セントラル冷暖房換気システムの

上手な使いかたマニュアル
保管方法：目につきやすいところに保管してください。

このシステムは24時間全室運転が基本です

1

システムが自動的に運転ON/OFF
するのでムダがありません！

住宅の断熱・気密性が高いので、全室運転状態でも、常に空調機
が作動することはありません。
冷暖房時はいったん冷えたり、暖まったあとは空調機の省エネ制御
により、わずかな電気代で快適さを維持することができます。
ただし、中間期、さわやかなときは、窓をあけて空調を一時停止す
ることは可能です。

自動 ON/OFF

省エネ制御

換気は切らないでください。

お住まいになる方と家の健康を考え、計画的な常時換気が行える
ように気密性を高くしています。
ですから、快適にお過ごしいただくために、空調を停止した場合で
も換気停止にはしないでください。
換気モードは「強」でお使いください。ただし、冬季（暖房運転時に
乾燥を感じるとき）のみ「弱」でお使いいただくことは可能です。

換気 ON

常時換気

換気モード
「強」

う
。

。

2

効率よくお使いいただくためにシステムを正しく使いましょう
ふだんの使いかた
快適設定温度は？
夏
（冷房時） 冬
（暖房時）

28〜30℃ 18〜20℃
をおすすめします。

お出かけ時、就寝時、
使用しないお部屋の
使いかた
「キープ運転」または、温度設定を
高め
（冷房時）
、低め
（暖房時）
で
お使いください。

キープ運転とは…
さほど冷暖房を必要としない場
合に、室温を設定温度より冷
房 時で3 ℃ 高く
（ 最 高で3 1
℃）、暖房時で5℃低い温度
（最低で13℃）
にキープする運
転です。
各室の設定温度の差は使用
していない部屋を除き、
キープ
運転の範囲内（暖房時5℃、
冷房時3℃）
を目安にしてくだ
さい。
設定温度差が大きい場合、熱負荷等
の関係で必ずしも設定どおりに制御で
きない場合があります。

「運転/キープ」ボタンによりワ
ンタッチで切り替えができます。
●タイマーによる切り替えも可能
です。
●除湿
・送風時にはキープ運転
は行われません。
●

春や秋など、外気の気持ち良い時期
（中間期）の使いかた
無理に窓を閉め切って冷暖房を行う必要はありません。
外気の気持ち良い時期は、換気モードは「強」のまま、窓を開放してください。
窓を開放していない部屋も含めて、家全体
で換気が行われるように、窓を開放する場
合も換気モードを
「強」
で運転してください。
●空調停止するとき→センターコン
トローラーで「空
調停止」
を選択します。

気温はそれほど高くなく、
湿気により暑さを感じる時期の使いかた
湿度のみを下げることで、暑さを感じにくくなります。
センターコントローラーで「除湿」を選択し、室内の湿度に応じて、
除湿能力（Hi、Lo）を切り替えてください。

長期旅行時の使いかた
空調は停止し、換気モードを「強」で運転してください。

作成
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運転のしかた
センターコントローラーで運転（全体）、ルームコントローラーで各部屋の設定をします。
運転開始

センターコントローラー
空調モード表示ランプ

空調モード切替ボタン

部屋番号ボタン

空調モード
（暖房→冷房→除湿
→送風→空調停止）
を切り替え
ます。

運転を開始するときは 換気切替 ボタンを押して換気モードを「強」とし、
次に 空調切替 ボタンを押して空調モードを選択します。

運転/キープ/停止ボタン

部屋番号

換気モードの設定
換気モードは下記のご使用方法を推奨します。
・冬季（12月〜3月頃）
：
「弱」 ・左記以外：
「強」
フィルター清掃時以外は「換気停止」にしないでください。
換気切替 ボタンを押します。
●1回押すごとに
「強」
と
「弱」
が切り変わります。
●5秒以上長押しすると
「換気停止」
になります。
●「換気停止」時に押すと
「強」
になります。
※中間期や窓あけ時は、空調停止であっても換気モードは「強」でお使いください。
空調停止でも家の中の空気は小風量で循環しています。

温度・湿度（Hi/Lo）設定用ボタン
換気モード表示ランプ

フィルター清掃表示

設定温度

・点灯したらフィルターを掃除して ・空調停止のとき：ーー
ください。
キープ運転のとき：00
換気モード切替ボタン
換気モード
（強←
→弱）
を切り替え ・清掃後に 部屋番号 ボタンを5 を表示します。
秒以上押すとフィルター清掃表 (ルームコントローラーの機種
ます。
示ランプが消えます。
によりキープは使用できな
2週間するとまた点灯します。
い場合があります。）

空調モードの設定
空調切替 ボタンを押します。
●1回押すごとに暖房→冷房→除湿→送風→空調停止の順に運転内容が
変わります。
●換気運転のみ行う場合は、
「空調停止」
でお使いください。

各部屋の温度設定

除湿のHi・Lo切替方法

暖房または冷房時に各部屋の温度設定もできます。

空調切替 ボタンを押して「除湿」を選びます。

部屋番号 ボタンを押して部屋を選びます。

●1回押すごとに暖房→冷房→除湿→送風→空調停止の順に運転内容が変わります。

●1回押すごとに部屋番号が切り替わります。
●部屋番号は室内機に貼ってある
「部屋番号表」
を
参照してください。

または

部屋番号が表示されます。

または

HiとLoが切り替わります。

ボタンを押して温度を設定します。

●設定した温度が表示されます。
ボタンを押すごとに温度が1℃上がります。
ボタンを押すごとに温度が1℃下がります。

（能力大）
：湿度は約50％を目安に運転します。
（能力小）
：湿度は約60％を目安に運転します。

設定した温度が
表示されます。

※除湿の設定は部屋ごとにはできません。全部屋共通です。ルームコントローラーで
1部屋でも停止にすると除湿運転が停止しますので止めないでください。再開する
場合は、
センターコントローラー 運転/キープ/停止 ボタンを押してください。

運転開始

ルームコントローラー

運転
キ−プ

キープ運転
運転状態で

空調モード表示

キープ表示

時間後
切

キ−プ タイマー 入

温度/時間
●

温度/時間設定ボタン
停止ボタン

ボタンを押します。

●運転表示ランプが点灯します。

設定温度/タイマー時間表示

暖 房
冷 房
ドライ
送 風

運転
キ−プ

タイマ−
停止

ボタンを押して「強」
・
「弱」を選びます。

タイマーモード表示

※ボタンを押すごとに通常運転 →
←キープ運転が交互に切り替わります。

運転/キープボタン

室温検知部

ボタンを押します。

●キープ表示が点灯します。
（他は消灯します）
●押したときの空調モードでキープ運転します。
●温度設定操作はできません。
●部屋を出るときはキープ運転にしてください。室温を設定温度より冷房時で3℃高く
（最高で31℃）、暖房時で5℃低い温度（最低で13℃）
にキープして運転します。
●除湿・送風運転時はキープ運転は行われません。

運転ランプ

タイマー切替ボタン

運転
キ−プ

室温設定のしかた
温度を下げたいとき

▽

ボタンを押します。
●1回押すごとに1℃ずつ下がります。

温度を上げたいとき

△

ボタンを押します。

冷房28〜30℃
温度の
おすすめ範囲 暖房18〜20℃
室温調節は冷房16〜31℃、
暖房13〜31℃の範囲まで
設定可能です。

●1回押すごとに1℃ずつ上がります。

運転停止
停止 ボタンを押します。
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ルームコントローラーのタイマー設定
各部屋のルームコントローラーで入タイマーか、切タイマー運転ができます。
（※入・切タイマーを同時に使うことはできません。 ※停止にはなりません。）

■「入タイマー」 キープ運転 → 通常運転

■「切タイマー」 通常運転 → キープ運転

1.タイマー切換

●

温度/時間

●

タイマ−

タイマ−

タイマー表示「入」を表示させます。

温度/時間
●

表示数字を6に合わせます。

時間後

キ−プ タイマー 入

この場合「入タイマー」設定直後より明朝
午前5時まではキープ運転となります。
キープ運転は室温を設定温度より冷房時で
3℃高く
（最高で31℃）、暖房時で5℃低い
温度（最低で13℃）にキープして運転します。

を押します。

温度/時間

運転
キ−プ

●

タイマ−

運転
キ−プ

タイマ−
停止

タイマー表示「切」を表示させます。

時間後

キ−プ タイマー 入

温度/時間

停止

表示・合わせかた

表示・合わせかた
タイマ−

運転
キ−プ

2.時間設定

通常運転中に タイマー ボタンを1回押します。

停止

停止

※

を押します。

温度/時間

運転
キ−プ

1.タイマー切換
使用ボタン

使用ボタン

温度/時間

使用例…時間：午後11時 設定温度：28℃
タイマー設定：3時間後（午前2時）にキープ運転にしたいとき

2.時間設定

通常運転中に タイマー ボタンを2回押します。

夏の就寝時などに
設定

（設定した時間後に）

使用例…時間：午後11時 設定温度：20℃
タイマー設定：6時間後（午前5時）に通常運転にしたいとき

、

タイマー

表示数字を3に合わせます。

時間後
切

タイマー

時間後
切

この場合、午前2時からキープ運転となります。
キープ運転は室温を設定温度より冷房時で
3℃高く
（最高で31℃）、暖房時で5℃低い
温度（最低で13℃）にキープして運転します。

ボタンは押すごとに
「切タイマー」→「入タイマー」→「タイマーなし」
と切り替わります。

■送風表示ランプが点灯（換気運転設定）中は全室停止（設定温度箇所が「ー ー」表示）状態でも換気運転します。
この場合、すべての吹出口から風が出ます。
■霜取等により送風機が停止中のときは換気ユニットも一時的に停止します。
■冷房中の室温は設定温度より下がり気味に、暖房中は上がり気味になる場合もあります。設定温度は目安とお考えください。
■送風運転は中間期（春・秋）などや、家全体の空気を撹拌する際にお使いください。
■このシステムでは、できるだけお部屋の温度を変えない除湿方式（再熱ドライ方式）を使用していますが、除湿の際の温度調節機能は
ありませんので、室温が変化する場合があります。温度コントロールが必要な場合は冷房または暖房でお使いください。
■外気条件、お部屋の状態により、目標温度まで到達しない場合があります。

。

ご注意

住 ま い か た の 工 夫

1

開放型石油ストーブ・
ガスストーブは使えません。

●汚れた空気を室内に放出する暖房器
具は使用しないでください。
●結露の原因にもなります。
換気不十分！
o2

カーテン、障子の使い
かたには工夫が必要です。

●結露を防ぐには空気の流れを遮断しな
いのがコツです。
●開口部周りのカーテンや障子は空気
を遮断するので注意が必要です。
テン
カー

3

冬期の乾燥には加湿の
工夫をしましょう。

●湿度の低い季節は、洗濯物の室内干しや、浴室の
ドアを開ける、観葉植物を置くなどすると効果的。
●加湿器を使用する場合は室内湿度に注
意してください。
（結露の原因となります。）

4

機械室の前・中に物を
置かないでください。

●空気の流れが妨げられ冷暖房の能力
が低下します。
空気が吸込めない…

障子

2

5

2

Co2

Co2

Co

2

Co2 Co2 C
o

C

Co2

く

主に外出時・冬の
就寝時などに設定

（設定した時間後に）

部屋はオープンに
使い、温度差を極
力なくす必要があ
ります。

●部屋と部屋はできるかぎり開放し
温度差をつくらないでください。
●押入れや納戸の使いかた、家
具の置きかたなどにおいては、
空 気の流れをスムーズにする
工夫が必要です。

6

喫煙や化学物質な
どで空気を汚さない
ために適切な局所
換気が必要です。

●化学物質、臭気、水蒸気などが
過剰に室内で発生する場合に
はすみやかに排出してください。
必要に応じて窓開け換気もお
願いします。

7

室外ユニットが雪
に覆われる前に、
除雪をしてくださ
い。

●降雪量が多い場合は、
こまめな
除雪をお願いします。

8

室外ユニットの解氷をする場合は、暖
房運転を切って、室外ユニットが停止し
た状態で行ってください。

内部の解氷をする場合
グリルは外さず、 部辺り
をめがけて、
ゆっくりとお湯
をかけてください。
他の部分へ直接お湯を
かけますと、故障の原因
になります。

正面

40〜
60℃

室外ユニット熱交換器部を解氷する場合
浴室
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裏面

40〜
60℃

製品裏面の熱交換フィン
部分
（ 部）
にお湯をゆっ
くりかけてください。
部にお湯をかけますと、
電装部品にお湯がかかり
故障の原因になります。
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お手入れのしかた 2週間に1度の目安でのお掃除を

ペットを飼っている場合は、機械に毛が詰まる恐れがありますので、
清掃をこまめに行ってください。

全館空調システムを効率よくお使いいただくために各部品のお手入れを行ってください。
お手入れの際は必ず空調および換気を停止させてください。

はずしかた
ロスナイ換気ユニットのフィルター

フィルターを引き出す。

フィルターの清掃のしかた
1.空気清浄フィルター
（ロスナイ換気ユニット、自然給気ユニット）
掃除機でホコリを
吸い取る。

2.高性能除塵フィルター

高性能除塵フィルターは
清掃しないでください。

※「高性能除塵フィル
ター」をはめる際は、
フィルター枠をはずし
て、あけたときにうす緑
色が上にくるようには
めこみます。
空気清浄フィルター

室内機のフィルター

空気清浄 脱臭フィルター
フィルター （オプション）

②NOxフィルター（黒）を約
60分間つけ置きする。
③水道水ですすぎ洗い
をする。

NOxフィルター（黒）

タオル

空気清浄フィルター
①脱臭フィルター・VOCフィルター
をはずす。
②掃除機でホコリを吸い取る。

※半年に１回程度実施ください。

品 名
空気清浄フィルター

形 名 掃除の目安 交換の目安
P-908F 2週間に1度以上 2年間

室内機 脱臭フィルター（オプション） P-908DF 掃除できません 2年間
2週間に1度以上 2年間
掃除できません 6か月
掃除できません 3か月
6か月に1度以上 5年間

※脱臭フィルターは、臭気の発生状況により大幅に交換時期が
変わる可能性があります。
別売部品 「三菱電機修理受付センター」でお求めいただけます。

やわらかい布でからぶきする。

■吹出グリルの掃除は、年に1回程度掃除してください。
■ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉・洗剤・殺虫剤・化学ぞう
きん等の使用は製品をいためますので使用しないでください。

剤

ベンジン

殺虫剤

洗

シンナー

リン
ガソ

みがき粉

ホウキ

グリル・コントローラーの清掃

屋外フード

ネット

※交換したフィルターは定
期点検時に回収します
ので、保管しておいてく
ださい。

空気清浄フィルター P-151F
ロスナイ 高性能除塵フィルター P-151KF
換気
ユニット 〈微小粒子用〉高性能フィルター P-151BF
NOxフィルター（オプション） P-151NX

空気清浄フィルター

フード

高性能除塵フィルター

※6か月を目安として交換し
てください。定期点検時は
点検員が交換します。
※〈 微小粒子用 〉高性能
フィルターの場合は、3
か月です。

VOCフィルター（オプション） P-908VF2 掃除できません 2年間

清掃しないでください。

屋外フードのネットの部分に
付着しているホコリをホウキ
ではらう。

④つめが「カチッ」という
までしっかりしめる。

つめ

●各フィルターの掃除の目安と交換の目安について

脱臭
VOC
フィルター フィルター

脱臭フィルター（オプション）
脱臭フィルター・VOCフィルターは

吸込口

うす緑色

空気清浄フィルター

3.NOxフィルター（オプション） NOxフィルター
①バケツなどに水を入れ、重曹
（お手元にない場合はベーキ
ングパウダーで可）を1ℓあた ④タオルなどの上に置き
水気を取る。
り14g（大さじ1杯）入れる。

※重曹は薬局でお求めください。
ベーキングパウダーはスーパー
などでお求めください。

吸込口上部を手前に引き、
フィルターを引き出す。

高性能除塵フィルター
③汚れたフィルターを取り
①フィルターを引き出す。
②つめをはずして
出し、新しいフィルターを
フィルター 枠を
入れたとき、うす緑色が
開ける。
上にくるようにはめこむ。

重曹：2杯
（ベーキングパウダー）
NOxフィルター（黒）

空気清浄
フィルター

高性能除塵
フィルター（裏面が上）

高性能除塵フィルターまたは〈微小粒子用〉高性能フィルターの交換

故障・異常時の連絡方法
●水漏れ、異常音の発生があった場合やコントローラーに『IC2500』等のエラーコードが表示された場合は、次の要領で修理のご依頼をいただくようお願いいたします。

STEP1 下記の両窓口にて受け付けておりますので、製品に不具合が発生した場合はご連絡ください。
三菱地所ホーム株式会社 アフターメンテナンス受付センター

電話番号 0120-33-6161
受付時間 10:00～17:00（水・日・祝除く）

三菱電機修理受付センター（三菱電機システムサービス株式会社）
電話番号
受付時間

0120-56-8634
365日24時間

STEP2 下記項目を受付者にお申し付けください。下記項目についてお申し付けをいただけていない場合、10年保証が受けられないケースがございます。
①お名前・連絡先電話番号
②エアロテック10年保証であること
③引渡年月
④型名

①お名前・連絡先電話番号
②エアロテック10年保証であること
③引渡年月
④型名

⑤依頼元を三菱地所ホームとすること
⑥依頼元電話番号
三菱地所ホーム株式会社
0120-33-6161

安全のために必ず守ること
「安全のために必ず守ること」については「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

このシステムは24時間連続運転で
ご使用ください。

お住まいになる方と家の健康を考え、
24時間運転をしてください。
本システムは24時間連続運転のための安全性を十分に考慮した設計を行っております。安心してご使用ください。

11年目以降も定 期 点 検 制 度に
ご加入ください 。

通年使用しますと、
室内機内部等にゴミやホコリが付着し、
性能が低下します。
通常のお手入れとは別に専門家による定期点検・清掃をおすすめします。

製造元 三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3
（東京ビル）
B14-003
〈 MEE〉
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