
吊りボルト

SEKマークとは、繊維評価技術協議会の定めた基準をクリア
した製品のみに表示が許諾されるマークです。
認証製品には、以下の3つが約束されます。

再利用可能な強力脱臭フィルター※1

抗菌加工高性能フィルターを室内ユニット主要機種に標準ラインアップ

オプション

❶いやなニオイのもとを吸着 ❷3～6ヵ月に1度天日干し ❸再設置

●酢酸・アセトアルデヒド・アンモニアなどに
　効果的
●集じん効果質量法50％

●天日干し再利用可
　（約3～6カ月ごとにメンテナンス）
●水洗い可能

●耐用年数は約3年
　（使用条件により異なります）
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抗菌加工ロングライフフィルター、高性能フィルター

クリーン空調機能のオプション充実

エアコン（室内ユニット）
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※1.テドラ－バッグに試験片（100×100mm）を入れ各臭気成分による脱臭性能試験。ニオイそのものの発生を抑える効果はありません。

※4.「てんかせ1方向」はパネル用、他機種はフィルターボックス用になります。

※6.パネルを取り付けた状態で本体の吊り高さ調節ができなくなります。

〈抗菌加工ロングライフフィルター〉

抗菌加工 ●試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構
●試験報告書：第029718
●試験方法：JIS L 1902に基づく
●抗菌活性値：5.3
●試験結果：効果あり。（JIS Z 2801による）

●SEK認証マークの赤とは特定用途向として医療機関やそれに
　準ずる施設で使用する製品を対象としており、SEKマークの
　最も厳しいランクです。
●繊維製品の抗菌性試験（JIS L 1902-1988）とカビ抵抗試験
 （JIS Z 2911-1981）にて性能を確認済。

（注）

（注）

抗菌加工フィルター（オプション）は抗菌剤の採用に
より、フィルターに付着した細菌を抑制します。

◎一般事務所などで衛生面が気になる場合にご利用ください。
約6カ月（約1,250時間）ごとの水洗いで約4年間ご使用
いただけます。※5　　　　　　　　　　※5.使用条件によりことなります。

抗菌加工高性能フィルターにSEKマーク（赤）を取得した高付加
価値のある素材を採用しました。

〈抗菌加工高性能フィルター〉
◎一般事務所・病院・老人福祉施設などでご利用ください。

本フィルターは、手術室・治療室・未熟児室などの準清潔区域以上
の場所にはご使用できません。

1.制菌効果  2.効果の耐久性  3.加工の安全性

◎一般生活臭（例：アンモニア臭・アセトアルデヒド［タバコ臭］・酢酸）が気になる
　場所や、病院・老人福祉施設などにご利用ください。

特殊繊維の効果で、ニオイの原因となる悪臭成分を吸着し、脱臭します。
しかも約1日の天日干しで臭気を放出して再利用できます。

サイクル光触媒脱臭機能付空気清浄ユニット※2・ボックス用高性能フィルターに抗菌加工素材
（SEK認証マーク赤）を標準採用※3など、クリーン空調のためのオプションが充実しています。
※2.

※3.

・空気清浄ユニット内を、運転停止時に脱臭し、運転再開時の不快なニオイを軽減します。
・集じん効率85%（0.3μm計数法）でチリ、タバコの煙の粒子をキャッチします。
［一般事務所、パチンコホールなどに推奨］
パネル用高性能フィルターには抗菌加工素材を採用しておりません。

（注）本フィルターはタバコ臭などの悪臭成分が断続的に多く発生する環境（例：飲食店や喫茶店などの喫煙スペースの空調）
での使用には適しません。

自動掃除機能で、
フィルターをきれいに

●電気代のムダを約10％カット※3（140型の場合）

フィルターを毎日掃除
するので目詰まりに
よる風量低下を抑え、
余分な電気代を節約
できます。

●お手入れがラク

ダストボックスは半透明でホコリのたまり具合が
一目でわかり、取り外しも容易で清掃が簡単です。
また、ダストボックスの清掃は約2年※1に1回で
済み、お手入れの手間が省けます。

フィルター自動清掃ユニット※2は、ユニット本体とパネルの間に装着。
仮掛けが可能で施工が容易です。また吸込グリルを開けてエアー
フィルターを外せば、室内ユニット本体のメンテナンスが可能です。

●ステンレスコートフィルター＆回転ブラシ方式で、しっかり掃除

一日の運転終了後、フィルターのホコリをブラシ
が掃き取ります。
運転積算時間12時間後の運転停止時。
また24時間連続運転時は12時間ごとに約7分間強制清掃。

●清掃時間を短縮

自動清掃ユニットの清掃時間は約7分間です。

（型式：BC-AP160NB3）

ステンレスコートフィルター

ダストボックス

てんかせ4方向フィルター自動清掃ユニット（オプション）

イメージ

イメージ

イメージ図

イメージ

※1.年間ホコリ量30g（一般的な物販店舗で2,500時間運転した場合：当社調べ）で試算。

※2.製品本体寸法に、フィルター自動清掃ユニットの高さ95mmが加算されます。

※3.

※.

●施工＆サービスが容易

年1回清掃の場合は、1年後にフィルターにホコリが30g付着することによる風量低下を考慮し、
APF試算条件 JIS B 8616:2015に準じて140型にて試算。毎日清掃の場合は風量低下なし。
低減できる消費電力量は使用条件により異なります。

次のような場所ではご使用になれません。フィルター自動清掃を行ってもホコリが取れず、
エアコン故障の原因になることがあります。

●油煙の発生する場所（飲食店・食堂・工場など）
●喫煙による煙が多いところ（喫煙ルーム・パチンコ店・ゲームセンターなど）
●蒸気の多いところ（飲食店・銭湯やスポーツ施設の脱衣場・更衣室・工場など）
●その他粉じんが多量に発生する場所・ホコリが粘質をもつ場所（病院・介護施設・食品工場など）

また、24時間空調での使用時は、12時間ごとに、約7分間フィルター自動清掃のため空調運転を

停止しますのでご注意ください（サーバー室など）。上記具体例以外にもご使用いただけない
場合があります。詳細は弊社窓口までお問い合わせください。

ご注意

1台のリモコンで複数台のフィルター自動清掃ユニットを操作する場合、リモコン渡り配線が
必要です。リモコン渡り配線レスには対応していません。

（注）適用機種：てんかせ4方向（RCI-GP○○K1）、
別売のフィルター自動清掃用パネル

（P-AP160NABE2またはP-AP160NAB3）
をご選定ください。
リモコンは多機能リモコンをご選定ください。
詳しくはP.253～257をご参照ください。
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【試算条件】

清掃しない場合

年1回清掃の場合

毎日清掃の場合

年間消費電力量差
約10％※3

回転ブラシ

クリーン性能

配管工事 メンテナンス性

昇降専用受光部キットの取り付けは、パネルコーナーポケットと取り替えセットするだけ。ワイヤ
レスリモコン操作位置に合わせて、コーナーポケットの四隅どこでも取り付けることができます。

昇降専用受光部キットの取り付けは、
パネルコーナーポケットと取り替えセットするだけ

室内ユニット上面で吊りボルトを固定する場合にご使用
ください。

室内ユニット上面で吊りボルト固定ができる
上吊り金具※6

工事対応力

吊り金具（4か所）

ドレン配管

冷媒配管

760mm

76
0m

m

グリルの向きを90°回転取付可能

吊りボルトピッチ寸法760mm×760mmの正方形
です。ボルトの位置を変えずに、本体の方向を
配管取出口に合わせて簡単に変えることがで
きます。また、グリルの向きは90°回転取付可能。
連続設置でもすっきりレイアウトできます。

ドレン水チェックや排水作業が容易

ドレンパンの抗菌※処理

ドレンプラグを吸込グリルの内側へ配置。ドレン水
の汚水チェックや緊急時のドレン排水作業が、
吸込グリルを外すだけで行えます。ドレンプラグ
も大口径（φ22mm）とし、メンテナンス性を高め
ました。

新たに銀イオン系の抗菌剤を採用。詰まりの
原因となる菌の発生を抑制。

パネルに仮掛けフック

化粧パネルの取り付けがしやすいよう、仮掛け
用のフックを搭載しています。

配管作業性を向上

冷媒配管とドレン配管を別コーナーに設置する
ことで、作業性が向上しました。

天井面の汚れを抑制

吹出空気によるパネル表面と天井面に流れる
風を抑制し、天井面の汚れの原因となる
スマッジングを抑えます。ルーバー下面は、付い
た汚れを簡単にふき取れます。

昇降グリルでお手入れ簡単

昇降グリル付きパネル（オプ
ション）を使用すれば、天井面
から最大4m自動下降します。
脚立などに上る必要がなく、
お手入れが容易にできます。

グリル固定部を90°ひねりワイヤーから
簡単に取り外して水洗いができます。

室内ユニットへ外気を直接取入可能。

室内の空気乾燥を抑える「自然蒸発式加湿器」

「ダクトアダプター（新鮮空気取入口用）」により、室内ユニットに直接外気の取り入れができます。
取り入れ量を多くしたい場合は、「新鮮空気取り入れキット（オプション）」をご利用ください。

1面取付けの標準タイプと2面取付けの高加湿タイプを
用意しています。

自然蒸発式加湿器

上吊り金具

上吊り金具使用時の
吊りボルト固定位置

標準の吊りボルト
固定位置

吊り金具

自然蒸発式
加湿器

室内ユニット

※ 試験機関
試験番号
試験方法
試験結果

：
：
：
：

一般財団法人 日本食品分析センター
第10105169001-01号
SIAAシェーク法に基づくドレン水抗菌試験
菌の繁殖を99%抑制

写真は昇降グリル付きパネル取付け時

仮掛け用フック
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