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仕様と据付
（クリーンエアコン）

●吸込一体形用パネル、壁下吸込形用パネル
■外形寸法図　吸込一体形用パネル
・CZ-45KPCK4

■外形寸法図　吸込一体形用パネル
・CZ-56KPCK4



仕様と据付
（クリーンエアコン）

■外形寸法図　吸込一体形用パネル
・CZ-71KPCK4

■外形寸法図　壁下吸形用パネル
・CZ-45KPCD4



仕様と据付
（クリーンエアコン）

■外形寸法図　壁下吸形用パネル
・CZ-56KPCD4

■外形寸法図　壁下吸形用パネル
・CZ-71KPCD4



取付説明書 吸込一体形用パネル
壁下吸込形用パネル

取り付け工事の前に室外ユニットに同梱されている「据付工事説明書」と、この取付説明書をよくお読
みのうえ取り付けてください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
また、この取付説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。

品番

品番
（壁下吸込形）
適用室内ユニット

（吸込一体形）
適用室内ユニット

CZ-45KPCK4 CZ-56KPCK4 CZ-71KPCK4

CZ-45KPCD4 CZ-56KPCD4 CZ-71KPCD4

S-G45CKS15 
S-G45CKS16

S-G45CDS15 
S-G45CDS16

S-G56CKS15 
S-G56CKS16

S-G56CDS15 
S-G56CDS16

S-G71CKS15 
S-G71CKS16

S-G71CDS15 
S-G71CDS16

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

据え付け上の注意事項

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある
 内容」です。警告 「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

実行しなければならない内容（強制事項）です。

　警告
据付工事は、お買い上げの販売店や専門業者
に依頼し、工事には必ず指定の部品を使って
確実に行う
（ユニットの落下や水漏れ、感電や火災の原因）

別売品は当社
指定の製品を

パネル等の別売品は必ず当社指定の製品を
パネル等の別売品は、必ず、当社指定の製品を使用し
てください。
また、別売品の取り付けは専門の業者に依頼してくだ
さい。ご自分で取り付けをされ、不備があると、感電
や火災、水漏れの原因になります。

仕様と据付
（クリーンエアコン）

■取付説明書



据付け説明

1. 天井パネルの取り付けかた

仮止めキャッチ

〈仮止めキャッチ差込み完了図〉

吹出パンチング板

天井パネル

図1

樹脂ワッシャー付
トラスネジ

室内ユニット

点検扉用
樹脂ワッシャー付
トラスネジ 図3

トラスネジ

室内ユニット

チェーン 図4

１）天井パネルに取り付けられている吹出パンチング
板を取りはずしてください。（図1）

４）点検扉を開けた奥と吹出しパンチング板をはずした
奥に、天井パネル取り付け穴がありますので、付属
のトラスネジで、天井パネルを室内ユニットに取り
付けてください。（図4）

天井パネル取り付け

図2

●吸込一体形は吸込パンチング扉を止めている
ローレットビスもゆるめて、吸込パンチング
扉を開けて天井パネルを取り付けてください。

●吸込一体形の吸込パンチング扉にはプレフィル
ターが付いていますので、確認してください。

●天井パネル上面には仮止めキャッチ（４か所）が
付いていますので、室内ユニットの角孔開口部に
差し込む事により仮り止めできます。（図2）

天井パネル

室内ユニット

２）天井パネルを持上げて、室内ユニットに押し当て
て仮り止めしてください。（図3）

３）点検扉を止めている、樹脂ワッシャー付トラスネジ
をゆるめて開けてください。（図4）

●仮止めキャッチ（４か所）が確実に引掛かってい
るか確認してください。

●天井パネルは仮り止めですので、すぐに次の作業
を行ってください。

■作業はヘルメット、安全靴を着用して行ってください。
着用しないと、落下物によるけがなどの原因になります。

ご注意

点検扉

点検扉

形体

吸込一体形
CZ-45KPCK4
CZ-56KPCK4
CZ-71KPCK4
CZ-45KPCD4
CZ-56KPCD4
CZ-71KPCD4

22
32
32
18
26
26

2
2
2
2
2
2

24
34
34
20
28
28

壁下吸込形

品番
必要数量（本）

天井パネル取付ネジ
予備数量（本） 合計・付属数量（本）

付属品

仕様と据付
（クリーンエアコン）



・プレフィルターはあらかじめ、吸込パンチング扉内に取り付けてあります。
・プレフィルターが付いているのを確認し、吸込パンチング扉を閉じてください。（図6）

プレフィルターの取り付け

・壁下吸込形には、プレフィルターは付いていません。
・必要に応じてプレフィルターを取り付ける場合は、壁面吸込口のふたの寸法に合せて裁断し、

裏側に取り付けてください。

◆壁下吸込形の場合

◆吸込一体形（逆流防止ダンパー付）

吸込パンチング扉

プレフィルター

図6

2. プレフィルターの取り付けかた

５）吊りボルト部をシール材でコーキング処理をして
ください。（図5）

６）室内ユニットにあるチェーンを点検扉に付けて、
樹脂ワッシャー付トラスネジ（締付トルク 0.9～
1.0N・m）で閉じてください。

７）吹出パンチング板を樹脂ワッシャー付トラスネジ
（締付トルク 0.25～0.3N・m）で取り付けてく
ださい。

８）天井仕上面と天井パネル枠の隙間をコーキング
処理をしてください。（図5）

図5

吊りボルト

室内ユニット

天井仕上面

△
基準面

天井パネル枠

コーキング処理

仕様と据付
（クリーンエアコン）



85464369715002 

1760（天井パネル寸法）

W（
天

井
パ

ネ
ル

寸
法

）

吐出パンチング板（φ２×３．５Ｐ） 吸込パンチング扉（φ６×８Ｐ）
（プレフィルター付 質量法 63%）

天井ボード

30

2515

イ部詳細

（グレー色）

（グレー色）

（グレー色）
仮止めキャッチ発泡ポリシート外貼断熱（10t）

軟質発泡ポリシート（10t）

軟質発泡ポリシート（20t）
発泡ポリシート（2t）

ア部詳細

10

15

■吸込一体形

■壁下吸込形

W 寸法（mm）
910

1,210
1,360

重量（kg）
22
30
32

形式
45 形
56 形
71 形

W 寸法（mm）
910

1,210
1,360

重量（kg）
17
24
25

形式
45 形
56 形
71 形

3. 製品の構造

吐出パンチング板（φ２×３．５Ｐ）

1410（天井パネル寸法）

W（
天

井
パ

ネ
ル

寸
法

）

天井ボード

30

2515

イ部詳細

（グレー色）

（グレー色）

（グレー色）
仮止めキャッチ発泡ポリシート外貼断熱（10t）

軟質発泡ポリシート（10t）

軟質発泡ポリシート（20t）
発泡ポリシート（2t）

ア部詳細

10

15

据付け説明 （つづき）

仕様と据付
（クリーンエアコン）



取付説明書 HEPA フィルター

取り付け工事の前に室内ユニット、室外ユニットに同梱されている「据付工事説明書」と、この取付説
明書をよくお読みのうえ取り付けてください。特に「安全上のご注意」は、施工前に必ずお読みください。
また、この取付説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。

品番 CZ-28SHCK4A
CZ-45SHCK4A
CZ-56SHCK4A

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■取付工事説明書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取り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、その取り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。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある
 内容」です。警告 「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

してはいけない内容（禁止事項）です。 実行しなければならない内容（強制事項）
です。

　警告

　注意

■ 据付工事は、お買い上げの販売店や専門業者
に依頼し、工事には必ず指定の部品を使って
確実に行う

 （ユニットの落下や水漏れの原因）

■ 据え付けは、重量に十分耐えられる所に確実
に行う

 （ユニットの落下による、けがの原因）

■ 付属品は当社指定の部品を使用する
 （指定の部品を使用しないと、ユニットの落下、

水漏れの原因）

■ 周囲に可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置しない
 （万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因）
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仕様と据付
（クリーンエアコン）

● HEPA フィルター
■取付説明書



■HEPAフィルターの固定の目安は、HEPAフィルターを室内ユニットに押しあてた状態で、HEPA押
　さえ金具を取り付け、ナットが突きあたるまで締めます。その状態からナットを2～3mm締め込んで
　ください。

■HEPAフィルターの交換作業は保護具として、手袋、マスク、保護メガネを着用してください。
　着用しませんと、ちり、ほこりなどを吸い込み健康を害する原因になります。

■作業はヘルメット、安全靴を着用して行ってください。
　着用しませんと、落下物によるけがの原因になります。

５）HEPAフィルターのパッキン側を上にして、本
　　体ユニットに押し込んでください。（図4）

６）HEPAフィルターを室内ユニットに押し込んだ
　　後、HEPA押さえ金具を回してHEPAフィル
　　ターの枠に引っ掛けてください。

７）パッキンを２～３mm押しつぶす程度にナットを
　　ボックスレンチ等で締め付けてください。
　　パッキンの押しつぶし目安は、上記ご注意を確
　　認してください。

１）吹出パンチング板をはずしてください。（図3）

２）スタッドボルトに付いている、HEPA押さえ
　　金具とナットをゆるめててください（1つの
　　HEPAフィルターに対し４か所）。

３）HEPA押さえ金具を外側に向けてください。
　　（図3）

４）HEPAフィルター取り付け面のゴミ・汚れを取
　　り、表面をきれいにしてください。

■フィルター表面を上下のスタッドボルトに当てないように、注意してください。

８）吹出パンチング板を樹脂ワッシャー付トラスネ
　　ジ（締付トルク 0.25～0.3N・m）で取り付け
　　てください。（図5）

HEPAフィルター取り付け

室内ユニット

図3

スタッドボルト

HEPA押さえ金具

パッキン7t

吹出パンチング板トラスネジ

HEPAフィルター

パッキン7t

HEPAフィルター

室内ユニット

HEPA押さえ金具ナット

スタッドボルト

図4

HEPAフィルター
取り付け面

吹出パンチング板 樹脂ワッシャー付
トラスネジ

室内ユニット

図5

ご注意

● フィルター表面をスタッドボルトに当て
ないように、注意してください。

2.HEPAフィルターの取り付けかた
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仕様と据付
（クリーンエアコン）



取り付け説明

・持ち運びには、滑り止め手袋を着用してください。
・持ち運び方は、ダンボール箱を傾けて箱の対角線上の２つの角を持って運んでください。
・床に置く時は、フィルター底面が平均に着地するように静かに置いてください。
・車に積む時は、３段以上積み重ねないでください。
・製品の上に乗ったり、寄り掛かったり、また無用な外力を与えないでください。
・梱包ダンボール箱外側に明示してある諸注意の記号に注意して、作業してください。

・保管場所は温度、湿度の変化が少なく、直射日光、風雨を避けられるところにしてください。
・角材を下に敷くなどして直接床に置かないでください。
・水漏れ汚染等が考えられる場所では、保管しないでください。

1）平坦な床面に置き、ダンボール箱のシールテープを
     はがしてください。

2）フィルターに付いている仕様銘板の型式を確認して
　  ください。

3）箱のふたを外側に開き、当板を垂直に抜き取ってく
　  ださい。（図1）

4）開いた箱の口を、静かに下に向けて、HEPAフィル
　  ターを床面に接地させてください。

5）箱を垂直に抜き上げて取り去って
     ください。（図2）

6）ポリ袋は、取り付ける直前に取り
     はずしてください。

●開口部を上にした状態で、HEPAフィルター本体を持ち、抜き取らないでください。

１.輸送

２.保管

３.開梱

図1

図2
HEPA
フィルター

HEPA
フィルター

当板

ご注意
■HEPAフィルターを取り扱う際には枠の部分を持ち、決してフィルター表面は触らないでくだ
　さい。フィルター表面は痛みやすく、破損した場合フィルターからの空気漏れの原因になります。

■HEPAフィルターの輸送・保管時は、横積みをしないでください。
　水平にして輸送すると振動・衝撃などによってろ材が破損し、フィルターからの空気漏れの原
　因になります。

■HEPAフィルターを梱包していますポリ袋は、ちり、ほこり付着防止のため取り付ける直前に、
　取りはずしてください。

■HEPAフィルターは洗浄などによる再生使用はできません。
　性能が低下した場合は必ず新品と交換してください。
　なお、交換時期の目安は約3年です。

1.HEPAフィルターの取り扱い
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仕様と据付
（クリーンエアコン）



85464369996000 
ACXF60-29950 

仕様・外形寸法図
■仕様

■外形寸法図

型式
外形寸法（W×H×D）
捕集効率

ファンユニット
標準風量時圧力損失

質量

CZ-28SHCK4A
610 × 610 × 150

0.3 μmPAO にて 99.97 ％以上
25.0 m3/min

初期 91 Pa ～最終 182 Pa
26.5 m3/min

初期 96 Pa ～最終 192 Pa
7.5

CZ-45SHCK4A
760 × 610 × 150

0.3 μmPAO にて 99.97 ％以上
17.5 m3/min

初期 126 Pa ～最終 252 Pa
20.0 m3/min

初期 144 Pa ～最終 288 Pa
10.5

CZ-56SHCK4A
915 × 610 × 150

0.3 μmPAO にて 99.97 ％以上
20.0 m3/min

初期 118 Pa ～最終 236 Pa
23.0 m3/min

初期 136 Pa ～最終 272Pa
12.5

mm

50Hz

60Hz

kg

仕 様

CZ-28SHCK4A

CZ-56SHCK4A

CZ-45SHCK4A

150±１ （7）
1515

610－３０

仕様銘板

15
15

61
0
－
３０

150±１ （7）
1515

760－３０

仕様銘板

15
15

61
0
－
３０

150±１ （7）
1515

仕様銘板

15
15

61
0
－
３０

915－３０
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