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（1）室外ユニット一覧

①エクセルプラス… 〔U-GB560S3SD〕
②エクセルプラスリニューアル専用機… 〔U-GB560S3SDR〕

＊機種により、ラベルの違いはあります。
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（2）室内ユニット一覧

形式（相当馬力）
室内ユニットタイプ

22 28 36 45 56 71 80 90 112 140 160 224 280
（0.8）（1）（1.3）（1.6）（2）（2.5）（3）（3.2）（4） （5） （6） （8）（10）

4方向天井カセット形 U ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
2方向天井カセット形 L ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1方向天井カセット形 DM ○ ○ ○
1方向天井カセットスリム形 DS ○ ○
高天井用1方向カセット形 D ○ ○ ○ ○ ○ ○
天井ビルトインカセット形 F ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ビルトインオールダクト形 FE ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
天井吊形 T ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎
天井埋込形 E ○ ○ ○ ○ ○ ○
天吊形厨房用エアコン V ○ ○ ○
壁掛形 K ○ ○ ○ ○ ○
床置形 B ○ ○ ○
床置プレナム形 BE ○ ○
床置ダクト形 BD ○ ○
受注対応品
ペリメーター用床置形 P ○ ○ ○ ○ ○ ○
ペリメーター用床置埋込形 PM ○ ○ ○ ○ ○ ○
1方向天井カセット形
電動弁外付けタイプ

DM
M（-A） ○ ○ ○

1方向天井カセットスリム形
電動弁外付けタイプ DS_M ○ ○

壁ビルトイン形 W
（N） ○ ○ ○

直膨コイル付
外気処理ユニット G ○ ○ ○

床置形ハイフレッシュ XW ○
天井埋込形ハイフレッシュ XE ○ ○ ○
クリーンエアコン吸込一体形 CK ○ ○ ○
クリーンエアコン壁下吸込形 CD ○ ○ ○

※1.組合せ条件があります｡『2.システム構成SYSTEM1からSYSTEM5』を参照してください｡
※2.エクセルプラスは、接続可能な室内ユニットに制限があります。『2.システム構成（6）SYSTEM6　エクセル

プラスのシステム』を参照してください。…
（表中◎：自立運転時に接続可能な室内ユニット）
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※接続容量が100%を超える組み合わせは、室内ユニットを全数運転した場合、室内ユニット1台あたりの能力は
所定値より低下します。
※室内ユニットの組み合わせや運転状況により、過渡的に空調性が損なわれる場合があります。
※自立運転時は接続制限があります。

（1）SYSTEM1　マルチタイプ室内ユニットのシステム

■配管セット（別売品）使用例

（室内ユニット接続可能台数は、室外ユニット容量に対して50～ 130%の範囲で最大24台まで）

①分岐管使用例

例１ 例2

分岐管

室内ユニット

室外ユニット

分岐管

1m以内
閉鎖弁栓（現地手配）

室内ユニット

室外ユニット

例3 　※ライン分岐方式 例4 　※Tチーズ分岐方式

室内ユニット

室外ユニット

室内ユニット

第一分岐

2m以内

注１）Tチーズ分岐後の再分岐配管はできません。
注２）市販のTチーズを使用する場合は、分岐部の
　　　全長を2m以下にしてください。

室外ユニット

②ヘッダー使用例

注）1つのヘッダーからの分岐は4本です。
　　ヘッダー方式で5本以上の分岐をさせる場合は、
　　図のようにヘッダーを2本接続してください。
　　なお、ヘッダー分岐後の再分岐配管はできません。

室外ユニット

室内ユニット

第一分岐

2m以内
ヘッダー2本使用

③ヘッダー・分岐配管複合使用例

例1 例2

注）ヘッダー分岐後の再分岐配管はできません。

室外ユニット

分岐管

室内ユニット ヘッダー 分岐管

室内ユニット

注）ヘッダー配管口は出荷時すべて閉鎖した状態にしてあります。
　　増設時配管を行ってください。

室外ユニット ヘッダー
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■システム概要

●系統連系時

室内ユニット接続台数：22形（0.8馬力相当）以上、最大24台まで
冷房能力：56.0kW
暖房能力：63.0kW

●自立時

接続制限があります。
『（6）SYSTEM6　エクセルプラスのシステム』を参照ください。
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（2）SYSTEM2　大容量マルチタイプ室内ユニットのシステム

大容量マルチタイプ室内ユニットは、異容量、異機種でマルチ接続が可能です。
※大容量マルチタイプ室内ユニットとは下表の室内ユニットを示します。
略　称 対応室内ユニット
140形 140W形・140WN形
224形 224E形・224BD形・224BE形・224W形・224WN形
280形 280E形・280BD形・280BE形・280W形・280WN形

●室内ユニット接続容量範囲
最小室外ユニット容量の50%～ 120%

（3）SYSTEM3　マルチタイプ室内ユニットと大容量マルチタイプ室内ユニットのミックスシステム

大容量マルチタイプ室内ユニットはマルチタイプ室内ユニットとミックス接続が可能です。
●室内ユニット接続容量範囲
最小室外ユニット容量の50%～ 100%

（4）SYSTEM4　ハイフレッシュタイプ室内ユニットを含むシステム

異容量・異機種の組み合わせが可能です。また、マルチタイプ室内ユニット（クリーンエアコンを除く）および直
膨コイル付外気処理ユニットとのミックス接続も可能です。
※ハイフレッシュタイプ室内ユニットおよび直膨コイル付外気処理ユニットは、ガス管弁キットは不要ですが、
別途設定が必要です。

注:外気温度が5℃以下の条件で、システムとして暖房運転している場合、ハイフレッシュ室内ユニットは、送
風運転はできません。

下記の条件を満たすように接続してください。
1.「ハイフレッシュタイプ室内ユニット」のみの場合、条件①を満たすように接続してください。
2.「ハイフレッシュタイプ室内ユニット」と「マルチタイプ室内ユニット」および直膨コイル付外気処理ユニットの
ミックスシステムの場合、条件①②を満たすように接続してください。

【条件①】室内ユニットの接続容量範囲
最小室外ユニット容量の50%～…室外ユニット2台合計容量の100%

【条件②】ハイフレッシュタイプ室内ユニットの接続割合
接続されている室内ユニット全容量の40%以下であること

（5）SYSTEM5　直膨コイル付外気処理ユニットを含むシステム

直膨コイル付外気処理ユニットは、異容量の組合せが可能です。またマルチタイプ室内ユニット（クリーンエアコ
ンを除く）とのミックス接続も可能です。
※直膨コイル付外気処理ユニットは、ガス管弁キットは不要ですが、別途設定が必要です。
下記いずれの接続の場合においても、室内ユニット接続容量範囲を満たすように接続してください。
1.…直膨コイル付外気処理ユニットのみの場合
2.…直膨コイル付外気処理ユニットとマルチ室内ユニットとのミックスシステムの場合
●室内ユニットの接続容量範囲
最小室外ユニット容量の50%～…室外ユニット2台合計容量の130%。

■ガス管弁キット接続について
●SYSTEM1（クリーンエアコンを含む場合）、SYSTEM2、SYSTEM3の場合、床置ダクト形（224・280BD
形）、天井埋込形（224・280E形）、壁ビルトイン形（W・WN全機種）、クリーンエアコン（CK・CD形全機種）
には、ガス管弁キットが必要です。

●SYSTEM1（クリーンエアコンを含む場合）、SYSTEM3の場合、下記の条件を満足するようにご使用ください。
・ガス管弁キットが設置されていない室内ユニットの合計容量が16kW以上あること。
・ガス管弁キットが設置されていない室内ユニットの合計容量が、大きい方の室外ユニット容量の50%……
以上あること。

■接続容量が100%を超える組み合わせは、室内ユニットを全数運転した場合、室内ユニット1台あたりの能力は
所定値より低下します。

■室内ユニットの組み合わせや運転状況により、過渡的に空調性が損なわれる場合があります。

2. システム構成 システム構成編
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（6）SYSTEM6　エクセルプラスのシステム

注　意

●必ず指定の電源切替盤を使用してください。
●自立運転中に電源供給できる接続機器は、指定の室内ユニットおよび照明、コンセント（サーキットプロテクタ付き）
　です。上記以外の機器は接続しないでください。
●サーキットプロテクタ推奨品は、【パナソニック製：ＣＰ－Ｃ/ＡＣ型 ２Ｐ高速（Ｆ－１）】です。

①エクセルプラス接続容量制限　※9
■停電時に空調および照明・コンセントを使用する場合

４方向天井カセット形
天井吊形
天井ビルトインカセット形
ビルトインオールダクト形

通常時

50～130％

停電時 ※5

50～100％

通常時

80～130％

停電時 ※5

80～100％

2～6馬力（ 56～160形）
4～6馬力（112～160形）
2～6馬力（ 56～160形）
2～6馬力（ 56～160形）

●停電により重大な被害が想定される機器（医療機器等）、財産が損害を受けるおそれのある機器
　（コンピューター・冷蔵庫等）は接続しないでください。
●コンセント設置時には、接続負荷に見合ったサーキットプロテクタを設置してください。
　サーキットプロテクタは操作できる場所に設置してください。
　壁等に埋め込む場合は、点検口を必ず付けて、サーキットプロテクタを操作できるようにしてください。
●指定された容量（発電電力量）を超える負荷を接続しないでください。
　※自立運転中に発電できる電力は、室外ユニット自己消費電力（最大1ｋＷ）を含めて“3.5ｋW”です。
●突入電流が大きい電気機器は接続しないでください。
●ノイズが発生する機器は接続しないでください。

室内ユニット ※１ ※2 ※3※4 電気機器【例】

電気機器【例】

電源切替盤２次側

■停電時に照明・コンセントを使用する場合（※停電時に空調を使用しない場合）

最大 24台

50～130％接続

電源切替盤１次側

接続台数

接続可能容量

電源接続先

－

最大　2.5kVA まで

電源切替盤２次側

室内ユニット

照明※6
（LED、蛍光灯、水銀灯 ※7 等）
コンセント（携帯電話の充電）

制約なし
（ハイパワーエクセル機に準ずる）

接続機器

接続機器

最大10台
4～6馬力の室内ユニットのみで構成する場合 2～3.2馬力の室内ユニットを含む場合

照明※6（LED、蛍光灯、水銀灯  ※7 等）
コンセント（携帯電話の充電）

電源接続先

接続可能

容量

接続台数

最大　1.2kVA まで　※8

－

●自立中の運転を許可した室内ユニットと運転を禁止した室内ユニット間では、同一リモコンでのグループ制御はできません。
●自立運転中は発電を優先するため、空調制御性が低下する場合があります。
●非常用発電機としては使用できません。
●自立運転時、商用電源が復帰したことを受電信号（CT、WTD）または電源切替盤で検知し自立運転が停止します。
　受電信号で検知する場合、商用電源側の負荷電流が２A（CT使用時）、500W（WTD使用時）以上のときに商用電源
　復帰と判断します。
●バッテリーは定期交換が必要です。
●自立出力側のコンセント付近に室外ユニットに付属されている“コンセントご利用に関してのご注意ラベル”を貼り付け
　てください。
●自立運転ランプ、自立運転警報ランプは、LED照光タイプを使用ください。

お願い “コンセントご利用に関してのご注意ラベル”に記載されている
　※１　接続容量　　　　Ｗ以上は接続しないでください。
　　の　　 内に、コンセントの接続可能容量を油性マジック等の消えないもので記入してください。

※1. 室内ユニットは集中制御も可能ですが、個別リモコンの設置は必須です。
※2. 停電時に自立運転させる室内ユニット台数は、室外ユニット基板にて設定・変更できます。
※3. 自然気化式加湿器の接続は可能。ただし、ポンプ等付帯設備側の電源が停電になった場合はご利用できない
　　 場合があります。
※4. 昇降グリル付き天井パネルの昇降機能は、自立運転時には使用できません。高性能フィルターの取付時など
　　 室内ユニットをハイタップに設定される場合は別途ご相談ください。
※5. 室外ユニットの基板にて停電時に自立運転させる（させない）室内ユニットを選択できますので、条件を満た
　　 すよう設定してください。
※6. 照明器具の種類によっては、自立運転時に、ちらつく場合があります。
※7. 水銀灯は、高力率安定器使用のものに限ります。
※8. 接続室内ユニット：４方向天井カセット形　5馬力（140形）×4台で算出した場合。
　　（照明等の電気機器の接続可能容量は、接続室内ユニットの組み合わせにより異なります。）
※9. 自立時複数台発電システムに接続されたハイパワーエクセル（２０馬力）の接続容量制限はエクセルプラスと
　　　同様になります。
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単独設置の場合（例）
電源切替盤

室内ユニット

室外ユニット
エクセルプラス

系統電力

復電

ブレーカー

照明
（現地手配） コンセント

（現地手配）

自立運転スイッチ
（現地手配）

自立運転警報ランプ
（現地手配）

●自立時複数台発電システムに接続できる室外ユニット・室内ユニット等は、下表のとおりです。
　※自立時複数台発電システムとは、エクセルプラス1台 ＋ ハイパワーエクセル 最大3台を接続するシステムです。

注意：自立時複数台発電システムに接続するハイパワーエクセルは、必ず単独設置としてください。
　　　Wマルチシステムには対応していません。

室外ユニット

U－GWX560S3SD
U－GWX560S3SDE
U－GWX560S3SDJ
U－GWX560S3SDR
U－GWX560S3SDRE
U－GWX560S3SDRJ

Wマルチ・ハイパワーエクセル

リニューアル専用
Wマルチ・ハイパワーエクセル

■接続可能室外ユニット

■停電時に空調および照明・コンセントを使用する場合

４方向天井カセット形
天井吊形
天井ビルトインカセット形
ビルトインオールダクト形

通常時

50～130％

停電時 ※5

50～100％

通常時

80～130％

停電時 ※5

80～100％

2～6馬力（ 56～160形）
4～6馬力（112～160形）
2～6馬力（ 56～160形）
2～6馬力（ 56～160形）

室内ユニット ※１ ※2 ※3※4 電気機器【例】

電気機器【例】

電源切替盤２次側

■停電時に照明・コンセントを使用する場合（※停電時に空調を使用しない場合）

最大 24台

50～130％接続

電源切替盤１次側

接続台数

接続可能容量

電源接続先

－

最大　2.5kVA まで

電源切替盤２次側

室内ユニット

照明※6
（LED、蛍光灯、水銀灯 ※7 等）
コンセント（携帯電話の充電）

制約なし
（ハイパワーエクセル機に準ずる）接続機器

接続機器

最大10台
4～6馬力の室内ユニットのみで構成する場合 2～3.2馬力の室内ユニットを含む場合

照明※6
（LED、蛍光灯、水銀灯  ※7 等）

コンセント（携帯電話の充電）

電源接続先

接続可能

容量

接続台数

最大　1.2kVA まで　※8

－

※1. 室内ユニットは集中制御が可能な場合もありますが、個別リモコンの設置は必須です。
※2. 停電時に自立運転させる室内ユニット台数は、室外ユニット基板にて設定・変更できます。
※3. 自然気化式加湿器の接続が可能。但しポンプ等付帯設備側の電源が停電になった場合は利用できない場合があります。　
※4. 昇降グリル付き天井パネルの昇降機能は、自立運転時には使用できません。高性能フィルターの取付時など室内
　    ユニットをハイタップに設定される場合は別途ご相談ください。
※5. 室外ユニットの基板にて停電時に自立運転させる（させない）室内ユニットを選択できますので、条件を満たす
　    よう設定してください。
※6. 照明器具の種類によっては、自立運転時に、ちらつく場合があります。
※7. 水銀灯は、高力率安定器使用のものに限ります。　
※8. 接続室内ユニット：４方向天井カセット形　5馬力×4台 で算出した場合。
　  （照明等の電気機器の接続可能容量は、接続室内機の組合せにより異なります。）

②ハイパワーエクセル接続容量制限
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 電源切替盤

室内ユニット

系統電力

ブレーカー

自立運転
スイッチ

（現地手配）

自立運転警報
ランプ

（現地手配）

照明
（現地手配）

コンセント
（現地手配）

室外ユニット
エクセルプラス

<親機>

ハイパワーエクセル
（20馬力）
代替親機

ハイパワーエクセル
（20馬力）

子機1

ハイパワーエクセル
（20馬力）

子機2

■自立運転時の自立出力を照明・コンセントのみ接続する場合、室内ユニットは、系統電力に接続してください。
■自立時複数台発電システムにする場合、ハイパワーエクセルを自立時複数台発電システムに対応する必要があります。

室内ユニット

照明
（現地手配）

コンセント
（現地手配）

室内ユニット

照明
（現地手配）

コンセント
（現地手配）

室内ユニット

照明
（現地手配）

コンセント
（現地手配）

複数台設置の場合（例）
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