フィルターに付属の取付説明書をご覧ください。）
別売フィルターを下図のように昇降グリルに乗せてください。
付属のグリル用脱臭フィルター固定金具（左右異なりますで注意してください）を昇降グリル固定
金具の角穴に入れ、押えフックを回転させて固定してください。

押えフック

段付ビス

グリル用脱臭
フィルター固定
金具を角穴に
差し込む

別売フィルター

グリル用
脱臭フィルター
固定金具

グリル固定金具

押えフック

仕様と据付
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形　　名 天井吊形
ドレンアップキット品番 DP-TR160AN

L字配管キット品番 DP-TR24LA DP-TR35LA

DP-TR24LA DP-TR35LA

エスパ 36～56形 71～160形
電　圧 （Ｖ） 単相200（50/60Hz）
電　流　　 （Ａ） 0.12/0.10（50/60Hz）
入　力　　 （Ｗ） 12/11（50/60Hz）
使　用　　 ドレン水

液体温度　　  0～35℃
周囲温度　  -10～45℃
（湿度ＲＨ95％以下）

水位10mmで400cc/min　
＊水位とは、ポンプ本体の先端部から水面までの距離

フロ－トスイッチ 液面が下降して接点ＯＮ

φ9.52 φ9.52
φ12.7 φ15.88

1 1

品　　番　　　
液　　管　　　

ガ　ス　管　用
個　　数　　　

使用温度

適 用 機 種

吐 出 量
(cc/min)

ド
レ
ン
ア
ッ
プ
ポ
ン
プ

仕様と据付
（天井吊形）

●ドレンアップキット（DP-TR160AN）
● L 字配管キット（DP-TR24LA、DP-TR35LA）
■仕様

■Ｌ字配管キットの配管サイズ
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■外形寸法図
・ドレンアップキット（DP-TR160AN）
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・L 字配管キット　DP-TR34LA

・L 字配管キット　DP-TR35LA



天井吊形ドレンアップキット取付説明書（HFC系冷媒用）

仕様

●取り付けの前に、本説明書と室内ユニットの「据付工事担当のかたへ」をよくお読みになり正しい取り付けを行ってください。

ド レ ン ア ッ プ 高 さ
天井吊形：室内ユニット上面から600mm以下
換気moぐっぴー：室内ユニット上面から500mm以下

部　品　名 個数 

1

1

1

1

形　状 用　　　途 部　品　名 個数 形　状 用　　　途 
ドレンアップ 
キット 

ドレンアップ 
キット取付金具 

ドレンホース 

ドレンアップキット取付用 

ドレンホース断熱用 

ドレンアップキット 
塩ビ管接続用 

断熱パイプ 

2

2

1

4

ドレンホース 
固定バンド 

天面シール用 
断熱材 

ドレン接続部 
用断熱材 ドレンホース接続部断熱用 

ドレンホース固定用 

室内ユニット 
天面取出口　ノックアウトシール用 

ドレンアップキット固定用 
ドレンアップキット取付金具固定用 ビス 

1 （本紙） お客さまに必ず渡してください。 取付説明書 

構成部品

85464359569005

ドレンアップキット取り付け時には、必ず別売品のL字配管キットを使用してください。注意

安全上のご注意

注意
警告

● 据付工事、電気工事は、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ確実に行ってください。
● ここに示した注意事項は、「 警告」、「 注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していま

すので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定
される場合。

● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するともに“取扱説明書”にそってお客様に使用方法、お手入れ
のしかたを説明してください。また“据付工事担当のかたへ” 、“電気工事担当のかたへ”は、 “取扱説明書”と共に、お
客様に保管いただくように依頼してください。

1
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■ドレンアップキット取付説明



取り付け時の注意事項
●ドレンアップキット取り付けの場合は、上配管取り出し以外はできません。
●ドレン配管は全て断熱処理をしてください。
●据え付ける天井面に冷媒配管・ドレン配管を貫通させるために天井穴（φ100、2か所）を開けてください。
●据え付ける天井面に450角の点検口を設けてください。

1.ドレンアップキット取り付け準備

76110
216電源取入口　　 

(φ40ノックアウト)
室内ユニット 
天面取出口ノックアウト 

  天井穴 
（φ100、2か所） 

50
13

0

70

27.5

17
0

32
0

27.5
200

32
0

15
590

125
450

45
0点検口 

27.5
109

ドレン配管 

冷媒配管およびドレン配管位置 

室内ユニット天面ノックアウト位置 天井面の穴位置 

冷媒配管液側 
（L字配管キット） 

冷媒配管ガス側 
（L字配管キット） 

冷媒配管 
（L字配管キット） 

ドレンホース 
（ドレンアップキット付属） 

ドレンアップキット 

16
0

90

32
3

15
5

55 97

2
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2.ドレンアップキットの取り付け手順
据え付けのまえに

1.吸込グリル取り外し
吸込グリル固定つまみ（2か所）を矢印方向にスライドし、
吸込グリルを開いてください。
吸込グリルを開いた状態で、後部ヒンジ（2か所）のツメ部
を押して吸込グリルを引き抜いてください。

2.サイドパネル取り外し
サイドパネル固定ビス（左右各1本）を外した後にサイドパ
ネルを前側にスライドして取り外してください。

サイドパネル 

前方に 
スライド 

吸込グリル 
固定つまみ 

ス
ラ

イ
ド

 

ツメを○ドライバーで押しながら 
吸込グリルを引き抜く 

吸込グリル 

ヒンジ 

●フレア配管接続部の締付トルク
R410AはR22に比べ、圧力が約1.6倍と高 くなります。
従って、室内・室外の各ユニットを接続するフレア配管
接続部は、トルクレンチを使用して規定の締付トルクで
確実に締め付けてください。接続に不備がありますとガス
リークだけでなく、冷凍サイクル故障の原因にもなりま
す。

トルクをかけ過ぎますと、据え付け条件によってはフレア
ナットが割れる場合があります。

お願い

ノックアウト穴

L字配管キット接続

天面の取り出し口（ノックアウト穴）を外してください。

室内ユニットに別売の「L字配管キット」を接続してください。

上配管取出口 
（ノックアウト穴） 

天面取出口 液側L字配管 
ガス側L字配管 

パ イ プ 径  銅管肉圧 締 付 ト ル ク  

φ6.35 （1/4″ mm8.0 ） 14～18 N・m 
（140～180 kgf・cm） 

φ9.52 （3/8″ mm8.0 ） 34～42 N・m 
（340～420 kgf・cm） 

φ12.7 （1/2″ mm8.0 ） 49～61 N・m 
（490～610 kgf・cm） 

φ15.88 （5/8″ mm0.1 ） 68～82 N・m 
（680～820 kgf・cm） 

φ19.05 （3/4″ mm0.1 ） 100～120 N・m 
（1000～1200 kgf・cm） 

3

仕様と据付
（天井吊形）



断熱処理

フレアナット 

断熱テープ（白色） 
（室内ユニット付属　ガス管・液管とも） 

ビニタイ 
（室内ユニット付属 各2本） 

L字配管キット 
（断熱材付） 

ユニオン断熱材 

ユニット本体 

ユニオン 

フレア断熱材 
（T5：室内ユニット付属） 

フレア断熱材 
（T3：室内ユニット付属） 

〈ユニット本体－L字配管キットの接続〉 

フレアナット 

ビニタイ 
（L字配管キット付属 各2本）

配管断熱材 
（現地手配） 

L字配管キット 

ユニオン 

フレア断熱材 
（T5：L字配管キット付属） 

フレア断熱材 
（T3：L字配管キット付属） 

〈L字配管キット －現地配管の接続〉 

〈ユニット本体－L字配管キット －現地配管の接続〉
●ガス管・液管とも、必ず断熱をしてください。

また、フレアナット部に断熱テープ（白色）を巻き付けてください（ガス管・液管とも）。そして、配管接続部には付属のフレ
ア断熱材を巻き付けビニタイ2本で結束してください。
断熱しないと水もれの原因になります。

注意

ドレンアップキット取り付け
1.ドレンアップキット取付金具を室内ユニット内側背面に取り付けます。（ビス1本）

ドレンアップキット取付金具ビスどめ 

4
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ドレンアップキット取り付け
2.ドレンアップキット仮掛けツメを室内ユニット 側面スリットに内側から引掛けます。

ドレンアップキットを室内ユニットにビスどめします。
（ビス3本：天板面、側面、ドレンアップキット取付金具）

ドレンアップキット 
ビスどめ（側面） 

ビスどめ 
（ドレンアップキット取付金具） 

ビスどめ（天板面） 

室内ユニット 
側面スリット 

ドレンアップキット 
仮掛けツメ 

室内ユニット内側から 
仮掛けツメを引掛ける。 

ドレンアップキット 

（つづき）

室内ユニット側ドレンホースの接続
1.室内ユニットに付属のホースバンドを室内ユニットの排水口とドレンアップキットのドレン配管接続口に通した後、室内ユニ

ットに付属のドレンホースを接続します。
ホースバンドをプライヤーでつまみながら、ドレンホースを根元まで差し込んでください。

ドレンアップキット 
ドレンパン 室内ユニット 

ドレンパン 

室内ユニット 
付属ドレンホース 

つまみを横にして締め付けてください。 

軟質ホースがドレンパ 
ンの根元まで押し込ま 
れていることを確認し 
てください。 

ユニットドレンパン 

140
25 25

55

ドレンホース断熱材（室内ユニット付属） 

ホースバンド 
（室内ユニット付属2個） 

ドレンホース 
（室内ユニット付属） 

本体排水口 

上 

下 

ドレンアップキット 
ドレン配管接続口 

ビニタイ（室内ユニット付属4本） 

（200×200 → 200×150） 
※片側を50mmカットしてご使用ください。 

ホースバンド 
固定位置 

5
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3.ドレン配管

●ドレン配管は、据付説明書に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう断熱すること
配管工事に不備があると、屋内に水漏れし、家財などをぬらす原因になることがあります。

●「据付工事担当のかたへ」に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で据え付けされた
ことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その据え付けが原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

●付属品は必ず当社指定の部品を使用してください。
指定外の部品を使用すると、室内ユニット排水口の破損による水漏れのおそれがあります。

注意

ドレンアップキット側ドレンホースの接続
1.ドレンアップキットに付属のドレンホースをドレンアップキット上部のドレン配管接続口に挿入します。
2.ドレンアップキットに付属のホースバンドを配管接続口の端に合わせ、しっかり締めてください。
3.ドレンアップキットに付属のドレン接続部用断熱材をドレン排水確認後、ドレンアップキット上部板金に突き当ててドレンホ

ースを被うように隙間なく巻いてください。

※室内ユニット上面より150mm以下で使用する場合、エルボを 
　使わないで直接付属のドレンホースを（なるべくRを大きく） 
　曲げて接続してください。 

硬質塩ビ管 
VP-25 

（現地手配） 

32
3

室
内

ユ
ニ

ッ
ト

上
面

よ
り

60
0m

m
以

下
 

断熱パイプ 
(ドレンアップキット付属)

ドレン接続部用断熱材 
(ドレンアップキット付属)

ホースバンド 
(ドレンアップキット付属)

ドレンホース 
(ドレンアップキット付属)

※ドレン排水確認後 
断熱パイプはドレンアップ 
キット上部板金に突き当て 
て巻いてください。 

注意 
● ホースバンドの固定部が排水口の側面になるように 
 取り付けを行ってください。（上図参照） 
● ホースバンドは、ホースの端に合わせてひも出しに 
 かからない様に締め付けてください。 

ドレン排水確認部 
ドレンアップキット排水口（透明） 

注意 
下記参照 

ドレンホース 
（ドレンアップキット付属） 

ドレン接続部用断熱材 
（ドレンアップキット付属） 

ドレンアップキット上部板金に 
突き当てて隙間なく巻いてください。 

ドレン配管接続口 

6
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7

配管工事および断熱処理には下記の材料を現地手配してください。

配管材料

断熱材

硬質塩ビ管ソケット　 VP25用
硬質塩ビ管 VP25 （外径φ32mm）
発泡ポリエチレンフォーム　厚さ10mm以上

お願い
●室内のドレン配管の断熱を確実に行ってください。
●ドレンアップキットとの接続部も必ず断熱してください。断熱が不完全に

なると結露の原因になります。
●ドレン配管は下り勾配（１／100以上）とし、途中に山越えやトラップ

を作らないでください。水漏れや水飛び、異常音の原因になります。
●ドレン配管の横引きは20ｍ以下にしてください。配管が長い場合は、

1.5～2ｍ間隔で支持金具を設け、波打ちを防止してください。
●集合配管は右図のように施工してください。
●エアー抜き管は付けないでください。ドレン水が吹き出し水漏れの原因と

なります。
●ドレン配管との接続部に力を加えないよう注意してください。
●ドレンアップキットのドレン配管接続口に直接硬質塩ビ管を接続すること

はできません。
ドレン配管接続口との接続には、必ず付属のドレンホースを取り付けます。

●ドレンアップキットのドレン配管接続口（硬質ソケット）には、接着剤の
使用はできません。
必ず付属のホースバンドで固定してください。
ドレン配管接続口の破損や水漏れの原因になります。

トラップ

下りこう配
1／100以上

VP30

できる限り大きくとる（約10cm）
（集合配管）

1.5m～2m
支持金具 

断熱材 下りこう配 
1/100以上 

配管材料・断熱材およびサイズ
●取り付けた付属のドレンホースに、硬質塩ビ管（現地手配）

を接続します。

ドレン配管の接続

山越え

4.天面シール用断熱材
ドレンアップキット付属の天面シール用断熱材を冷媒配管とドレン配管の位置にあわせ貼り付けます。
すき間はパテ等（現地手配）でふさいでください。

（ほこりの侵入により、熱交換器が目詰まりする原因になります。）

ドレン配管断熱パイプ 

冷媒配管 

天面シール用断熱材（ドレンアップキット付属） 



5.配線接続

6.試運転

1. 電装ボックスのカバー取付ビス（2か所）をゆるめてカバーをはずします。
2. ドレンアップキットのドレンポンプ用コネクタ（青 3P）を室内ユニット基板 CN68（青 3P） 、フロートスイッチ用コネクタ

（赤 3P）を室内ユニット基板 CN34（赤 3P）に接続します。 このとき、CN34（赤 3P）の短絡用3Pコ ネクタをはずして
接続してください。

ビス2本 電装ボックス 

室内基板 

リモコン配線取入口 

ドレンアップキット 
配線取入口 

クランパーに 
固定してください 

電源・ユニット間・リモコン配線取入口 

CN68 （青3P） 

CN34 （赤3P） 
（短絡用3Pコネクタをはずして接続します） 

配管工事・電気工事完了後、冷房運転をしてドレンがスムーズ
に排水することを確認してください。
長時間冷房運転ができない場合は、室内ユニット吹出口より石
油ポンプなどを使って水（約1200cc）を入れ、排水 がうまく
行われるか確認してください。
また、各接続部から水漏れのないことも確認してください。

〈200Vの電源 がきている場合〉
電装ボックス内の電源端子板（R,S端子）に電源をを接続し
てください。

〈100Vの電源 がきている場合〉
昇圧トランスを使用し、電装ボックス内の電源端子板（R,S
端子）に電源を接続してください。

石油ストーブ用ポンプ 

バケツ 

室内ユニット吹出口 ドレン排水状態の確認

●室内ユニット吹出口の開口部よりドレンパン内に排水確認用の水（約1200cc）を少しずつ入れてください。
●室内コントロール基板のCHK（2Pプラグ）をワニグチクリップ等で短絡してドレンポンプを運転し、水の流れと水漏れの有無を確

認してください。

●排水確認が完了したらCHK（2Pプラグ ）のワニグチクリップ等をはずします。
●昇圧トランスおよびドレンポンプ排水確認のための仮電源もはずしてください。

室内コントロール基板のCHK（2Pプラグ）を短絡すると、ファンも回転しますので注意してください。ケガをするおそれがあります。

注意

8
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■ L 字配管キット取付説明
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ユニット内抵抗（停止時）
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仕様と据付
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●外気取り入れ・本体用ダクトフランジ（DKT-MF10AN）
■外気取入量とユニット内抵抗特性

■外形寸法図
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■取付説明



●背面カバー（STK-PT160A）

● 背面カバーの貼り付けは、必ず本体吊り下げ前に行ってください。
●この説明書は室内ユニットの取扱説明書と一緒に保管しておいてください。

名称 形状 個数 
背面カバー ２００mm×５０５mm ４ 

背面カバーは機種によって使用枚数が異なります。また、寸法に合わせて切断する必要があります
ので、下記寸法表をご覧になり必要に応じて加工してください。

貼付面
寸法 

使用 
枚数 背面カバー貼付寸法（表中 505mmの場合は、切断不要です。）

45, 
56 形

200mm 
× 

830mm
２枚 

71～ 
90 形

200mm 
× 

1100mm
３枚 

112～ 
160 形

200mm 
× 

1515mm
３枚 

室内ユニット本体に取り付ける場合は、背面側左右ねじ(各２箇所)とゴムブッシュを取りはずして
から背面カバーを貼り付け、その上から先ほどはずしたねじを取り付けてください。

背面カバーを幅45mm(45mm×505mm)に切断後、
上表と同様の長さに切断してご使用ください。

室内ユニット本体

ねじ２箇所

フィルターチャンバー

ねじ２箇所 ねじ２箇所

ねじ２箇所

室内ユニット本体と同様に背面側左右ねじ(各２箇所) を取りはずしてから背面カバーを貼り付け、
その上から先ほどはずしたねじを取り付けてください。

または

または

配管または配線を後取りする場合は、背面カバーを貼り付け後カッターなどで配管穴・配線取
り入れ口を切り抜いてください。その後、配線取り入れ口については背面カバー貼り付け時に
取りはずしたゴムブッシを取り付けてください。

ゴムブッシュ

背面カバーの貼り付け

フィルターチャンバーに貼り付ける場合

フィルターチャンバーに貼り付ける場合

背面カバーの貼り付けは、必ず本体吊り下げ前に行ってください。

ご注意

部品一覧

背面カバーの準備

仕様と据付
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● DC ファンモータータップ
■ DC ファンモータータップ設定変更手順
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