
最大16台のグループ制御も可能。

リモコンレスシステムも可能※1。

従来冷媒のビル用マルチエアコンも接続可能。

他の系統へ

最大8台まで接続可能。
セントラルステーション適温適所mini

全熱交換器
＋全熱交換器アダプター

店舗・オフィス用エアコン

●各集中コントローラー組み合わせ可能範囲

セントラルステーション
適温適所mini

セントラルステーション
適温適所EZ

セントラルステーション
適温適所EX

ワンタッチコントローラー

合計
8台※2

システム構成図

■ワンタッチコントローラーの連結
室内ユニットの台数に応じてワンタッチコントローラーを連結。
最大128グループ（室内ユニット160台）の運転／停止を管理できます。

※1.
※2.

ワンタッチコントローラーを接続する場合および集中コントローラー2台以上を併用する場合はリモコンレスシステムはできません。
併用可能な集中コントローラーの組み合わせには一部制限があります。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

各集中コントローラーの組み合わせにより、規模や目的に合わせた
システム構成が可能です。

■セントラルステーション適温適所miniの連結
セントラルステーション適温適所miniを最大8台まで連結可能なので
最大160グループ（室内ユニット160台）の空調管理を実現。 複数のH-LINKに対して、一括管理と年間スケジュールを使用

した一括運転が可能。H-LINK内に集中コントローラーを合計8台
併用可能。※2

■セントラルステーション適温適所EXと
　その他の集中コントローラーとの併用
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他のシステムと接続。

従来冷媒のビル用マルチエアコンも接続可能。

リモコンレスシステムも可能※1。

他の系統へ

最大8台まで接続可能。

セントラルステーション適温適所mini

e-LINE接続時のシステム構成例

全熱交換器
＋全熱交換器アダプター

店舗・オフィス用エアコン

●各集中コントローラー組み合わせ可能範囲

セントラルステーション
適温適所mini

セントラルステーション
適温適所EZ

セントラルステーション
適温適所EX

ワンタッチコントローラー

合計
8台※2

システム構成図

■ワンタッチコントローラーの連結
室内ユニットの台数に応じてワンタッチコントローラーを連結。
最大128グループ（室内ユニット160台）の運転／停止を管理できます。

※1.
※2.

ワンタッチコントローラーを接続する場合および集中コントローラー2台以上を併用する場合はリモコンレスシステムはできません。
併用可能な集中コントローラーの組み合わせには一部制限があります。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

各集中コントローラーの組み合わせにより、規模や目的に合わせた
システム構成が可能です。

■セントラルステーション適温適所miniの連結
セントラルステーション適温適所miniを最大8台まで連結可能なので
最大160グループ（室内ユニット160台）の空調管理を実現。 複数のH-LINKに対して、一括管理と年間スケジュールを使用

した一括運転が可能。H-LINK内に集中コントローラーを合計8台
併用可能。※2

■セントラルステーション適温適所EXと
　その他の集中コントローラーとの併用

最大16台のグループ制御も可能。

e-LINE
アダプター

e-LINE

e-LINE接続時の集中制御
非対応機種

e-LINE接続時の集中制御
対応機種

H-LINK

e-LINE

R32 R410AR410A

e-LINE接続の機器を集中コントローラーに接続する場合、接続できる集中コントローラーの機能に制限があります。P.221・222を参照ください。
e-LINE接続時の集中制御 対応／非対応機種一覧はP.222を参照ください。

（注）
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抗菌フィルム NEW

リモコンやコントローラーの操作面に貼り付ける、抗菌製品技術協議(SIAA)が定めるガイドラインを満たしたフィルムです。 
（適用機種：多機能デザインリモコン、適温適所mini、適温適所EZ、適温適所EX）

防滴カバー

本製品はリケンテクノス株式会社のリケガードの技術を
日立空調機のリモコン用フィルム、集中コントローラー用
フィルムとして製品化しています。

（注1） 多機能デザインリモコン用フィルム、抗ウイルス加工：●試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構　●試験方法：ISO21702による　●抗ウイルス方法：抗ウイルス剤をフィルムにコーティング 
●試験結果：24時間後99%以上抑制(上記試験は2種類のみのウイルスで実施) 、抗菌加工：●試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構　●試験方法：JIS Z 2801抗菌加工製品ー抗菌性試験方法 
●抗菌方法：抗菌剤をフィルムにコーティング　●試験結果：24時間後99%以上抑制(上記試験は2種類のみの菌で実施)

（注2） 集中コントローラー用フィルム、抗ウイルス加工：●試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構　●試験方法：ISO21702による　●抗ウイルス方法：抗ウイルス剤をフィルムにコーティング 
●試験結果：24時間後99%以上抑制(上記試験は2種類のみのウイルスで実施) 、抗菌加工：●試験機関：一般財団法人カケンテストセンター　●試験方法：JIS Z 2801抗菌加工製品ー抗菌性試験方法 
●抗菌方法：抗菌剤をフィルムにコーティング　●試験結果：24時間後99%以上抑制(上記試験は2種類のみの菌で実施)

•	SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。
•	本製品は医薬品ではありません。
•	製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

• 濡れた手でリモコン操作ができます。
• シリコンを採用し、消毒用アルコールや中性洗剤などを使ってカバーの

消毒・洗浄を行うことができます。 
注）ï 「防滴カバー」濡れ手操作用の簡易カバーですので、完全防水ではありません。 

また、多機能リモコン専用品です。多機能デザインリモコンには使用できません。

PSC-A80T	35,000円PSC-A16RS1	85,000円

•	SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。
•	本製品は医薬品ではありません。
•	すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。

集中コントローラーのご採用にあたって
 ●集中コントローラーでリモコンレス機に接続した場合、集中コントローラー故障時など制御・監視が行えなくなる場合があります。
 ●集中コントローラーを2台以上併用する場合、リモコンレス機は接続できません。また、集中コントローラーによるリモコン操作禁止機能は一
部制限があります。 詳細は弊社営業までご相談ください。

運転／停止のみを行う簡易型の
集中コントローラーです

アメニティリモコン・ワンタッチ 
コントローラーと併用※すること 
により、これらのコントローラー 
が制御する空調機を一週間単位
でスケジュール運転できます
※ 多機能リモコン（PC-ARF5・PC-ARFV4）とは併用

できません。

ワンタッチコントローラー コントロールタイマー

空調管理システム 

CS-NET ワンタッチコントローラー・コントロールタイマー・その他オプション

電源　AC100V
（AC200Vにも対応可能）

ワンタッチコントローラーとコントロールタイマーに関して詳しくは、Webへ	▶︎

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

適温適所EX用	
抗菌フィルム

APS-A128-V  13,200円

適温適所EZ用	
抗菌フィルム

APS-A64-V  5,600円

適温適所mini用	
抗菌フィルム

APS-A32-V  3,200円

多機能デザインリモコン用	
抗菌フィルム

APS-ARFG-V  2,800円

BK-ARF  6,500円 多機能リモコンに取り付けた状態

フィルム貼り付け部

フィルム貼り付け部

フィルム貼り付け部 フィルム貼り付け部
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最大16台のグループ制御も可能。

リモコンレスシステムも可能※1。

従来冷媒のビル用マルチエアコンも接続可能。

他の系統へ

最大8台まで接続可能。
セントラルステーション適温適所mini

全熱交換器
＋全熱交換器アダプター

店舗・オフィス用エアコン

●各集中コントローラー組み合わせ可能範囲

セントラルステーション
適温適所mini

セントラルステーション
適温適所EZ

セントラルステーション
適温適所EX

ワンタッチコントローラー

合計
8台※2

システム構成図

■ワンタッチコントローラーの連結
室内ユニットの台数に応じてワンタッチコントローラーを連結。
最大128グループ（室内ユニット160台）の運転／停止を管理できます。

※1.
※2.

ワンタッチコントローラーを接続する場合および集中コントローラー2台以上を併用する場合はリモコンレスシステムはできません。
併用可能な集中コントローラーの組み合わせには一部制限があります。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

各集中コントローラーの組み合わせにより、規模や目的に合わせた
システム構成が可能です。

■セントラルステーション適温適所miniの連結
セントラルステーション適温適所miniを最大8台まで連結可能なので
最大160グループ（室内ユニット160台）の空調管理を実現。 複数のH-LINKに対して、一括管理と年間スケジュールを使用

した一括運転が可能。H-LINK内に集中コントローラーを合計8台
併用可能。※2

■セントラルステーション適温適所EXと
　その他の集中コントローラーとの併用
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他のシステムと接続。

従来冷媒のビル用マルチエアコンも接続可能。

リモコンレスシステムも可能※1。

他の系統へ

最大8台まで接続可能。

セントラルステーション適温適所mini

e-LINE接続時のシステム構成例

全熱交換器
＋全熱交換器アダプター

店舗・オフィス用エアコン

●各集中コントローラー組み合わせ可能範囲
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適温適所EX

ワンタッチコントローラー

合計
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システム構成図

■ワンタッチコントローラーの連結
室内ユニットの台数に応じてワンタッチコントローラーを連結。
最大128グループ（室内ユニット160台）の運転／停止を管理できます。

※1.
※2.

ワンタッチコントローラーを接続する場合および集中コントローラー2台以上を併用する場合はリモコンレスシステムはできません。
併用可能な集中コントローラーの組み合わせには一部制限があります。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

各集中コントローラーの組み合わせにより、規模や目的に合わせた
システム構成が可能です。

■セントラルステーション適温適所miniの連結
セントラルステーション適温適所miniを最大8台まで連結可能なので
最大160グループ（室内ユニット160台）の空調管理を実現。 複数のH-LINKに対して、一括管理と年間スケジュールを使用

した一括運転が可能。H-LINK内に集中コントローラーを合計8台
併用可能。※2

■セントラルステーション適温適所EXと
　その他の集中コントローラーとの併用

最大16台のグループ制御も可能。

e-LINE
アダプター

e-LINE

e-LINE接続時の集中制御
非対応機種

e-LINE接続時の集中制御
対応機種

H-LINK

e-LINE

R32 R410AR410A

e-LINE接続の機器を集中コントローラーに接続する場合、接続できる集中コントローラーの機能に制限があります。P.221・222を参照ください。
e-LINE接続時の集中制御 対応／非対応機種一覧はP.222を参照ください。

（注）

空調管理システム

CS-NET 集中コントローラーによるシステム構成例
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