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品　　名 品　　番

分岐配管セット
APR-P160B
APR-P680B

SGP-PCH1400K

ヘッダー配管セット
SGP-HCH280M
SGP-HCH280K
SGP-HCH560K

外付電動弁キット ATK-SVRK160B

ガス管弁キット ATK-RX160A

排気延長キット SGP-PEX560K

系統連系盤
ACC-GX560K1G-2

ACC-GX560K1G-5　※1
ACC-GX560K1G-8　※1
ACC-GX560M2G-1　※1

電力トランスデューサー ACC-WTD

零相電圧検出器 ACC-ZPD-2

低圧逆潮流検出CT
（電流センサー）

ACC-08A1CT300
ACC-08A1CT500
ACC-T08A2CT1000

遠隔監視アダプター取付金具 CZ-CAPMB

注1）※1に関しては、零相電圧検出装置との組み合わせでないとOVGRが動作しませんので、必ず同時に
手配してください。

注2）ACC-GX560K1G-5、ACC-GX560K1G-8に使用する零相電圧検出装置（現地手配）と、ACC-
GX560M2G-1に使用する零相電圧検出装置ACC-ZPD-2は仕様が異なるため併用はできません。

1. 別売部品一覧（室外ユニット）
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（1）分岐配管セット

分岐後に接続さ
れる室内ユニッ
トのトータル容量

（kW）

標準的な接続条件の場合
90m（相当長）<L1、

または室外ユニットに対する室内ユニットの
容量比率が130%を超える場合

APR-P160B APR-P680B SGP-
PCH1400K APR-P160B APR-P680B SGP-

PCH1400K
～ 16.0 ○ ― ― ○ ― ―

16.1 ～ 35.5 ○ ○ ― ― ○ ―

35.6 ～ 71.0 ― ○ ― ― ― ○

71.1 ～ ― ― ○ ― ― ○

1）APR-P160B

2）APR-P680B
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3）SGP-PCH1400K

2. 冷媒関連部品
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（2）ヘッダー配管セット

分岐後に接続さ
れる室内ユニッ
トのトータル容量

（kW）

標準的な接続条件の場合
90m（相当長）<L1、

または室外ユニットに対する室内ユニットの
容量比率が130%を超える場合

SGP-
HCH280M
※2

SGP-
HCH280K

SGP-
HCH560K

SGP-
HCH280M
※2

SGP-
HCH280K

SGP-
HCH560K

～ 16.0 ○※1 ― ― ○※1 ― ―
16.1 ～ 28.0 ○ ○ ― ○ ○ ―
28.1 ～ 45.0 ― ○ ― ― ― ○
45.1 ～ ― ― ○ ― ― ○

※1現地にて、レデューサーの別途手配が必要です。
※2…受注対応品

●各部接続寸法（配管の内径を示す。）（mm）

位置 A部 B部 C部 D部 E部 F部 G部 H部 I部 J部

寸法 φ38.1 φ31.75 φ28.58 φ25.4 φ22.22 φ19.05 φ15.88 φ12.7 φ9.52 φ6.35

使用箇所 個数
部品1 ガス側ヘッダー配管 1
部品2 液側ヘッダー配管 1
部品3 部品1の断熱材 1
部品4 部品2の断熱材 1
部品5 レデューサー（HCH560Kに付属） 1
部品6 レデューサー（HCH560Kに付属） 1
部品7 レデューサー（HCH280Kに付属） 1
部品8 レデューサー（HCH280Kに付属） 1
部品9 レデューサー（HCH560Kに付属） 1
部品10 レデューサー（HCH280Mに付属） 1
部品11 レデューサー（HCH280Mに付属） 1
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①SGP-HCH280M

●ガス管サイズがφ22.22の場合、部品1の（D）部に部品10をろう付してください。
●ガス管サイズがφ19.05の場合、部品1の（D）部に部品10をろう付してください。
●液管サイズがφ9.52の場合、部品2の（H）部に部品11をろう付してください。
●室内ユニットのトータル容量より選定された現地配管サイズに合わせたサイズ位置でパイプカッターで切断し
てください。（先端サイズと同一の場合は切断する必要はありません。）
●切断はウチダボ部よりできるだけ長く離れた所で行ってください。
●断熱材付属
●1個あたり相当長0.5m

②SGP-HCH280K

●ガス管サイズがφ22.22の場合、部品1の（D）部に部品8をろう付してください。
●ガス管サイズがφ28.58の場合、部品1の（D）部に部品7をろう付してください。
●室内ユニットのトータル容量より選定された現地配管サイズに合わせたサイズ位置でパイプカッターで切断し
てください。（先端サイズと同一の場合は切断する必要はありません。）
●切断はウチダボ部よりできるだけ長く離れた所で行ってください。
●断熱材付属
●1個あたり相当長0.5m

③SGP-HCH560K

●ガス管サイズがφ28.58の場合、部品1のB部に部品6をろう付してください。
●ガス管サイズがφ38.1の場合、部品1のB部に部品5をろう付してください。
●液管サイズがφ15.88の場合、部品2のF部に部品9をろう付してください。
●室内ユニットのトータル容量より選定された現地配管サイズに合わせたサイズ位置でパイプカッターで切断し
てください。（先端サイズと同一の場合は切断する必要はありません。）
●切断はウチダボ部よりできるだけ長く離れた所で行ってください。
●断熱材付属
●1個あたり相当長1.0m

2. 冷媒関連部品
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（3）外付電動弁キット（ATK-SVRK160B）

ATK-SVRK160B
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2. 冷媒関連部品
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2. 冷媒関連部品
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2. 冷媒関連部品
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（4）ガス管弁キット（ATK-RX160A）

GHP室内外ユニットの組み合わせが、ガス管弁キット（+基板ACC-3WAY-B1）を使用することにより拡大します。

2. 冷媒関連部品
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①ガス管弁キット要否一覧表

適用機種※1

室外機1台に接続した場合 室外機2台（Wマルチ）に
接続した場合

室内機
1台接続

室内機複数台接続 室内機複数台接続
グループ制御 個別制御 グループ制御 個別制御

天井埋込形（224・280形）
床置ダクト形（224・280形）
壁ビルトイン形（140・224・280形）
クリーンエアコン（45・56・71形）

× ○※2 ◎※3 ○※2 ◎

上記以外の標準室内機（22～ 280形） ×
◎：必須
○：必要だが例外あり
×：不要

室内ユニットで暖房サーモOFF時に冷風防止制御（室内風速LL風）のない機種をマルチ設置等する場合そのサー
モOFFしている室内ユニットに冷媒が溜まり込む不具合を防ぐため、このガス管弁キットが必要となります。
注）1.ガス管弁キット2台並列使用時、別売の分岐配管セットを2セットご使用ください。
2.ガス管弁キットの室内ユニット内への取付けは不可です。（外付けとなります）
3.ガス管弁キットの取付けは、必ず上面を上にして取付けてください。
4.ガス管弁キットの取付けは、各別売品に同梱している「据付工事担当のかたへ」をご参照ください。

（＊1）

分岐後配管容量（kW） 分岐配管品番
35.6以上 SGP-PCH1400K
16.1 ～ 35.5 APR-P680B
16.0以下 APR-P160B

※224形で使用する場合は分岐後容量に関係なくすべてP160Bとなります。

②配線方法

※1.224・280形室内機はATK-RX160Aを2台並列に接続してください。
※2.「全室内機グループ制御でリモコンサーモ使用、かつブースターファンなどの別装置で…

外気導入を行っていない」場合、ガス管弁キットは不要です。
※3.クリーンエアコンは、3WAYマルチへ接続される場合は不要です。（電磁弁キットを使用します。）
※室内機が冷房専用の場合、ガス管弁キットは不要です。
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③機能設定の変更

・システム内にガス管弁キットを接続している室内ユニットがある場合は、室内ユニットと接続されている室外ユ
ニットの室外メイン基板からその室内ユニットの機能設定を変更します。
・設定変更は、アドレス設定を終了した後に行います。

1）①HOME（S004）キーを1秒以上押すとメニュー項目番号
が表示されます。『　　』

2）次にUP（S005）・DOWN（S006）キーを押すとメニュー項
目番号が表示されます。『　　』にします。

3）『　　』の表示後、室内ユニット設定表示…
『　』になります。室内ユニット設定表示の状態
で、SET（S007）キーを押すと図1の様な表示に切り替わり
ます。（緑LED点灯）

※図1の場合、室内ユニット1号機・データコード1になります。

この状態でDOWN（S006）・UP（S005）キーを操作すると、設定項目を選択することができます。

データ
コード データ名 初期値 備考

↑
d
o
w
n

u
p
↓

1 ガス管弁有無 0 0=無し　1=有り
2 優先順位 0 0=最下位　1=1…4=最上位
3 ドレンポンプ間欠制御 0 0=無し　1=四方弁冷房側中に間欠
4 ドレンポンプ連続制御 0 0=無し　1=四方弁冷房側中に連続
・
・
・
8 加湿器設定 0 0=無し　1=暖房結露防止制御有り
L 冷房吹き出し温度設定 0 0=機種別　-35=-35…92=92
N 暖房吹き出し温度設定 0 0=機種別　-35=-35…92=92
・
・

4）室内ユニット設定項目選択操作状態でセット（S007）キーを
1秒以上押すと、TEST/WARNING表示（赤LED（D052）点
灯）が行われます。この状態で、DOWN（S006）・UP（S005）
キーを操作することで、選択されている設定項目の設定内容
を変更することができます。

※ガス管弁キットへの設定変更
データコード『1』（ガス管弁有無）を選択し、設定値を『1』（有
り）にしてください。（図2）

5）変更した値を不揮発性メモリにしまいたい場合は、SET（S007）キーを1秒以上押します。TEST/WARNING
表示は解除（赤LED（D052）消灯）され、室内ユニット設定項目選択操作に戻ります。変更した値を破棄したい
場合は、TEST/WARNING表示（赤LED（D052）点灯中）にホーム（S004）キーを1秒以上押します。（室内ユ
ニット設定項目選択操作中にHOME（S004）キーを1秒以上押した場合、設定した内容は破棄しません。）

図1室内ユニット設定表示

HOME
S004

D052

D053

S005 S006 S007
UP DOWN SET

室内ユニットのアドレス

データコード
設定値

HOME
S004

D052

D053

S005 S006 S007
UP DOWN SET

図2…ガス管弁キットを設定する場合

2. 冷媒関連部品
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④据付工事
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2. 冷媒関連部品
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2. 冷媒関連部品

F-20

別売部品編



F-21

2. 冷媒関連部品 別売部品編



2. 冷媒関連部品
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（1）排気延長キット（SGP-PEX560K）

■外形寸法図

■排気延長キットの据付
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3. 室外ユニット関連部品
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3. 室外ユニット関連部品
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3. 室外ユニット関連部品
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（2）逆潮流検出CT（電流センサー）

CTに配線接続用2P端子板を取付けたもの（1000A用は固定金具付き）を別売部品として用意しておりますので、
1次側の電流に合わせて選定してください。尚、取付け方法につきましては、「施工編・2.室外ユニット電気工事」
を参照ください。

1）300A用
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2）500A用

3. 室外ユニット関連部品
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3）1000A用
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（3）遠隔監視アダプター取付金具（CZ-CAPMB）

Panasonic 
据付工事説明書
遠隔監視アダプタ ー取付金具

I品番：CZ-CAPMB
I 

適用ユニット ハイパワ ー エクセル(S3形）
エクセルプラス(S3形）

●取り付け工事の前にユニットに同梱されている「据付工事説明書」と、この据付工事説明書をよく 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、この据付工事
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。

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。

△警告霜る言言
おそれ I�慧冨品芦雷言。ゞ

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

〇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。

企警告

o ・
贔雰雪言雲唱れ、感電、火

必ず守る
炎などの原因）

‘ ■ 据付 ・ 電気工事は、販売店か専門業者に依頼する
（感電 ・ 火災等の原因）

■ 据付工事は、ユニットの「据付工事説明書」に従っ
て行う
（感電 ・ 火災等の原因）

■ 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）

■ 配線は、所定のケーブルを確実に接続し、端子接
続部に、ケーブルの外力が伝わらないように固定
する
（発熱 ・ 火災等の原因）

■ 据付作業中に冷媒が漏れたときは換気する
（冷媒ガスが溶接バー ナー等の火気に触れると有
毒ガスが発生する原因）

■ 据付工事完了後、冷媒ガスが漏れていないことを
確認する
（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）

■ 電気工事は、電気工事士が下記に従って行う
●電気設備に関する技術基準
●内線規程
●据付工事説明書
（感電 ・ 火災の原因）

■ 工事は、ユニットの漏電しゃ断器を切ってから行う
（感電の原因）o ・ 改造 ・ 改修は絶対にしない

（修理はお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。故障や感電、火災の原因）
禁止

■据付工事説明量に記載されていない方法や、各説明書に記載されていない本体および付属品への追加工、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、当社では賣任を負えません。
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。

-1-

Printed in」apan
ACXF60-40310 

BE0320-0 

3. 室外ユニット関連部品
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3. 室外ユニット関連部品
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