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三菱換気送風機 ・ 三菱LED照明

お支払いは月々一定額のリース料と
なるので、初期費用はゼロ。さらに、
パッケージエアコンの「延長保証付
リース」なら、期間内は修理費無料！

長期リースで
月々の負担を軽減

国や自治体の各種補助金制度を積
極的に活用しコストを削減！
共同申請で、わずらわしい事務処理
作業の手間を軽減できます。

補助金活用時の
申請事務作業負担を軽減

あらかじめ設定した残価を差し引い
た金額を基準とし、通常のリースと
比べ月々のリース料を軽減。期間満
了後はリース物件を購入または2次
リースが選択できます。

購入選択権付リースなら
ランニングコストをさらに低減

※リース可能期間及び適用範囲はお問合せください。

リースに関するお問合せは三菱電機クレジット（株）まで

その他のお問合せは下記へどうぞ。

・北海道支店（011）233-2511 ・東北支店（022）216-4671 ・東京支店（03）5496-9324 ・中部支店（052）968-3411 ・北陸支店（076）261-3091
・関西支店（06）3645-1771 ・中国支店（082）212-1033 ・四国支店（087）822-2200 ・九州支店（092）721-2330 ・熊本支店（096）385-6500

中津川製作所
〒508-8666  岐阜県中津川市駒場町1-3

換気扇の安全に関するご注意

照明器具の安全に関するご注意

照明器具に関するお問合せ先
営業本部 照明技術相談センター
受付時間 月曜～金曜   9：00～12：00、13：00～17：00（祝日・当社休日を除く）
（0120）348-027（無料）　Tel.（0467）41-2736（有料）  Fax.（0467）46-8861

換気送風機技術相談センター
受付時間 月曜～金曜日   9：00～12：00、13：00～19：00（祝祭日、当社休日除く）　
（0120）726471（無料）　Tel.（0573）66-8220（有料）

換気扇に関するお問合せ先

たつ

おそれ

安全に関するご注意 経年劣化に係る安全上のご注意
●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、
　事故の原因になることがあります。
●据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または
　専門業者にご相談ください。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
　誤った使い方をされますと事故の原因になります。

●換気扇・換気空清機ロスナイⓇは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」
の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、
音やにおいなど商品の変化にご注意ください。

初期費用0で導入しませんか？

…………………………………………………………………………

三菱電機住環境システムズ（株）北海道支社
三菱電機住環境システムズ（株）東北支社
三菱電機住環境システムズ（株）関越支社
三菱電機住環境システムズ（株）東京支社
三菱電機住環境システムズ（株）中部支社
　　　　　　　　　　　　　 北陸統括支店
三菱電機住環境システムズ（株）関西支社
三菱電機住環境システムズ（株）中四国支社
　　　　　　　　　　　　　 四国営業企画課
三菱電機住環境システムズ（株）九州支社
沖縄三菱電機販売（株）

〒004-8610
〒983-0045
〒331-0812
〒110-0014
〒453-6121
〒920-0811
〒564-0063
〒730-0022
〒761-1705
〒812-0007
〒901-2223

北海道札幌市厚別区大谷地東 2-1-11
宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-1（いちご仙台イーストビル3F）
埼玉県さいたま市北区宮原町 3-297-2（杉ビル 6）
東京都台東区北上野1-8-1
愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12（グローバルゲート21F）
石川県金沢市小坂町西 81
大阪府吹田市江坂町 2-7-8
広島県広島市中区銀山町 3-1ひろしまハイビル 21
香川県高松市香川町川東下 717-1（新空港通り）
福岡県福岡市博多区東比恵 3-9-15 Esteem 福岡
沖縄県宜野湾市大山 7-12-1

（011）893-1391
（022）742-3019
（048）651-3227
（03）3847-4114
（052）527-2070
（076）252-1151
（06）6338-8091
（082）504-7361
（087）879-1066
（092）476-7105
（098）898-1111（代）
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今こそ、三菱で

換気扇 と照明 の
リニューアルを
しませんか？

新しい日常が、『当たり前』へ

2020-7

三菱換気送風機



自動で弱運転に
切り替わり、

ムダな運転を防げる！

・スイッチに触れたくない。
・人がいない時も換気扇が
　強運転なのはもったいない。

こんな悩みに… 人がいない時は
弱運転

ダクト用換気扇の場合例えば LED照明の場合例えば

LED照明の場合例えば

新しい生活様式に合わせて、
天井リニューアルしませんか？

新型コロナウイルスの集団感染を防ぐため、政府では「３密（密閉・密集・密接）」
を避けるよう注意喚起しています。特に、クラスター（小規模な患者の集団）を発
生させないためには、住宅だけでなく飲食店、商業施設等の非居住空間においても
風通しの悪い密閉空間を作らないことが大切で、｢確実な換気｣が欠かせません。
政府は「こまめな換気※1」の励行を推奨※2し、施設利用者においても｢換気がしっかり
行われていること｣を基準に施設選びがされていくものと推察されます。

接触回数を減らすべく、設備機器を作動させるためのスイッチ操作を不要に。換気を行うにあたって、今までは「気になる」と感じていたことが、
今は「困りごと」となっていることも多いのではないでしょうか。

人感センサにより、強運転と弱運転
（24時間換気運転）の切替を自動制御。

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］の壁付コントローラなら最大
4つの明るさゾーン分けで、調光信号線の変更工事不要で
レイアウト変更に合わせた明るさ範囲の変更が可能です。

接触回避に向けて、人感センサ器具の導入へ密閉回避に向けて、真夏も、真冬も「確実な換気」に換気扇を

オフィスでは、パーテーションで仕切った個室空間の新設や、横並びで座れるよう座席レイアウトの変更が、
店舗では、強制導線に向けた棚什器のレイアウト変更などが必要とされます。

密集や密接回避に向けて、座席や棚什器のレイアウト変更へ

製品寿命※を超えて使用し続けると、性能低下や故障リスクが高まります。
10年以上設備更新していない場合は、点検及び更新をおすすめします。

換気扇と照明の製品交換サイクルは
約10～15年！

高効率設備の導入で、電気代を50％以上削減。
さらにLED照明は長寿命のため、交換ランプ代も削減へ。

ランニングコストを
大幅に削減

換気扇も照明も、防汚技術を採用。定期的な清掃を軽減できる省メ
ンテナンスに加え、経年使用で発生した汚れによる効率悪化や性能低
下を軽減します。

当社独自の防汚技術で、
定期的なメンテナンス軽減

三菱電機クレジットの選べる豊富なファイナンスメニューで初期
費用を抑えた設備導入を実現。さらに、月々のリース代も電気代
削減分でカバーできる可能性あり。

リース活用なら、
初期費用０で最新設備導入可能

で導入しませんか？
■使用10年後を想定した
　シロッコファンの汚れ付着比較

■使用10年後を想定した
　グリル部の汚れ付着比較

■Myシリーズの使用10年後
　を想定した暴露試験結果

三菱
point

三菱
point

コーティング
なし

コーティング
あり

従来材料 新材料
（デュアル

バリアマテリアル）

コーティング
なし

コーティング
あり

「こまめな換気※1」を推奨※2する政府、
「しっかり換気」する施設を選ぶ利用者。

■長期リースで月々の負担を軽減
■補助金活用時の申請事務作業負担を軽減
■購入選択権付リースならランニングコストをさらに低減

リースに関するお問合せは三菱電機クレジット（株）まで

人の動きを検知して自動でフェードイン・
フェードアウト点灯。

この
アイコンが
目印！

さらに赤外線調光なら、
配線工事不要で個別制御も可能に！

オフィスでレイアウト変更した場合も、
各回路のシーン登録変更で対応！

後付ユニットに無線調光ユニットを取り付けるだけだから
『やっぱり調光したい！』にも対応

※110形、20形ではご使用できません。

調光
信号線
不要

ライトユニット裏側（40形の場合）

電源線

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］
対応機器

固定出力段調光タイプ（AHTN）
ライトユニット

無線調光ユニット
（別売）

（完成例）

デジタル
インターフェース

窓開け換気の不快感。夏場の気になる「外気の熱」や「虫」など。
お手軽でコストもかからない「窓開け換気」は住宅だけでなく、不特定多数の人が集まる施設でも取り入れられています。
窓開け換気は有効である一方、外気の影響を受けやすく、不快と感じることも多くあります。

空調した空気が逃げてもったいない。
外気の熱が直接入ってくる。

虫やホコリ・花粉が入ってくる。
天気が悪い日は、雨風も入ってくる。

混雑する時間帯は「密」が気になる。
しっかり換気されているか不安。

音漏れによるトラブルや、
外の騒音が気になる。

設置当初は「しっかり換気」。10年後※1は「換気不足」。
※1：リンティング試験（当社
基準によるホコリや砂塵を用
いた10年相当の加速試験）に
よる。実際の汚れ付着具合は
設置環境・使用頻度・機種に
より異なります。
※2：VD-18ZB12に お いて。
特 性は50Hz、パイプ長さ
20m相当時。

最新の換気扇に交換し、「確実な換気」を行いましょう。
三菱なら、幅広いラインアップからお客様ニーズに合った換気扇をご提案いたします！解決法

換気扇を新設・増設することで、不快感を抑制し「確実な換気」が可能になります。
三菱なら、快適性と省エネを両立した換気扇をご提案いたします！解決法

メリット1 メリット2 メリット3 メリット4

長年使用をしている換気扇。運転音が「ガタガタ」「ビュービュー」うるさいなど。
長年使用を続けている、又は清掃・メンテナンスがされていない換気扇は羽根や屋外フード等に汚れが蓄積し、風量の低下や、
騒音が悪化している場合があります。

３ 密 対 策 に
欠 か せ な い
「確実な換気」

※1： 窓開け換気（1時間に2回以上）もしくは機械換気（ビル管理法｢建築物における衛生的環境の
 確保に関する法律｣に基づく必要換気量1人30㎥/hを確保）。
※2： 出典　首相官邸ホームページ「3つの「密」を避けるための手引き」より。

 換気の困りごとと解決法

困りごと
1

困りごと
2

換 気 扇と照明の天井設 備 全 体    のリニューアルがおすすめ！

■照明器具の累積点灯年数
　（10時間/日、年間3,000時間点灯）

■換気扇の不具合品に占める長期使用品比率
　（当社調べ）

出典：（一社）日本照明工業会

50

100

（万時間）
累積点灯時間

累
積
故
障
率（
%
）

0 1 2 3 4

（年）15105

15年が
耐用の限度

です10年で
故障が
グンッと
増える！

不具合品の

約94％が
15年以上使用
している製品！

非接触非接触

15 年以上
111台

15 年未満
7台

羽根汚れ なし
目詰まり なし

測定
風量※2 （m3/h）270

設置当初

測定
風量※2 （m3/h）252

10年後※1

羽根汚れ あり
目詰まり あり

KARAOKE
BAR

KARAOKE BAR

CO2CO2

湿 気湿 気

臭 気臭 気
ホコリホコリ

※詳しくは当社カタログをご覧ください。

1台で4つの
ゾーン分け可能

2,087円

5,625円

約3,500円
お得！

■年間ランニングコスト比較（1台あたり）

2,017円

7,256円

約5,200円
お得！

AC(交流)モーター搭載タイプ
(VD-20ZXP12-C)

ダクト用換気扇の場合
（DCブラシレスモーター搭載タイプ）

照明の場合

DC(直流)モーター搭載タイプ
(VD-20ZVX5-C)

蛍光灯器具
FLR40形×2灯用

Myシリーズ
40形4,000lm

※電気代単価：27円/kWh(税別)で試算。
　ダクト用換気扇：60Hz、1日14時間強運転、稼働日：240日
　LED照明：年間点灯時間3,000時間 、蛍光灯器具には交換ランプ費用（税別）を含む

配線工事不要で個別制御も可能に！

※110形、20形ではご使用できません。

明るさ
設定

明るさ
設定

回路1
50%

回路2
100%

回路3
100%

回路4
50%

回路1
50%

回路2
50%

回路3
100%

回路4
100%

コントローラコントローラ

1 2



特殊な環境下でも使用いただける商品をご提案いたします。

有圧換気扇　低騒音形
低騒音が求められる
工場の全体換気におすすめ

高天井用ベースライト  RGモデル  丸タイプ
省施工で短工期を実現！

■電源一体型で2.1kgの軽量を実現

大風量換気に最適（30,000 ～50,000㎥/h）
有圧換気扇　低騒音形

ライトユニット形ベースライト
3つの当社のこだわりを標準搭載

■従来品と比べ、本体サイズダウンにより軽量化。施工性の向上とトータルコストダウンを実現

高天井用ベースライト  産業用
リニューアルが難しかった
環境下へも対応可能な
豊富なバリエーションをご用意

旧型品
電源一体型 丸タイプ 旧型品

電源一体型 丸タイプ

RGモデル
丸タイプ RGモデル

丸タイプ

2.1kg
9.9kg

■クラス1500器具比較

Φ230

255

Φ382

302 約79%減
本体質量

丸タイプの場合

角タイプの場合

(見上げた時のイメージ)

方向性の微調整が必要！

方向性が気にならない♪

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 （lx）

リニューアル前 リニューアル後

※イメージ

まぶしい! ちょうどいい!

蛍光灯器具(光源寿命末期) Myシリーズ 40形 Myシリーズ 40形＋ 段調光70%

■段調光機能でさらに節電

汚れの付着を
約1/5に
低減

ハイブリッドナノコーティングありハイブリッドナノコーティングなし

10年後を想定した
暴露試験結果

無線調光ユニット

デジタル
インターフェース

デジタル
インターフェース電源

会議室や、休憩室など工場内の一般室に適した商品をご提案いたします。

大規模空間でも、高効率で省エネ性に優れた商品をご提案いたします。
  一般環境の生産ラインへ

  特定環境下の生産ラインへ

 多 目 的 室 へ

快適のご提案
工  場 への

角タイプで求められる
設置後の整列のため
の微調整が、丸タイプ
であれば不要に！

壁スイッチのON/OFF操作を4回繰り返すと、100％の明るさか
ら70％の明るさへ切替できます。

旧型品と比較して約79％の軽量化（クラス1500において）。
コンパクトなサイズで省施工を図ります。

LEDライトユニット形
ベースライト

■省エネや軽量化も実現※

　（一部機種を除く）

■方向性を問わない丸形状で調整不要

換気扇

換気扇

LED照明

LED照明

換気扇

エアー搬送ファン
長到達気流で換気をアシスト

送風機

LED照明

■換気扇のリニューアル時に
　エアー搬送ファンを設置して
　換気効率をアップ
■よどみや熱気の滞留を解消し、
　より快適な空間づくりに貢献

ダクト用換気扇　DCタイプ
確実な換気と省エネを実現

■安定した換気風量を確保
・外風圧などに左右されずに風量を一定制御します。
・人が密集する時は『急速モード』で大風量換気が可能です。
・当社独自の防汚技術で羽根・グリルへの汚れ付着を抑え、
  風量低下などの性能低下を抑制します。

■後付の無線調光ユニットでリレイアウトも簡単に
器具本体に調光ユニットを後付するだけで、1台で最大4
つのゾーンが可能。照明制御システムMILCO.S［ワイヤレ
スタイプ］に対応。事前のスケジュール設定でコントロー
ラ操作不要に。

■ハイブリッドナノコーティングで汚れを防止

三菱独自の防汚技術「ハイブリッド
ナノコーティング」を採用。汚れが
付着しにくくメンテナンスの手間を
軽減。

■人感センサ付きなら非接触で安心
人の出入りで強運転と弱運転(24時間換気運転)の切替
を自動制御。運転切替の手間を省き、換気扇スイッチ
の接触防止にも最適です。

■省エネ運転
ACモーター搭載機種に比べ、消費電力を最大７７％※低減。
※DCモーター搭載タイプ(VD-20ZVX5-C)とACモーター搭載タイプ(VD-20ZLX12-CS)の消費電力比較。
　(24時間換気運転(弱)、60Hz開放風量時)

※当社基準による汚れの多い環境下を想定した試験を実施。ライトユニットの汚れの付着率を比較。

工場通路や倉庫に人の出入りが少ない

※別途設定リモコンが必要です

※調光ユニット、人感センサユニットの併用はできません。

人の動きを感知して
自動で点灯・消灯（減光）

人感センサタイプ
の工場・倉庫に一般

※水銀ランプ400形器具と
　RGモデルクラス1500の比較

お求めやすい価格で
約80％の大幅省エネ

一般タイプ
SG/HG/RGモデル

※以下RGモデルの場合

デジタルインターフェース付電源：
調光ユニット（別売）を後付することで連続調光や無線調光が可能です。
人感センサユニットとの併用はできません。

海岸から200ｍ以内の
沿岸地域にも

耐重
塩害

重耐塩
（防雨・防湿・耐塵・防噴流形）

海岸から200ｍ以内の
沿岸地域にも

重耐塩
重塩害地域 に

優れた防雨構造で軒下
トラックヤードなどへ

軒下
（防雨・防湿・耐塵・防噴流形）

優れた防雨構造で軒下
トラックヤードなどへ

軒下
（防雨・防湿・耐塵・防噴流形）

軒下 に

※照明器具の点検・交換は一般的に設置後から8～10年が目安とされています。　※個々の製造工程によっては対応できない場合もあります。ご注意ください。

屋内で常時60℃※までの
高温環境で使用可能
※200V時

高温（一般屋内用）

に高温環境 粉塵が舞う粉塵 高温環境 にが舞う

保護等級IP65に適合60℃※
までの高温環境へ

粉塵・高温（耐塵・防噴流形）

※200V時

製鉄所や製鋼所など
高温環境80℃に対応

高温80℃対応（耐塵・防噴流形）

電源
別置

製鉄所や製鋼所など
高温環境80℃に対応

高温80℃対応

※輻射熱を受ける場合を除く

硫化ガスなどの
腐食性ガスを含む工場へ

耐重
塩害

耐硫化・耐油煙・重耐塩
（防湿・耐塵・防噴流形）

硫化ガスなどの
腐食性ガスを含む工場へ

耐硫化・耐油煙・重耐塩
（防湿・耐塵・防噴流形）（防湿・耐塵・防噴流形）

が求められる工場に硫化ガス対応 の工場にクレーン使用

（防雨・防湿・耐塵・防噴流形）

製造工程での粉塵発生や
クレーンを使用する場所に

耐振動・耐衝撃・耐塩

耐塩害

造船所など海岸から
200ｍ以内の沿岸地域へ

（防雨・耐塵・防噴流形）
耐振動・耐衝撃・重耐塩

耐重
塩害

電源
別置

イメージ

非接触非接触

非接触非接触

※当社従来品と現行品の比較による

2020年8月発売予定

三菱
オンリーワン
機能

リニューアル前 リニューアル後
風量一定制御のイメージ

定風量
制御

外風が強いと
換気不足の
原因に 外風に影響なく

換気

■長到達気流で換気をアシスト
換気扇のリニューアル時に

　エアー搬送ファンを設置して

よどみや熱気の滞留を解消し、
　より快適な空間づくりに貢献

有圧換気扇
（排気）

有圧換気扇
（給気）

熱源

エアー搬送ファン
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窓がなく密閉した空間で長時間いることが多い会議室へ、快適をご提案いたします。

滞在時間の長い空間へ快適と作業効率を両立を意識した空間をご提案いたします。

 会 議 室 へ

 執 務 室 へ

ライトユニット形ベースライト
システム天井用照明器具　リニューアル対応タイプ
既設器具の活用でイニシャルコストと廃材コストを削減

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］　
コンセント式壁付コントローラとの組み合わせで、
リレイアウト時にも配線変更工事不要で調光制御
デジタルインターフェースに、無線調光ユニットを後付け
するだけで無線調光制御の器具へ。

既設器具の活用でも
安心5年間の長期保証付約100万円

お得4,320,000円

5,340,000円
器具本体まるごと交換
MY-SY450334/N AHTN
（参考定価 44,500円/台）

リニューアル対応タイプ
MY-SR450336/N AHTN
（定価 36,000円/台）

（120台リニューアル）イニシャルコスト比較

器具本体まるごと交換 リニューアル対応タイプ

スペーサー

既設システム天井用照明器具

リニューアル対応ユニット
（反射板）

ライトユニット

従来蛍光灯器具
Tバー芯間隔 320幅

Myシリーズ
システム天井用照明器具
Tバー芯間隔 320幅

5年保証

※110形、20形ではご使用できません。

調光
信号線
不要

ライトユニット裏側（40形の場合）

電源線

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］
対応機器

固定出力段調光タイプ（AHTN）
ライトユニット

無線調光ユニット
（別売）

（完成例）

デジタル
インターフェース

LED照明
LEDライトユニット形
ベースライト

器具本体交換タイプと比較すると、器具本体の取り外しが
不要で手間軽減。器具本体の廃材が発生しないため、器具
本体のイニシャルコストと共に廃材コストも抑制可能です。

1台で
10畳用

製品紹介
動画は
こちら！

｢ヘルスエアー®機能｣搭載
循環ファン

循環ファン

場所をとらずに、空気を循環清浄

窓開け換気のデメリット 「三菱ロスナイ」のメリット

換気の切り札「三菱　　　  」
世界で初めて※開発・発売した熱交換形の換気扇

換気扇

エアー搬送ファン
送風機

例 ①

misola（みそら）
まるで青空のような快適な空間を演出

青空の原理を用いた
独自の照明構造で青空を再現

LED照明

※1：実際の使用環境及び使用条件では同等の効能・効果が得られることは実証できていません。【試験機関】(独)国立病院機構 仙台医療
センター臨床研究部ウイルスセンター 【試験方法】25㎥の密閉空間にウイルスを噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中
にいるウイルスをプラーク法で測定 【抑制方法】「ヘルスエアー®機能」ユニット内を通過 【対象】浮遊したウイルス 【試験結果】JC-10KR(強
運転)の稼働で、416分で99%抑制(仙医R2-001号)。試験は1種類のウイルスで実施。 ※2：実際の使用環境及び使用条件では同等の効能・
効果が得られることは実証できていません。 【試験機関】(一財)北里環境科学センター 【試験方法】25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、一定時
間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいる菌を測定 【抑制方法】｢ヘルスエアー®機能｣ユニット内を通過 【対象】浮遊した菌 【試験
結果】JC-10K(強運転)の稼働有無で、388分後で99%抑制(北生発2015-0046号)。試験は1種類の菌で実施。 ※3：【試験機関】ITEA㈱
東京環境アレルギー研究所 【試験方法】空中に浮遊したアレル物質を｢ヘルスエアー®機能｣ユニット通過後、サンドイッチELISA法で測定 
【抑制方法】｢ヘルスエアー®機能｣ユニット内を通過 【対象】浮遊した花粉 【試験結果】｢ヘルスエアー®機能｣ユニットの稼働有無での花粉抑
制率88%(15M-RPTMAY021)。試験は1種類の花粉で実施。 ※4 【試験方法】JEM 1467に基づく。JC-10Kを運転(強運転)。 ※5：【試
験方法】1㎥の密閉空間において、JC-10K(弱運転)を2分間運転後、空気中の濃度を測定し、一過性脱臭効率を算出 【脱臭方法】JC-10K
を運転(弱運転) 【脱臭手段】触媒 (脱臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります。たばこの有害物質(一酸化炭素等)は、除
去できません。常時発生し続けるにおい成分(建材臭、ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。

■ウイルスを抑制※1

25㎥密閉空間での試験結果（風量:40㎥/h、416分で99％抑制）。
実際の使用空間での試験結果ではありません。

■菌を抑制※2

25㎥密閉空間での試験結果（風量:40㎥/h、388分で99％抑制）。
実際の使用空間での試験結果ではありません。

■花粉88%抑制※3

一過性での試験結果（風量:20㎥/h）。実際の使用空間での試験結果
ではありません。

■PM2.5への対応※4

27.5㎥密閉空間での試験結果（風量:40㎥/h、370分後）。換気等によ
る屋外からの新たな粒子の侵入を考慮しておりません。

■気になるニオイを脱臭※5

●PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。
●この循環ファンでは0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。
　また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
●27.5㎥の密閉空間での効果であり、実使用環境下での効果とは異なります。
　

快適のご提案
オフィスへの

※紙製全熱交換器において

冷暖房した空気が逃げてもったいない。
空調負荷が増加し、電気代がもったいない。

例 ② 虫や雨風、外気の熱などが入ってきて、
仕事に集中しづらい。

例 ③ 外がうるさくて、電話が聞き取りづらい。

例 ④ 仕事の会話や大事な情報が外に漏れて
しまう可能性がある。

空調機の設定温度を変更しても、快適性を維持。
「無理のない節電」に貢献します。

■確実な換気
ロスナイ１台で給気・排気を
実施するため、窓を閉めたまま
確実に換気。

■空気清浄換気
フィルターで汚れをカットし、
虫やホコリ等の侵入防止。

■サーキュレーションによる空調環境の改善

■省エネ
室温に近づけて給気する
ため、空調負荷を抑制。

■防音性
防音効果が高く、騒音・音
漏れ抑制にも最適。

ダクト用ロスナイ 換気空清機ロスナイ

■シーンの切替えが気持ちの切替へ
空間の雰囲気を切替え、リフレッシュ効果を高めます。

天井リフォーム
するなら!

自動で弱運転に
切り替わり、

ムダな運転を防げる！

さらに
DCモーターで
消費電力を低減！

青空の原理を用いた
独自の照明構造で青空を再現

2020年10月発売予定

ロスナイの特長は
Webサイトで
詳しくご紹介

出入りのある空間には、省エネ効果の高い設備をご提案いたします。
 お 手 洗 い へ

ダウンライト　人感センサタイプ
スイッチの接触不要で
人の動きを検知してフェードイン点灯

高い省エネ性と衛生性を実現！

※1： スリムタイプにおいて。但し、抗菌加工は、背面部、スイッチ部、
 シルバー色フロントパネルを除く。次亜塩素酸ナトリウム水溶液拭き清掃は、
 背面部、スイッチ部、シルバー色、スタンダードモデルを除く。
※2： 次亜塩素酸ナトリウム水溶液とは、濃度0.02％（200ｐｐｍ）以下を指します。
※3： 100Ｖ両面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて。ヒーターなしタイプ
 （ＪＴ-ＳＢ116ＫＮ2）の場合。2020年7月3日現在当社調べ。

1台の器具で使用用途
（不在時の頻度）に合わ
せて、モードの設定変更
が可能です。

センサ部

ハンドドライヤーLED照明 LEDベースライト スリムタイプ　ハイスペックモデル

消灯 5％ 連続

10秒 3分 6分

不在時モード設定

時間切替設定 の2つの機能を搭載

人の動きで
点灯

■「全面※1」抗菌加工＆次亜塩素酸
　ナトリウム水溶液※2で拭き清掃可能

■業界Ｎｏ.1※3の低消費電力590Ｗ

換気扇

ダクト用換気扇　DCタイプ
確実な換気と省エネを実現
■安定した換気風量を確保
・外風圧などに左右されずに風量を一定制御します。
・人が密集する時は『急速モード』で大風量換気が可能です。
・当社独自の防汚技術で羽根・グリルへの汚れ付着を抑え、
  風量低下などの性能低下を抑制します。

■人感センサ付きなら非接触で安心
人の出入りで強運転と弱運転(24時間換気運転)の切替
を自動制御。運転切替の手間を省き、換気扇スイッチ
の接触防止にも最適です。

■省エネ運転
ACモーター搭載機種に比べ、消費電力を最大７７％※低減。
※DCモーター搭載タイプ(VD-20ZVX5-C)とACモーター搭載タイプ(VD-20ZLX12-CS)の消費電力比較。
　(24時間換気運転(弱)、60Hz開放風量時)

※1：リンティング試験(当社基準によるホコリや砂塵を用いた10年相当の加速試験)による。実際の汚れ付着
具合は設置環境・使用頻度・機種により異なります。 ※2：特性は50Hz、パイプ長さ20m相当時。

トイレにもオススメ

0.1～2.5μmの粒子を99%除去

非接触非接触
非接触非接触

空気中に浮遊する様々な物質を抑制・
除去。後付けにも最適なワイヤレス
リモコンタイプもご用意。

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］　

1台で4つの
ゾーン分け可能

器具廃棄なしで
廃材

約38%削減

気分を切替！

●使用10年相当時※1の風量・騒音値を比較（VD-18ZB10において※2）

36.5

36

35.5

35

34.5

34

0

（dB）（m3/h）
280

270

260

250

240

230

0
初期防汚技術

なし
初期 防汚技術

あり
防汚技術
なし

防汚技術
あり

風  量 騒  音

270

34.4 34.5

36.4
268

252

約0.7％しか
変化無し

約0.1dBしか
変化無し

リニューアル前 リニューアル後
風量一定制御のイメージ

定風量
制御

外風が強いと
換気不足の
原因に 外風に影響なく

換気

活気のある
雰囲気
コミュニケーション
を活性化

安らぐ雰囲気
リラックスによる
創造性向上

使用環境にあわせて
空のシーンをチェンジ

・スイッチに触れたくない。
・人がいない時も換気扇が
　強運転なのはもったいない。

こんな悩みに… 人がいない時は
弱運転

エアー搬送ファンエアー搬送ファン
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店舗用ロスナイ

汚れた空気 新鮮空気

排気

室温27.0℃
湿度52.8％

気温35.0℃
湿度75.3％
気温35.0℃
湿度75.3％

給気
温度29.3℃
湿度68.9％

（室外空気から約－6℃）

※JIS空気条件
※JIS空気条件

夏の場合 冷房（除湿）された室内空気状態に近づけて給気します。

熱エネルギー
回収

壁スイッチのON/OFF操作（4回繰り返し）
で明るさ・消費電力の切り替えが可能。

衛生管理強化をお手伝いいたします。

快適性と省エネ性を両立させた売り場づくりをご提案いたします。

軒下でも安心してご使用いただける防雨構造をご提案。夜間の営業でも、しっかり明るさを確保します。
 外 回 り ・ 軒 下 へ

 売 り 場 へ

 調 理 場 の 前 室 へ

小形投光器
既存ランプからの
置き換えで省エネ

ライトユニット形ベースライト
防雨・防湿形（軒下用）
高い防雨性能により軒下でも安心

従来光源と比較して、
消費電力約77%削減。
さらに約5倍の長寿命
で省エネ性が期待でき
ます。

ジェットタオル初のＨＡＣＣＰ
製品認証を取得。「食品の安
全性に特化した認証」だから
手乾燥に安心してお使いいた
だけます。

細かな埃からカビの胞子ま
で、徹底除去。よりキレイ
な風で手を乾かせます。

スクエアライト  パネルタイプ
空間の明るさ感を高める
カバー側面の光

「風」をもっと清潔に。こだわりの衛生強化モデル！

ユニバーサルダウンライト╱
スポットライト高彩度タイプ
食材にあわせてLEDの波長を制御

LEDライトユニット形
ベースライト

LEDライトユニット形
ベースライト

ロスナイ（熱交換換気）のイメージ

■売り場や商品に合わせて鮮度・美味しさ感を引き立てる光

■HACCP製品認証を取得

■空間の方向性に関係なくすっきりコンパクト

■ＨＥＰＡフィルター搭載
非接触乾燥
なので、

異物混入防止
対策にも

ピッタリです！

※使用できる環境は、納入仕様書または総合カタログにてご確認下さい。

防雨
防湿形
IP23

■段調光機能も標準搭載

■駐車場や看板灯におすすめ

雨が吹き込みやすい場所や、軒下などの雨線内、また冬場の寒さでも使
用可能なIP23の防雨性能を確保。ライトユニットカバー内に電源を内蔵。

高い防雨性能により軒下でも安心

断面図イメージ

ライトユニット

ライトユニットに
電源内蔵で密閉

電源部 ※イメージ

※イメージ

╱
スポットライト高彩度タイプ
食材にあわせてLEDの波長を制御

鮮魚向け

より輝きをプラスし
新鮮さをアピール

（生鮮用 昼白色相当）
青果向け

彩りを鮮やかに、
みずみずしく

（生鮮用 白色相当）
精肉向け

赤身、脂身を
際立たせ、美味しそうに

（生鮮用 温白色相当）
パン・惣菜向け

まるで焼きたて
のような風合いに

（食品用 電球色相当）

一般的なLED一般的なLED 一般的なLED 一般的なLED

鮮明鮮明鮮明鮮明鮮明鮮明鮮明鮮明鮮明鮮明鮮明鮮明鮮明鮮明

ハンドドライヤー

LED照明LED照明

LED照明 LED照明

スリムタイプ
HACCP製品認証モデル

快適のご提案
店  舗 への 換気の切り札「三菱　　　  （店舗用）」

世界で初めて※開発・発売した熱交換形の換気扇

換気扇

エアー搬送ファン
冷凍ショーケース上の天井面結露対策

送風機

※紙製全熱交換器において

■無線調光ユニット内蔵でリレイアウトも簡単に

デジタル
インターフェース電源

器具本体に無線調光ユニット内蔵で最大4つの
ゾーン分けが可能な照明制御システムMILCO.S
［ワイヤレスタイプ］に対応。事前のスケジュール
設定でコントローラ操作不要に。

■冷凍ショーケースからの
　冷気による天井の結露を
　気流でガード

■ダクト配管不要で
　簡単施工

ON/OFF
4回

三菱
オンリーワン

60,000
時間

12,000
時間

水銀ランプ LED投光器

約5倍
長寿命

98.1W

415W

水銀ランプ
400形器具

LED投光器
クラス1300

約77%
削減

光源寿命比較消費電力比較（1台あたり）

HEPAフィルター

細
か
な
埃

カ
ビ
の
胞
子

※HEPAフィルターを通過した時の
　集塵率（計数法 0.3 ㎛）。

0.3 ㎛の粒子を

99.97％まで除去※

窓開け換気のデメリット 「三菱ロスナイ」のメリット

例 ① 冷暖房した空気が逃げてもったいない。
空調負荷が増加し、電気代がもったいない。

例 ② 虫や雨風、外気の熱などが侵入して、
お客様が長居しづらい環境に…。
食品を扱う場合は商品が
傷んでしまうなどの不安も…。
　

■確実な換気
ロスナイ１台で給気・排気を
実施するため、窓を閉めたまま
確実に換気。

■空気清浄換気
フィルターで汚れをカットし、
虫やホコリ等の侵入防止。

■省エネ
室温に近づけて給気する
ため、空調負荷を抑制。

■防音性
防音効果が高く、騒音・音
漏れ抑制にも最適。

ロスナイの特長は
Webサイトで
詳しくご紹介

従来品
直付・半埋込兼用形：□720

目線に対して光源が垂直または平行になる 目線に対して方向性のない面発光

Myシリーズ［パネルタイプ］
直付・半埋込兼用形：□413

非接触非接触

ライトユニット裏側

クラス1200の場合。クラス850/600は
無線調光ユニットは1個

生鮮・食品向け　高彩度タイプ

無線調光ユニット無線調光ユニット

電源線

調光信号線
不要

エアー搬送ファン

冷凍ショーケース

7 8



軒下でも安心してご使用いただける防雨構造をご提案。夜間の営業でも、しっかり明るさを確保します。

不特定多数の人が集まる場所だからこそ、より快適で省エネな空間をご提案いたします。

熱やオイルミストが発生する空間でも、安心してご使用いただける製品をご提案いたします。

 厨 房 へ

 フ ロ ア へ

ストレートシロッコファン〈厨房用〉
経年による性能悪化を抑制！

ライトユニット形ベースライト
防湿形 高温用
常時60℃の環境下でも
安全に使用可能

高静圧化により、複雑なダクト配管でも設計が容易。

ユニバーサルダウンライト
╱スポットライト
こだわりの光で
空間を美しく演出

ベースダウンライト　軒下用
高効率で長寿命なベースライト

 外 回 り ・ 軒 下 へ

LEDライトユニット形
ベースライト

■柔軟なダクト設計が可能

羽根への油付着を抑え、風量の低下や運転音の悪化を抑制。
初期性能をほぼ維持します※。

■撥油塗装搭載

ドレン皿にスライド構造を採用。製品片側からドレン皿のメンテ
ナンスが可能。

■メンテナンス性向上

※リンティング試験（当社基準による油と湿度を含んだホコリや砂塵を用いた10年相当の加速
　試験）による。実際の汚れ付着具合は設置環境・使用頻度・機種により異なります。

FHTランプと比較して、消
費電力約60%削減。さらに、
3.3倍の長寿命で交換用ラ
ンプの手配も不要。

LEDベースライト

滑らかなフレアで中心光度を
高めたシャープな光

光の輪郭を抑えた
美しいグラデーションフレア

AKシリーズ一般LED
※上配光写真：CH=3,400mm／スポットライト クラス200（4000K）使用
　トルソ位置：壁から500mm スポットライト位置：壁から2,000mm

AKシリーズ一般LED

通路

雨線内

雨線外
45°

雨

40,000
時間

12,000
時間

FHT32形
×1灯器具

MCシリーズ
クラス150

約3.3倍
長寿命

12W

32W

FHT32形
×1灯器具

MCシリーズ
クラス150

約60%
削減

ランプ交換も不要、
ランニングコスト削減

光源寿命比較消費電力比較（1台あたり）

■保護性能IP65に適合

庇や軒下
などの

雨線内の使用に
おすすめ

固形物及び水の侵入に対する保護性能
IP65に適合した防雨・防塵仕様で、夏場
の虫が多い時期や雨天時でも安心。

器具本体
錆に強いステンレスを採用

電源ユニット
カバーで覆うことで、防水構造化

拡散カバー
耐衝撃性に優れた
ポリカーボネートを採用。
食品工場や厨房も安心。

換気扇 LED照明

LED照明

LED照明

■省エネ＆長寿命

快適のご提案
飲食店 への

換気の切り札「三菱　　　  」
世界で初めて※開発・発売した熱交換形の換気扇

換気扇
※紙製全熱交換器において

豊富なラインアップからご提案

天吊露出形ロスナイ 床置形ロスナイ

天吊タイプと床置きタイプの露出形。
既築建物へのロスナイ増設も容易！

小規模飲食店向け

壁付・天井埋込をラインアップし多彩なニーズに対応！
急速排気機能付機種もご用意、お客様が混雑する時間帯も安心です。

省施工でメンテナンスもカンタン！
天井裏スペースがない
建物に最適です。

中・大規模飲食店向け

天井埋込 壁　付

ダクト用
ロスナイ

天井埋込でスッキリ設置。
大風量タイプ
（急速排気250㎥/h）も
ラインアップ。

換気空清機
ロスナイ
壁埋込タイプ

標準換気扇の開口を
活用で簡単入替。
急速排気機能付
（180㎥/h）もラインアップ。

換気空清機
ロスナイ
壁掛タイプ

天井開口工事不要で
ロスナイ増設におすすめ。
急速排気機能付（190㎥/h）
もラインアップ。

壁スイッチのON/OFF操作（4回繰り返し）
で明るさ・消費電力の切り替えが可能。

■段調光機能も標準搭載

ON/OFF
4回

三菱
オンリーワン

■一日の流れに合わせた光の演出で、来店客をおもてなし

■リモコン切替タイプなら、手軽にモードを切替え

misola（みそら）
まるで青空のような快適な空間を演出

LED照明

スケジュール設定で日の出から日の入りまでの移り変わる空の表
情を自然に再現します。

専用の赤外線リモコンでの４つのシーン
切替により、来店客に楽しんでもらえる
演出をご提案いたします。

色温度可変器具との組合せで、演出効果を高めます。

天井リフォーム
するなら!

2020年10月発売予定

青空の原理を用いた
独自の照明構造で青空を再現

LED一体形
建築化照明器具
色温度可変タイプ

ベースダウンライト
色温度可変タイプシーン（昼） シーン（朝/夕）

※上記の色温度可変タイプは特注品での対応です。

森の昼空

朝 昼 夜

海の昼空 移ろう空（朝／夕） 移ろう空（夜）

色温度可変器具との組合せで、演出効果を高めます。さらに

窓開け換気のデメリット 「三菱ロスナイ」のメリット

例 ① 冷暖房した空気が逃げてもったいない。
空調負荷が増加し、電気代がもったいない。

例 ② 虫や雨風、外気の熱などが入ってきて、
お客様が長居しづらい。

例 ③ ファミリー客も多く、音漏れが心配。

■確実な換気
ロスナイ１台で給気・排気を
実施するため、窓を閉めたまま
確実に換気。

■空気清浄換気
フィルターで汚れをカットし、
虫やホコリ等の侵入防止。

■省エネ
室温に近づけて給気する
ため、空調負荷を抑制。

■防音性
防音効果が高く、騒音・音
漏れ抑制にも最適。

ロスナイの特長は
Webサイトで
詳しくご紹介

電源部
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ペーパータオルからの切り替えで経費削減。

宿泊客が安心して滞在できる、快適な客室空間をご提案いたします。

光の質にこだわったLED照明で、落ち着いた雰囲気づくりへ。

多くの方が出入りする空間におもてなしの演出を。

 廊 下 へ

 客 室 へ

一体形ダウンライト　小口径シリーズ
上質な光で高品位な空間を

一体形建築化照明器具
建築に溶け込む様々な光環境を演出

■業界トップクラス※1の低消費電力590W

ベースダウンライト
ドーム形拡散カバーの採用で、
粒々感を軽減した均一な光と効率的な拡散を実現

 共 用 部 の お 手 洗 い へ

まぶしさを
抑えた
深枠鏡面コーン

空間全体に
明るさが広がる
白色コーン

■2種類の反射板枠をご用意

■ウイルスを抑制※1

■連結部が目立たないシームレスな光の実現

ダクト用換気扇　DCタイプ
確実な換気と省エネを実現！

月々の費用は、わずかな電気代だけ。ペーパータオルや布ロールタオルで
必要な補充・廃却の手間やコストも削減できます。

■業界最薄※2140ｍｍ※3ですっきり
ジェットタオルミニは、従来品から本体の厚さを約17％（170ｍｍ→140
ｍｍ）薄型化※4（ドレンタンク部【最大部】は143ｍｍ）。一般的なペーパー
タオルホルダー※5とほぼ同じ薄さなので無理なく置き換え可能です。

25㎥密閉空間での試験結果（風量:40㎥/h、416分で99％抑制）。
実際の使用空間での試験結果ではありません。

■菌を抑制※2

25㎥密閉空間での試験結果（風量:40㎥/h、388分で99％抑制）。
実際の使用空間での試験結果ではありません。

■花粉88%抑制※3

一過性での試験結果（風量:20㎥/h）。実際の使用空間での試験
結果ではありません。

■PM2.5への対応※4

27.5㎥密閉空間での試験結果（風量:40㎥/h、370分後）。換気等
による屋外からの新たな粒子の侵入を考慮しておりません。

｢ヘルスエアー®機能｣搭載
循環ファン
居住スペースを確保し、客室のさま
ざまな物質を抑制・除去。気になる
ニオイも脱臭します。

製品紹介
動画は
こちら！

【計算条件】
●1ヶ月間25日の使用とする。●メンテナンス等に要する人件費は含まない。
●＜ジェットタオル＞・200回/日使用・乾燥時間9秒/回使用
・常時通電（1日→24時間、1ヶ月→30日として算出）・電気料金目安単価27円/ＫｈＷ（税込）（家電公取協調べ）
＜ペーパータオル＞紙は1枚1円とし、1回2枚使用とする。
※1：100V片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて。ヒーター付きの場合。2020年5月31日現在当社調べ。
※2：片面ジェット風式ハンドドライヤーにおいて。水受けシンク有タイプの場合。2020年5月31日現在当社調べ。
※3：最薄部である手挿入部より上部の奥行実寸法が139ｍｍ、ドレンタンク部（最大部）は143ｍｍです。
※4：当社従来品ＪＴ-ＭＣ106Ｇとの比較。
※5：ペーパータオルホルダー奥行寸法139ｍｍ～145ｍｍ。2020年7月3日現在当社調べ。

端部まで光を照射、
連結時に光が途切れず
ムラのない間接光を実現。

■気になるニオイを脱臭※5

■2種類の反射板枠をご用意

■Φ100のダウンライトと同等の明るさで
　約半分の穴径を実現

■目的用途に合わせて
　調光範囲（約1%～100%）の明るさ調節が可能 ■客室におもてなしの光を届けます

1台で
10畳用

LEDベースライト

ドーム形
拡散カバー

点灯時
レンズ形状

断面図

一般的な
カバー

 エ ン ト ラ ン ス へ

LED照明

LED照明

LED照明

換気扇 循環ファン

ハンドドライヤー

場所をとらずに、空気を循環清浄

misola（みそら）
まるで青空のような快適な空間を演出

LED照明

●PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。
●この循環ファンでは0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。
　また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
●27.5㎥の密閉空間での効果であり、実使用環境下での効果とは異なります。
　

0.1～2.5μmの粒子を99%除去

快適のご提案
ホテル への

■安定した換気風量を確保

※1：実際の使用環境及び使用条件では同等の効能・効果が得られることは実証できていません。【試験機関】(独)国立
病院機構 仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター 【試験方法】25㎥の密閉空間にウイルスを噴霧し、一定時間後
に試験空間内の空気を回収し、その中にいるウイルスをプラーク法で測定 【抑制方法】「ヘルスエアー®機能」ユニット内を
通過 【対象】浮遊したウイルス 【試験結果】JC-10KR(強運転)の稼働で、416分で99%抑制(仙医R2-001号)。試験は1
種類のウイルスで実施。 ※2：実際の使用環境及び使用条件では同等の効能・効果が得られることは実証できていません。 
【試験機関】(一財)北里環境科学センター 【試験方法】25㎥の密閉空間に菌を噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気
を回収し、その中にいる菌を測定 【抑制方法】｢ヘルスエアー®機能｣ユニット内を通過 【対象】浮遊した菌 【試験結果】
JC-10K(強運転)の稼働有無で、388分後で99%抑制(北生発2015-0046号)。試験は1種類の菌で実施。 ※3：【試験
機関】ITEA㈱東京環境アレルギー研究所 【試験方法】空中に浮遊したアレル物質を｢ヘルスエアー®機能｣ユニット通過後、
サンドイッチELISA法で測定 【抑制方法】｢ヘルスエアー®機能｣ユニット内を通過 【対象】浮遊した花粉 【試験結果】｢ヘル
スエアー®機能｣ユニットの稼働有無での花粉抑制率88%(15M-RPTMAY021)。試験は1種類の花粉で実施。 ※4 【試
験方法】JEM 1467に基づく。JC-10Kを運転(強運転)。 ※5：【試験方法】1㎥の密閉空間において、JC-10K(弱運転)を
2分間運転後、空気中の濃度を測定し、一過性脱臭効率を算出 【脱臭方法】JC-10Kを運転(弱運転) 【脱臭手段】触媒 (脱
臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります。たばこの有害物質(一酸化炭素等)は、除去できません。常
時発生し続けるにおい成分(建材臭、ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。

器具の存在感を抑えつつも、直下の明るさは確保。
客室へと続く廊下の演出を高めます。
クラス150
(FHT32形器具相当)
と比較

MCシリーズ　1,360lm

約1% 約50% 100%

小口径シリーズ　1,050lm
Φ100 Φ55

天井リフォーム
するなら!

2020年10月発売予定

青空の原理を用いた
独自の照明構造で青空を再現

※ホテル客室イメージ

壁スイッチのON/OFF操作（4回繰り返し）
で明るさ・消費電力の切り替えが可能。

■段調光機能も標準搭載
ON/OFF
4回

三菱
オンリーワン

φ75も
ラインアップ

高出力タイプ
（角形カバー）

定格出力タイプ
（曲面カバー） 40mm

40mm

50
m
m

63
m
m

■一日の流れに合わせた光の演出で、宿泊客をお出迎え・お見送り
スケジュール設定で日の出から日の入りまでの移り変わる空の
表情を自然に再現します。

色温度可変器具との組合せで、演出効果を高めます。

LED一体形
建築化照明器具
色温度可変タイプ

ベースダウンライト
色温度可変タイプシーン（昼） シーン（朝/夕）

※上記の色温度可変タイプは特注品での対応です。

色温度可変器具との組合せで、演出効果を高めます。さらに

・外風圧などに左右されずに風量を一定制御します。
・臭いが気になる時や清掃時は『急速モード』で大風量換気が可能です。
・当社独自の防汚技術で羽根・グリルへの汚れ付着を抑え、
  性能低下を抑制します。

■人感センサ付きなら非接触で安心
人の出入りで強運転と弱運転(24時間換気運転)の切替
を自動制御。運転切替の手間を省くため、換気扇スイッ
チの接触防止にも最適です。

■省エネ運転
ACモーター搭載機種に比べ、消費電力を最大７７％※低減。
※DCモーター搭載タイプ(VD-20ZVX5-C)とACモーター搭載タイプ(VD-20ZLX12-CS)の消費電力比較。
　(24時間換気運転(弱)、60Hz開放風量時)

非接触非接触

207円

10,000円

ペーパータオル ジェットタオル ミニ
JT-MC105J

約9,793円
お得！

1ヶ月のランニングコスト比較（1台あたり）

リニューアル前 リニューアル後
風量一定制御のイメージ

定風量
制御

外風が強いと
換気不足の
原因に 外風に影響なく

換気

朝 昼 夜

H O T E L
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（照射角）
55°

50°（遮光角）

60°

65°

0.
9m

1.
2m

1.4m単位：Ix

3.6m
7.2m

2.
85
m

300 400
500

200 300
400

500

黒板黒板

200

部活動等で夜間まで活動の際も、安全に配慮し、均一な明るさを確保します。

快適に学習できる環境を、ご提案いたします。

大空間での「確実な換気」や、眩しさを考慮したLED照明をご提案いたします。

 体 育 館 へ

 教 室 へ

有圧換気扇×エアー搬送ファン
体育館全体の確実な
換気のご提案！

〈学校用〉
標準換気扇（窓枠据付専用）

熱交換形換気扇
学校用ロスナイ®

投光器
空間・用途に合わせて選べる5出力×3配光×2仕様

ライトユニット形ベースライト  黒板灯
光源が直接目に入らぬよう
配慮した器具設計

ライトユニット形ベースライト　スクールファイン
不快な眩しさを軽減し、学習のしやすさに配慮

 グ ラ ウ ン ド ・ プ ー ル へ

調光約5～100％で夜間時や就寝時でも安全
性に配慮しながら、光を抑制。さらに非常時
100V電源（自家発電機）にも対応。
※クラス5000・2500を除く

生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に
入らないように配慮。また、光源の光軸中心を移動させることがで
きるため黒板への照射角度を3段階に調節可能です。

眩しさを抑えた遮光角22°で空間の明るさ感にも配慮していま
す。不快な眩しさがなく、授業に集中できる光環境を実現します。

天井面への
やわらかな光で
室内に開放感を

■調光約5～100％で災害時の避難場所でも快適に

■屋内側からの作業だけで簡単据付！

■高機能レンズで見上げた際のまぶしさをしっかり抑制
　体育館で行うスポーツにも最適！

機械換気による確実な換気に加え、エアー
搬送ファンで換気効率の改善に貢献！体育
館のような大空間の換気におすすめです。

低コストで涼風効果を生み、空調機がある体育館でも
温度ムラ解消に貢献します。

同梱の窓枠据付キットに本体を組み込んで、窓に簡単据付。フー
ド一体で屋内から据付可能なのでひとりでも作業ができ、据付が
スピーディです。

■空調設置が加速する教室を快適に省エネ換気！

室内・室外の熱を交換するロスナイ換気で、換気による熱負荷を低減。
空調負荷を抑制し、ランニングコストを安くできます。さらに、集中コ
ントローラーに対応し週間スケジュールや集中管理が可能に。※

※フリープランタイプ以外の機種では、別売部材「換気関連機器用フリープランアダプタ」が必要です。

換気扇 送風機

換気扇換気扇

LED照明

LED照明

LED照明

LED照明

<学校用>標準換気扇据付イメージ
天吊形（SCH形）

プール用もラインアップ
耐食と防錆仕様で、
プール環境に対応

■天井面を柔らかな光で照らし室内に広がりを 壁スイッチのON/OFF操作を4回繰り返すと、100%の明るさか
ら70%の明るさへ切り替えできます。

■段調光機能でさらに節電

快適のご提案
学  校 への

有圧換気扇

エアー搬送ファン

LEDライトユニット形
ベースライト

LEDライトユニット形
ベースライト

エアー搬送ファンの導入メリットさらに

36.7W 25.7W

85W

FHF32（高出力）×2灯
遮光制御タイプ

Myシリーズ
スクールファイン
6900lmタイプ
通常モード

Myシリーズ
スクールファイン
6900lmタイプ
節電モード

約57%
削減 約70%

削減
約30%
削減

消費電力比較（1台あたり）

器具断面イメージ

換気のイメージ

エアー搬送ファン
有圧換気扇（給気）

有圧換気扇（排気）

〈比較条件〉・年間点灯時間：3,000時間  ・電気料金単価：27円/kWｈ（税込）［日本照明工業会ガイドA139］
　　　　　・蛍光灯器具にはランプ交換費（税別）を含む

IP65 防湿・防塵仕様

高天井用ベースライト  SGモデル
体育館での使用でも
安全性に配慮

三菱
オンリーワン

黒板の照度基準推奨値
500lxを確保

レンズ制御により
まぶしさを低減

レンズ制御により
直下の光を確保

見上げても
まぶしくない 見上げ角

30°～40° 明るい

レンズ制御により

プール環境に対応

IP65 防湿・防塵仕様

耐塩害

重耐塩

海岸から
200m
以内

プール用

ライトユニット形ベースライト  黒板灯

上方光束
22
°

（
遮
光
角
）

直付形 照射角度

平均照度：440lx

MY-N450240/N AHTN
保守率：0.77

5,200lm

クラス6000
メタルハライドランプ
1000形器具相当

クラス4000
水銀ランプ
1000形器具相当（ （） ）

クラス3000
水銀ランプ

700形器具相当（ ）
クラス1500

1/10ビーム角

全30種類
29° 54° 76°

狭角 中角 広角水銀ランプ
400形器具相当（ ）

クラス2000
メタルハライドランプ
400形器具相当（ ）
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