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電気工事は電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技
術基準」、「内線規程」及びこの据付工事説明書に従って施工し、
必ず専用回路とし、且つ定格の電圧・ブレーカを使用する。
電気回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。

熱交換器のフィン表面を素手で触れないように注意してください。
取扱いに不備があると、切傷の原因になります。

異常時（焦げ臭い等）は、運転を中止して電源スイッチを切る。
異常のまま運転を続けると、故障や火災・感電等の原因になります。

電気回路点検後は、誤配線及び接触不具合がないか確認してく
ださい。
漏電や発熱、火災の原因になります。

点検・修理等は周囲の安全を確認のうえ作業してください。
（子供は絶対に近づけない）

機器の損傷、感電の原因になります。

保護装置の改造や設定変更をしないでください。

雨天時等製品内に水が浸入すると想定された場合は、電気回路
の点検は避けてください。

圧力開閉器や温度開閉器等の保護装置を短絡して強制的運転を行った
り、当社指定品以外のものを使用すると発煙、発火、爆発等の原因
になります。

分解復旧作業後は、
部品の取付けに不備がないか確認してください。
脱落による落下事故や、ほこり、水等の浸入による火災及び機器の損
傷の原因になります。



濡れた手での電気回路の点検は避けてください。

誤って工具等を落下させた場合、事故の原因になります。

火災、感電、腐食による機器の損傷の原因になります。



点検・サービスをする前に（試運転をする前に、と合わせてお読みください）
修理・点検に使用する工具は適切なものを使用してください。

アースを確実に行っているか確認してください。

不適切な工具を使用すると、締付不良や接触不良となり、機器の損
傷や事故の原因になります。

アースが不完全な場合は感電の原因になります。

分解作業は、電源を切って所定時間待ってから作業してください。

やむを得ず通電しながら回路の点検を行う場合は、絶縁保護具
を着用してください。

充電部分があるため、放電に時間がかかります。
感電の原因になります。

感電、機器の損傷の原因になります。

点検・修理時にリード線の劣化があるものは交換してください。

組立完了後は絶縁抵抗を測り、1MΩ以上あることを確認して
ください。

漏電や発熱、火災の原因になります。

漏電や機器の損傷の原因になります。

冷媒R410A使用機器使用上のお願い
既設配管を使用する場合には、配管内の洗浄度やガス洩れ防止
に留意する。

フレア部に塗布する冷凍機油は、エステル油又はエーテル油又
はアルキルベンゼン油（少量）を使用する。

既設配管の流用可否については、室外ユニット付属の据付工事説明
書をご確認ください。

鉱油が多量に混入すると冷凍機油劣化等の原因になります。

フレアは、ガス洩れ防止のため再利用せず、室外ユニットが指定す
る冷媒に適したフレアナットに交換して、新たに指定冷媒に適した
フレア加工を行ってください。

冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び同合金継目無管」のC1220
のりん脱酸銅を使用する。
管の内面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、
切粉等（コンタミネーション）の付着が無いことを確認する。
冷媒配管の内部にコンタミネーションの付着があると冷凍機油劣化
等の原因になります。

指定冷媒以外（R22 等）の冷媒を使用すると、塩素により冷凍機油
劣化等の原因になります。

工具は、室内ユニットが指定する冷媒用に製造された専用ツー
ルを使用する。
使用する専用工具等は室外ユニット付属の据付工事説明書をご確認
ください。

工具類の管理に注意する。
冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分等が混入しますと、冷凍機油劣化
等の原因になります。

据付けに使用する配管は屋内に保管し、両端ともロウ付けする
直前までシールしておく。
（エルボ等の継手はビニール袋等に包んだ状態で保管）

逆流防止器付真空ポンプを使用してください。

冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分が混入しますと、油の劣化・圧縮
機故障の原因になります。

冷媒回路内に真空ポンプ油が逆流し、機器の冷凍機油劣化等の原因
になります。

従来の冷媒に使用している下記に示す工具類は使用しないでく
ださい。R410A専用の工具を使用してください。
（ゲージマニホールド・チャージホース・ガス洩れ検知器・逆
流防止器・冷媒チャージ用口金・真空度計・冷媒回収装置）

チャージングシリンダーを使用しないでください。

従来の冷媒・冷凍機油が混入しますと、冷凍機油劣化の原因になり
ます。

液冷媒にて封入してください。

水分が混入しますと、冷凍機油劣化の原因になります。
冷媒中に塩素を含まないため、従来の冷媒用ガス洩れ検知器では反
応しません。



室外ユニットが指定する冷媒以外は使用しない。

チャージングシリンダーを使用すると冷媒の組成が変化し、能力不
足等の原因になります。

ガス冷媒で封入するとボンベ内冷媒の組成が変化し、能力不足等の
原因になります。

●機種別索引
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※共通部品（P.12-1 ～）として掲載しています。

壁

PAC-SH52HR・ ・・・・・・・・ 12-85
PAC-SH72HU・ ・・・・・・・・・ 1-54
PAC-SF10HU・ ・・・・・・・・ 12-93
PAC-DS-ST・・・・・・・・・・・・ 1-63
PAC-SH76AC・ ・・・・・・・・・ 1-63
PAC-SH56KF・ ・・・・・・・・・ 1-70
PAC-SH53TM・ ・・・・・・・・・ 1-72
PAC-SH57CF・ ・・・・・・・・・ 1-73
PAC-SH67KF・ ・・・・・・・・・ 1-74
PAC-SH68KF・ ・・・・・・・・・ 1-74
PAC-SH59KF・ ・・・・・・・・・ 1-75
PAC-SH60KF・ ・・・・・・・・・ 1-75
PAC-SH58CF・ ・・・・・・・・・ 1-80
PAC-SH61KF・ ・・・・・・・・・ 1-83
PAC-SH62HK・ ・・・・・・・・・ 1-85
PAC-SG11KF・ ・・・・・・・・・ 1-90
PAC-SH65OF・ ・・・・・・・ 12-104
PAC-SH66BF・ ・・・・・・・・・ 1-92

形

配線リプレースキット（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
直付方式加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
加湿器（別吊方式）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電気集じん器セット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電気集じん器本体・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
集じんエレメント（1 個入り）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
多機能ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パワー脱臭フィルター（脱臭効率 80％）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カンタン自動パネル（ムーブアイ・標準）用高性能フィルターエレメント（比色法 65％）
カンタン自動パネル（ムーブアイ・標準）用高性能フィルターエレメント（比色法 90％）
ムーブアイ・標準パネル用高性能フィルターエレメント（比色法 65％）・ ・・・・・・・
ムーブアイ・標準パネル用高性能フィルターエレメント（比色法 90％）・ ・・・・・・・
脱臭フィルター（脱臭効率 50％）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オイルガードフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高湿度対応キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
クリーンフィルター（多機能ケースメント不要）・・・・・・・・・・・・・・・・
外気取入ダクトフランジ（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
分ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

吊

PAR-30MA・・・・・・・・・・・ 12-40
PAR-24MA・・・・・・・・・・・ 12-58
PAC-YT81HC・ ・・・・・・・・ 12-68
PAC-YT82HC・ ・・・・・・・・ 12-68
PAR-SW9SA・・・・・・・・・・・ 1-43
PAR-SL9MA・ ・・・・・・・・・ 12-69
PAR-SA9JA・ ・・・・・・・・・・ 1-52

天

■リモコン
MA スマートリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
MA スムースリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレスリモコンキット（操作部＋受光部キット）・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレス受光部キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

天井埋込形

PAC-SF93RC・・・・・・・・・・ 12-83
PAC-SH48AS・ ・・・・・・・・・ 1-36
PAC-SH49WP・ ・・・・・・・・・ 1-38
PAC-SH50WP・ ・・・・・・・・・ 1-38
PAC-SH51SP・ ・・・・・・・・・ 1-41

1

天井ビルトイン形

昇降パネルリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スペースパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイドパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイドパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
吹出口シャッタープレート・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

方向天井カセット形

MPLP-P160BWE3・・・・・・・・ 1-1
MPLP-P160BWH3・・・・・・・・ 1-4
MPLP-P160BC3・・・・・・・・・ 1-4
MPLP-P160BT3・・・・・・・・・ 1-4
MPLP-P160BB3・・・・・・・・・ 1-4
MPLP-P160BH3・・・・・・・・・ 1-4
MPLP-P160BJWE3・ ・・・・・・ 1-10
MPLP-P160BJWH3・ ・・・・・・ 1-11
MPLP-P160BWEC・・・・・・・・ 1-18
MPLP-P160BWC・・・・・・・・・ 1-20

方向天井カセット形

部品名
■化粧パネル
ムーブアイパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
標準パネル（ピュアホワイト）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カラーインテリアパネル（ベージュ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カラーインテリアパネル（ブラウン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カラーインテリアパネル（ブラック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カラーインテリアパネル（グレー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ムーブアイパネルカンタン自動パネル（自動昇降）・・・・・・・・・・・・・・・
標準パネルカンタン自動パネル（自動昇降）・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フィルター自動清掃ユニット（ムーブアイパネル付）・・・・・・・・・・・・・・
フィルター自動清掃ユニット（標準パネル付）・・・・・・・・・・・・・・・・・

4

方向天井カセット形

MPLZ-RP・BA3 ／ MPL-RP・BA3

（コンパクトタイプ）

〈1〉4 方向天井カセット形《ワイドパワーカセット》

方向天井カセット形

（ワイド パ ワ ー カ セ ッ ト ）

■別売部品一覧

4

房

MPLP-P71JWH・ ・・・・・・・・
MPLP-P71JW2・ ・・・・・・・・
MPLP-P71JC3・・・・・・・・・・
MPLP-P71JT2・・・・・・・・・・
MPLP-P71JB2・・・・・・・・・・
MPLP-P71JH2・・・・・・・・・・
MPLP-P71JU2・・・・・・・・・・
MPLP-P71JAL2・ ・・・・・・・・

2-1
2-1
2-1
2-1
2-1
2-1
2-1
2-2



共 通 部 品

スペースパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH15AS・ ・・・・・・・・・ 2-6
ワイドパネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH18WP・ ・・・・・・・・・ 2-8

室外ユニット

■化粧パネル
標準パネル（ピュアホワイト）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カラーインテリアパネル（ホワイト）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カラーインテリアパネル（ベージュ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カラーインテリアパネル（ブラウン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カラーインテリアパネル（ブラック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カラーインテリアパネル（グレー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カラーインテリアパネル（木目調）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレスパネル（受光部付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

MPL(Z)-RP・JA3

用

〈2〉4 方向天井カセット形《コンパクトタイプ》

部品名

形名

■リモコン
MA スマートリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
MA スムースリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

頁

PAR-30MA・・・・・・・・・・・
PAR-24MA・・・・・・・・・・・
PAC-YT81HC・ ・・・・・・・・
PAC-YT82HC・ ・・・・・・・・
PAR-SL9MA・ ・・・・・・・・・

12-40
12-58
12-68
12-68
12-69

配線リプレースキット（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG96HR・ ・・・・・・・・ 12-87
加湿器（別吊方式）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SF10HU・ ・・・・・・・・ 12-93
多機能ケースメント（外気取入用ケースメント）・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SE21TM・ ・・・・・・・・・ 2-10

※共通部品（P.12-1 ～）として掲載しています。

〈3〉2 方向天井カセット形

MPL-RP・LA3

■化粧パネル
塗装パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
塗装パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
塗装パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
天井材組込用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
天井材組込用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
天井材組込用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自動昇降用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自動昇降用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自動昇降用パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昇降パネルリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リプレースパネル ( 標準タイプ )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リプレースパネル ( 標準タイプ )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リプレースパネル ( 標準タイプ )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リプレースパネル ( ロングタイプ )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リプレースパネル ( ロングタイプ )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
吹き分けプレート (7:3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
吹き分けプレート (7:3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
吹き分けプレート (7:3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

MCMP-P45LWH-E1・ ・・・・・・ 3-1
MCMP-P71LWH-E1・ ・・・・・・ 3-1
MCMP-P112LWH-E1・・・・・・・ 3-1
MCMP-P45LXH-E1・・・・・・・・ 3-1
MCMP-P71LXH-E1・・・・・・・・ 3-1
MCMP-P112LXH-E1・・・・・・・ 3-1
MCMP-P45ALWH-E1・・・・・・・ 3-9
MCMP-P71ALWH-E1・・・・・・・ 3-9
MCMP-P112ALWH-E1・ ・・・・・ 3-9
PAC-SF93RC・・・・・・・・・・ 12-83
PAC-KH45LWR・ ・・・・・・・・ 3-28
PAC-KH71LWR・ ・・・・・・・・ 3-28
PAC-KH112LWR・・・・・・・・・ 3-28
PAC-KH45LWRL・・・・・・・・・ 3-28
PAC-KH112LWRL・ ・・・・・・・ 3-28
PAC-KH61SFP・・・・・・・・・・ 3-35
PAC-KH63SFP・・・・・・・・・・ 3-35
PAC-KH64SFP・・・・・・・・・・ 3-35

■リモコン
MA スマートリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
MA スムースリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレス受光部（A 制御用）
（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

PAR-30MA・・・・・・・・・・・
PAR-24MA・・・・・・・・・・・
PAC-YT81HC・ ・・・・・・・・
PAC-YT82HC・ ・・・・・・・・
PAR-SL9MA・ ・・・・・・・・・
PAR-SA9CA・ ・・・・・・・・・

配線リプレースキット（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
加湿器 ( 左勝手 )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
加湿器 ( 左勝手 )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
加湿器 ( 右勝手 )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
加湿器 ( 右勝手 )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パワー脱臭フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パワー脱臭フィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルター (NBS65% )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルター (NBS65% )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルター (NBS90% )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルター (NBS90% )・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
多機能ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
多機能ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
多機能ケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スペーサー・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スペーサー・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スペーサー・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外気取入ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12-40
12-58
12-68
12-68
12-69
12-78

PAC-SG97HR・ ・・・・・・・・ 12-88
PAC-KH13HUL・・・・・・・・・・ 3-38
PAC-KH14HUL・・・・・・・・・・ 3-38
PAC-KH23HUR・ ・・・・・・・・ 3-39
PAC-KH24HUR・ ・・・・・・・・ 3-39
PAC-KH01PCF・・・・・・・・・・ 3-57
PAC-KH03PCF・・・・・・・・・・ 3-57
PAC-KH31AF・ ・・・・・・・・・ 3-60
PAC-KH33AF・ ・・・・・・・・・ 3-60
PAC-KH41AF・ ・・・・・・・・・ 3-60
PAC-KH43AF・ ・・・・・・・・・ 3-60
PAC-KH71TB・ ・・・・・・・・・ 3-62
PAC-KH73TB・ ・・・・・・・・・ 3-62
PAC-KH74TB・ ・・・・・・・・・ 3-62
PAC-KH81TB・ ・・・・・・・・・ 3-65
PAC-KH83TB・ ・・・・・・・・・ 3-65
PAC-KH84TB・ ・・・・・・・・・ 3-65
PAC-KH11OF・ ・・・・・・・・・ 3-68

※共通部品（P.12-1 ～）として掲載しています。



〈4〉1 方向天井カセット形

MPM-RP・EA3

部品名
■化粧パネル
標準パネル（ピュアホワイト）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
標準パネル（ピュアホワイト）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カラーインテリアパネル（ホワイト）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カラーインテリアパネル（ベージュ）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カラーインテリアパネル（ホワイト）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カラーインテリアパネル（ベージュ）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
下がり天井パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
下がり天井パネル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

形名

頁

MPMP-P56EWH・ ・・・・・・・・
MPMP-P112EWH・ ・・・・・・・
MPMP-P56EW2・ ・・・・・・・・
MPMP-P56EC2・ ・・・・・・・・
MPMP-P112EW2・ ・・・・・・・
MPMP-P112EC2・・・・・・・・・
MPMP-P56ESWH・ ・・・・・・・
MPMP-P112ESWH・・・・・・・・

4-1
4-2
4-1
4-1
4-2
4-2
4-5
4-6

前吹出しグリル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH20GS・ ・・・・・・・・・ 4-4
前吹出しグリル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SH21GS・ ・・・・・・・・・ 4-4
■リモコン
MA スマートリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
MA スムースリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレス受光部（A 制御用）
（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレスリモコン（操作部）
（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

PAR-30MA・・・・・・・・・・・
PAR-24MA・・・・・・・・・・・
PAC-YT81HC・ ・・・・・・・・
PAC-YT82HC・ ・・・・・・・・
PAR-SA9CA・ ・・・・・・・・・
PAR-SL9MA・ ・・・・・・・・・

12-40
12-58
12-68
12-68
12-78
12-69

配線リプレースキット（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-SG96HR・ ・・・・・・・・ 12-87
※共通部品（P.12-1 ～）として掲載しています。

MPD-RP・FA4

〈5〉天井ビルトイン形
■メンテナンスパネル
吸込口付メンテナンスパネル（塗装）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
吸込口付メンテナンスパネル（塗装）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
吸込口付メンテナンスパネル（塗装）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
吸込口付メンテナンスパネル（天井材組込用）・・・・・・・・・・・・・・・・・
吸込口付メンテナンスパネル（天井材組込用）・・・・・・・・・・・・・・・・・
吸込口付メンテナンスパネル（天井材組込用）・・・・・・・・・・・・・・・・・
メンテナンスパネル（塗装、天井材組込用兼用）・・・・・・・・・・・・・・・・
メンテナンスパネル（塗装、天井材組込用兼用）・・・・・・・・・・・・・・・・
ワンサイズアップ吸込口付メンテナンスパネル（塗装）・・・・・・・・・・・・・
ワンサイズアップ吸込口付メンテナンスパネル（塗装）・・・・・・・・・・・・・
ワンサイズアップ吸込口付メンテナンスパネル（塗装）・・・・・・・・・・・・・
ワンサイズアップ吸込口付メンテナンスパネル（天井材組込用）・・・・・・・・・
ワンサイズアップ吸込口付メンテナンスパネル（天井材組込用）・・・・・・・・・
ワンサイズアップ吸込口付メンテナンスパネル（天井材組込用）・・・・・・・・・

MCMP-P56DSWH・ ・・・・・・・
MCMP-P90DSWH・ ・・・・・・・
MCMP-P160DSWH・ ・・・・・・
MCMP-P56DSXH・ ・・・・・・・
MCMP-P90DSXH・ ・・・・・・・
MCMP-P160DSXH・・・・・・・・
MCMP-P90DMW・・・・・・・・・
MCMP-P160DMW・ ・・・・・・・
MCMP-P90DSWH・ ・・・・・・・
MCMP-P160DSWH・ ・・・・・・
MCMP-P160DSWHL・・・・・・・
MCMP-P90DSXH・ ・・・・・・・
MCMP-P160DSXH・・・・・・・・
MCMP-P160DSXHL・ ・・・・・・

■リモコン
MA スマートリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
MA スムースリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレス受光部（A 制御用）
（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

PAR-30MA・・・・・・・・・・・
PAR-24MA・・・・・・・・・・・
PAC-YT81HC・ ・・・・・・・・
PAC-YT82HC・ ・・・・・・・・
PAR-SA9CA・ ・・・・・・・・・
PAR-SL9MA・ ・・・・・・・・・

配線リプレースキット（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルター（比色法 65％）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルター（比色法 65％）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルター（比色法 65％）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルター（比色法 90％）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルター（比色法 90％）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルター（比色法 90％）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
下吸込用高性能フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
下吸込用高性能フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

PAC-SG96HR・
PAC-KD16CH・
PAC-KD18CH・
PAC-KD19CH・
PAC-KD31AF・
PAC-KD33AF・
PAC-KD34AF・
PAC-KD41AF・
PAC-KD43AF・
PAC-KD44AF・
PAC-KD71TB・
PAC-KD73TB・

5-1
5-1
5-2
5-1
5-1
5-2
5-7
5-7
5-1
5-2
5-2
5-1
5-2
5-2

12-40
12-58
12-68
12-68
12-78
12-69

・・・・・・・・ 12-87
・・・・・・・・・ 5-9
・・・・・・・・・ 5-9
・・・・・・・・・ 5-9
・・・・・・・・・ 5-15
・・・・・・・・・ 5-15
・・・・・・・・・ 5-15
・・・・・・・・・ 5-15
・・・・・・・・・ 5-15
・・・・・・・・・ 5-15
・・・・・・・・・ 5-17
・・・・・・・・・ 5-17



部品名

形名

下吸込用高性能フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
後吸込用フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
後吸込用フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
後吸込用フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
角ダクトフランジ（吹出用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
角ダクトフランジ（吹出用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
角ダクトフランジ（吹出用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
下吸込キャンバスダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
下吸込キャンバスダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
下吸込キャンバスダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
吹出口ユニット（オートベーン付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
吹出口ユニット（オートベーンなし）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
円形ダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
円形ダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
分岐ダクト・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

頁

PAC-KD74TB・ ・・・・・・・・・ 5-17
PAC-KD81RTB・・・・・・・・・・ 5-19
PAC-KD83RTB・・・・・・・・・・ 5-19
PAC-KD84RTB・・・・・・・・・・ 5-19
PAC-KD61KDF・・・・・・・・・・ 5-23
PAC-KD63KDF・・・・・・・・・・ 5-23
PAC-KD64KDF・・・・・・・・・・ 5-23
PAC-KD86DF・ ・・・・・・・・・ 5-25
PAC-KD88DF・ ・・・・・・・・・ 5-25
PAC-KD89DF・ ・・・・・・・・・ 5-25
PAC-KM15UN・ ・・・・・・・・・ 5-26
PAC-SH19UN・ ・・・・・・・・・ 5-35
PAC-KD01FD・ ・・・・・・・・・ 5-38
PAC-KD02FD・ ・・・・・・・・・ 5-38
PAC-KD03BJ・ ・・・・・・・・・ 5-39

※共通部品（P.12-1 ～）として掲載しています。

〈6〉天井埋込形

MPE-RP・CA3 ／ BA3

■リモコン
MA スマートリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
MA スムースリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレス受光部（A 制御用）
（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
配線リプレースキット（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
加湿器・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルター（比色法 65％）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルター（比色法 65％）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルター（比色法 65％）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルター（比色法 90％）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルター（比色法 90％）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルター（比色法 90％）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ロングライフフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ロングライフフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ロングライフフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フィルターボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

PAR-30MA・・・・・・・・・・・
PAR-24MA・・・・・・・・・・・
PAC-YT81HC・ ・・・・・・・・
PAC-YT82HC・ ・・・・・・・・
PAR-SA9CA・ ・・・・・・・・・
PAR-SL9MA・ ・・・・・・・・・

12-40
12-58
12-68
12-68
12-78
12-69

PAC-SG96HR・ ・・・・・・・・ 12-87
PAC-KE11CH・ ・・・・・・・・・ 6-1
PAC-KE13CH・ ・・・・・・・・・ 6-1
PAC-KE19CH・ ・・・・・・・・・ 6-1
PAC-KE31AF・・・・・・・・・・・ 6-9
PAC-KE33AF・・・・・・・・・・・ 6-9
PAC-KE34AF・・・・・・・・・・・ 6-9
PAC-KE41AF・・・・・・・・・・・ 6-9
PAC-KE43AF・・・・・・・・・・・ 6-9
PAC-KE44AF・・・・・・・・・・・ 6-9
PAC-KE86LAF・ ・・・・・・・・・ 6-10
PAC-KE88LAF・ ・・・・・・・・・ 6-10
PAC-KE89LAF・ ・・・・・・・・・ 6-10
PAC-KE71TB・・・・・・・・・・・ 6-13
PAC-KE93TB・・・・・・・・・・・ 6-13
PAC-KE94TB・・・・・・・・・・・ 6-13
PAC-KM25DM・ ・・・・・・・・・ 6-16

※共通部品（P.12-1 ～）として掲載しています。

10

MPC-RP・KA3 ／ BA3 ／ CA3

〈7〉天吊形
部品名
■リモコン
MA スマートリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
MA スムースリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
天吊形ワイヤレスリモコン受光部・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレス受光部（A 制御用）
（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

形名

頁

PAR-30MA・・・・・・・・・・・ 12-40
PAR-24MA・・・・・・・・・・・ 12-58
PAC-YT81HC・ ・・・・・・・・ 12-68
PAC-YT82HC・ ・・・・・・・・ 12-68
PAR-SA9GA・ ・・・・・・・・・・ 7-1
PAR-SA9CA・ ・・・・・・・・・ 12-78
PAR-SL9MA・ ・・・・・・・・・ 12-69

自動昇降キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自動昇降キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自動昇降キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昇降パネルリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
配線リプレースキット（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フィルターケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フィルターケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フィルターケースメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルターエレメント（比色法 65％）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルターエレメント（比色法 65％）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・
高性能フィルターエレメント（比色法 65％）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・
オイルガードフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オイルガードフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オイルガードフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外気取入ダクトフランジ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ロングライフフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ロングライフフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
下吸込用ボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
下吸込用ボックス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

PAC-SH85JK・ ・・・・・・・・・ 7-4
PAC-SH86JK・ ・・・・・・・・・ 7-4
PAC-SH87JK・ ・・・・・・・・・ 7-4
PAC-SF93RC・・・・・・・・・・ 12-83
PAC-SG96HR・ ・・・・・・・・ 12-87
PAC-SH77AF・ ・・・・・・・・・ 7-10
PAC-SH78AF・ ・・・・・・・・・ 7-10
PAC-SH79AF・ ・・・・・・・・・ 7-10
PAC-SH80KF・ ・・・・・・・・・ 7-13
PAC-SH81KF・ ・・・・・・・・・ 7-13
PAC-SH82KF・ ・・・・・・・・・ 7-13
PAC-SH88KF・ ・・・・・・・・・ 7-15
PAC-SH89KF・ ・・・・・・・・・ 7-15
PAC-SH90KF・ ・・・・・・・・・ 7-15
PAC-SH65OF・ ・・・・・・・ 12-104
PAC-SH83DM・ ・・・・・・・・・ 7-17
PAC-SH84DM・ ・・・・・・・・・ 7-17
PAC-KM32DM・ ・・・・・・・・・ 7-22
PAC-KB18LAF・・・・・・・・・・ 7-26
PAC-KB19LAF・・・・・・・・・・ 7-26
PAC-KB76TB・ ・・・・・・・・・ 7-28
PAC-KB77TB・ ・・・・・・・・・ 7-28

※共通部品（P.12-1 ～）として掲載しています。

〈8〉壁掛形

MPKH-RP・KAL3 ／ MPK-RP・KA3

■リモコン
MA スマートリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
MA スムースリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドレンアップメカ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遠隔制御用インターフェイス・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ツイン／トリプル／フォー用渡り配線キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・

PAR-30MA・・・・・・・・・・・
PAR-24MA・・・・・・・・・・・
PAC-YT81HC・ ・・・・・・・・
PAC-YT82HC・ ・・・・・・・・
PAR-SL9MA・ ・・・・・・・・・

12-40
12-58
12-68
12-68
12-69

PAC-SH75DM・ ・・・・・・・・・ 8-1
PAC-SH94DM・ ・・・・・・・・・ 8-6
MAC-397IF・・・・・・・・・・・・ 8-11
MPW-234A・ ・・・・・・・・・・ 8-16

※共通部品（P.12-1 ～）として掲載しています。
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〈9〉床置形

MPS-RP・KA3 ／ GA3 ／ MPF-RP・BA3

■リモコン
MA スマートリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAC-30MA・・・・・・・・・・・ 12-40
ワイヤレス受光部（A 制御用）
（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SA9CA・ ・・・・・・・・・ 12-78
ワイヤレスリモコン（操作部）
（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PAR-SL9MA・ ・・・・・・・・・ 12-69
配線リプレースキット（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコン端子盤キット（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
クリーンフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
加湿器（ベーパーパン式）
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

PAC-SG96HR・ ・・・・・・・・ 12-87
PAC-SH29TC・ ・・・・・・・ 12-102
PAC-SF07KF・・・・・・・・・・・ 9-1
PAC-KB49VP・ ・・・・・・・・・ 9-3

※共通部品（P.12-1 ～）として掲載しています。

MPC-RP・HA3

〈10〉厨房用
■リモコン
MA スマートリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
MA スムースリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
配線リプレースキット（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
厨房用フレッシュエアー用ダクトフランジ（φ 200）
・ ・・・・・・・・・・・・
交換用オイルミストフィルターエレメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・
化粧カバー（フロント＋吊金具カバー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
化粧カバー（フロント＋吊金具カバー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

PAR-30MA・・・・・・・・・・
PAR-24MA・・・・・・・・・・
PAC-YT81HC・ ・・・・・・・
PAC-YT82HC・ ・・・・・・・

12-40
12-58
12-68
12-68

PAC-SG97HR・ ・・・・・・・ 12-88
PAC-SF28OF・・・・・・・・・・ 10-1
PAC-SG38KF・ ・・・・・・・・ 10-3
PAC-SF81KC・・・・・・・・・・ 10-5
PAC-SF82KC・・・・・・・・・・ 10-5

※共通部品（P.12-1 ～）として掲載しています。

〈11〉室外ユニット

MPUZ-ERP・HA7 ／ KA ／ MPU(Z)-RP・HA7

エアガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エアガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エアガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
吹出ガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
吹出ガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
吹出ガイド・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドレンソケット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
集中排水ドレンパン・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
集中排水ドレンパン・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
集中排水ドレンパン・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
安全ネット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
安全ネット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
安全ネット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
安全ネット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
安全ネット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
安全ネット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
安全ネット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
M-NET 接続用アダプター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
凍結防止ヒーター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
凍結防止ヒーター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
凍結防止ヒーター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高調波対策用アクティブフィルター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
配管用ドライヤ（液管φ 6.35 用）<R410A 用 >・ ・・・・・・・・・・・・・
配管用ドライヤ（液管φ 9.52 用）<R410A 用 >・ ・・・・・・・・・・・・・
配管用ドライヤ（液管φ 12.7 用）<R410A 用 >・ ・・・・・・・・・・・・・
散水キット（エコアップシャワー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
散水キット（エコアップシャワー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
散水キット（エコアップシャワー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

PAC-SG56AG・ ・・・・・・・・・ 11-1
PAC-SJ03AG・ ・・・・・・・・・ 11-3
PAC-SH95AG・ ・・・・・・・・・ 11-5
PAC-SG58SG・ ・・・・・・・・・ 11-7
PAC-SJ04SG・ ・・・・・・・・ 11-10
PAC-SH96SG・ ・・・・・・・・ 11-13
PAC-SH71DS・ ・・・・・・・・ 11-16
PAC-SG63DP・ ・・・・・・・・ 11-19
PAC-SG64DP・ ・・・・・・・・ 11-20
PAC-SH97DP・ ・・・・・・・・ 11-23
PAC-SH30AN・ ・・・・・・・・ 11-26
PAC-SG65AN・ ・・・・・・・・ 11-27
PAC-SG66AN・ ・・・・・・・・ 11-28
PAC-SG67AN・ ・・・・・・・・ 11-29
PAC-SH69AN・ ・・・・・・・・ 11-30
PAC-SH73AN・ ・・・・・・・・ 11-31
PAC-SH98AN・ ・・・・・・・・ 11-33
PAC-SH34MA・ ・・・・・・・・ 11-35
PAC-SG53BH・ ・・・・・・・・ 11-44
PAC-SH35BH・ ・・・・・・・・ 11-50
PAC-SJ01BH・ ・・・・・・・・ 11-54
PAC-KK51EAC・・・・・・・・・ 11-58
PAC-SG81DR・ ・・・・・・・・ 11-69
PAC-SG82DR・ ・・・・・・・・ 11-69
PAC-SG85DR・ ・・・・・・・・ 11-69
PAC-SH36ESS・・・・・・・・・ 11-71
PAC-SG71ESS・・・・・・・・・ 11-76
PAC-SJ02ESS・・・・・・・・・ 11-81

※共通部品（P.12-1 ～）として掲載しています。
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〈12〉共通部品
部品名

形名

頁

分岐管（同時ツイン用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
分岐管（同時ツイン用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
分岐管（同時トリプル用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
分岐管（同時フォー用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
異径ジョイント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
異径ジョイント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
異径ジョイント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
異径ジョイント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A 制御遠方表示キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A 制御運転表示キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遠方操作リレーキット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外部入力アダプター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A 制御サービス点検キット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ロスナイ連動ケーブル・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
温度センサー・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遠方発停用アダプター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遠方表示用アダプター・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

MSDD-50SR2・ ・・・・・・・・・ 12-1
MSDD-50WR2・・・・・・・・・・ 12-2
MSDT-111R2・ ・・・・・・・・・ 12-5
MSDF-1111R2・・・・・・・・・・ 12-8
PAC-SG72RJ・ ・・・・・・・・ 12-11
PAC-SG73RJ・ ・・・・・・・・ 12-11
PAC-SG74RJ・ ・・・・・・・・ 12-11
PAC-SG75RJ・ ・・・・・・・・ 12-11
PAC-SE56RM・ ・・・・・・・・ 12-13
PAC-SF40RM・ ・・・・・・・・ 12-21
PAC-SA86SK・ ・・・・・・・・ 12-25
PAC-SC36NA・ ・・・・・・・・ 12-28
PAC-SG50ST・ ・・・・・・・・ 12-30
PAC-SB81VS・ ・・・・・・・・ 12-31
PAC-SE40TS・・・・・・・・・・ 12-33
PAC-SE55RA・ ・・・・・・・・ 12-35
PAC-SA88HA・ ・・・・・・・・ 12-38

MA スマートリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
MA スムースリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコンケーブル（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレスリモコン（操作部）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイヤレス受光部（A 制御用）
（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昇降パネルリモコン（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

PAR-30MA・・・・・・・・・・・
PAR-24MA・・・・・・・・・・・
PAC-YT81HC・ ・・・・・・・・
PAC-YT82HC・ ・・・・・・・・
PAR-SL9MA・ ・・・・・・・・・
PAR-SA9CA・ ・・・・・・・・・
PAC-SF93RC・・・・・・・・・・

配線リプレースキット（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
配線リプレースキット（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
配線リプレースキット（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
加湿器（別吊方式）（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモコン端子盤キット（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外気取入ダクトフランジ（※）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

PAC-SH52HR・
PAC-SG96HR・
PAC-SG97HR・
PAC-SF10HU・
PAC-SH29TC・
PAC-SH65OF・

室外ユニット耐風金具

SW-MHG15・ ・・・・・・・・ 12-105

ネミー ( 株 ) 製・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12-40
12-58
12-68
12-68
12-69
12-78
12-83

・・・・・・・・ 12-85
・・・・・・・・ 12-87
・・・・・・・・ 12-88
・・・・・・・・ 12-93
・・・・・・・ 12-102
・・・・・・・ 12-104

※室内ユニット用部品ですが、共通部品として掲載しています。
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■別売部品一覧

● PAC 別売部品形名一覧表

■４方向天井カセット形（ワイドパワーカセット）＜ MPLZ-RP･BA3 ／ MPL-RP･BA3 形＞
名 MPLZ-RP40〜160BA3,MPL-RP40〜160BA3
MPLP-P160BWE3（ピュアホワイト）
MPLP-P160BWH3（ピュアホワイト）
MPLP-P160BC3（ベージュ）,MPLP-P160BT3（ブラウン）,MPLP-P160BB3（ブラック）,MPLP-P160BH3（グレー）
MPLP-P160BJWE3
MPLP-P160BJWH3
MPLP-P160BWEC
MPLP-P160BWC
PAC-SF93RC
PAC-SH48AS
PAC-SH49WP
（対応可能天井開口寸法860×1,380〜910×1,430mm）
PAC-SH50WP
（対応可能天井開口寸法860×1,040〜910×1,090mm）
PAC-SH51SP
ＭＡスマートリモコン
PAR-30MA（リモコンケーブルは別売です｡）
ＭＡスムースリモコン
PAR-24MA（リモコンケーブルは別売です｡）
リモコンケーブル
PAC-YT81HC（リモコンケーブル10m）/ PAC-YT82HC（リモコンケーブル20m）
ワイヤレス受光部＋操作部キット
（Ⓐ＋Ⓑ ）
PAR-SW9SA
※3
ワイヤレス受光部キットⒶ
PAR-SA9JA
ワイヤレスリモコン操作部Ⓑ ※3
PAR-SL9MA
配線リプレースキット
PAC-SH52HR
直付方式加湿器 ※4
PAC-SH72HU（P40〜P80形:0.8ℓ/h、P112〜P160形:1.2ℓ/h）
加湿器（別吊方式） ※5
PAC-SF10HU
（標準加湿量 1.0ℓ/h）
電気集じん器セット
（①＋②×2） PAC-DS-ST
電気集じん器
電気集じん器本体①
PAC-SH76AC
（DOP85％）
※6 集じんエレメント
（1個入り）②
PAC-SH56KF
※7 PAC-SH57CF
パワー脱臭フィルター（脱臭効率80％）注 Ⓒ
脱臭フィルター（脱臭効率50％）
（多機能ｹｰｽﾒﾝﾄ不要）※8 PAC-SH58CF
ムーブアイ・標準パネル用 ※9,10 比色法65％ PAC-SH59KF
高性能フィルターエレメントⒹ
比色法90％ PAC-SH60KF
カンタン自動パネル（ムーブアイ・標準）用 ※9,10 比色法65％ PAC-SH67KF
高性能フィルターエレメントⒹ
比色法90％ PAC-SH68KF
オイルガードフィルター
PAC-SH61KF
高湿度対応キット ※13
PAC-SH62HK
※10
多機能ケースメントⒺ（高性能ﾌｨﾙﾀｰ用ｹｰｽﾒﾝﾄ,外気取入用ｹｰｽﾒﾝﾄ）※12 PAC-SH53TM
PAC-SG11KF
（10枚入り）
クリーンフィルター（多機能ケースメント不要）
外気取入ダクトフランジ ※12
PAC-SH65OF
（φ100、断熱材付）
分ダクトフランジ
PAC-SH66BF
（φ150、断熱材付）
ドレンアップメカ
標準装備
部品名

形

化粧パネル

ムーブアイパネル
標準パネル
カラーインテリアパネル
（受注生産品）
ムーブアイパネルカンタン自動パネル（自動昇降） ※1,9
※1 標準パネルカンタン自動パネル
（自動昇降） ※1,9
自動清掃ユニット(ムーブアイパネル付) ※2
自動清掃ユニット(標準パネル付) ※2
昇降パネルリモコン ※1
スペースパネル
ワイドパネル
（外形寸法 970×1,490mm）
ワイドパネル
（外形寸法 970×1,150mm）
吹出口シャッタープレート
リモコン

注 脱臭効率とは、
硫化水素、
メチルメルカプタン、
アンモニアの一過性除去効率を示します。タバコの臭いはとれません。
※1 カンタン自動パネルは、電気集じん器・パワー脱臭フィルターとの併用はできません。カンタン自動パネル（自動昇降）は、
ワイヤードリモコンから昇降できますが、
ワイヤレスをお求めの場合は、昇降パネルリモコンを手配願います。
ワイヤードリモコンで昇降操作を行なう場合は、エアコンの下方が見渡せる位置にリモコンを設置してください。昇降するパネルに人や物が接触し損傷を与える
恐れがあります。ワイヤードリモコンの位置からエアコンが見えない場合は、必ず別売の昇降パネルリモコン
（ワイヤレス）
をご使用ください。
※2 自動清掃ユニットを組込む場合、
室内ユニットの高さは+135mm加算されます。
※3 ワイヤレス受光部キットと操作部
（ Ⓐ＋Ⓑ ）
をお買い求めください。カンタン自動パネル、
自動清掃ユニット(パネル付)には受光部が付いていますので、
操作部のみお買い求めください。ただし昇降はできませんので、
昇降パネルリモコンをお求めください。
※4 直付方式加湿器を取付けた場合、
2方向、
3方向吹出しの設定はできません。また天井フトコロ高さが300mm以上必要です。
（サービス推奨330mm以上）。
取付けの際には、
天井施工業者と事前にご相談ください。加湿量は、
空気条件によって変わります。
※5 必ず加湿器専用の自然排水式ドレン管を設けてください。別吊方式ですので、天井を貼る前に取付けてください。加湿量は空気条件によって変わります。
※6 電気集じん器をお求めの場合は、
電気集じん器本体と集じんエレメント2個
（①＋②×2）
をお買い求めください。
電気集じん器を組込む場合、
室内ユニットの高さは＋135mm加算されます。エレメントは2個使いです。カンタン自動パネル、
パワー脱臭フィルター、
脱臭フィルターとの併用はできません。外気取入はできません。
※7 パワー脱臭フィルターを組込む場合、
多機能ケースメントⒺ の 手配をお願いします。
（ Ⓒ＋Ⓔ ）
カンタン自動パネル、
電気集じん器、
高性能フィルター、
脱臭フィルターとの併用はできません。また2方向吹出しに設定した際、
併用はできません。
※8 脱臭フィルターは電気集じん器、
高性能フィルター、
パワー脱臭フィルターとの併用はできません。
※9 高性能フィルターを組込む場合、
多機能ケースメントとエレメント
（ Ⓓ＋Ⓔ ）
両方の手配をお願いします。パワー脱臭フィルター、
脱臭フィルターとの併用は
できません。また2方向吹出しに設定した際、
高性能フィルターエレメントとの併用はできません。
※10 多機能ケースメント組込み時、
室内ユニットの高さは＋135mm加算されます。スペースパネル使用時に外気取入れはできません。
※11 補助電気ヒーターはありません。
※12 多機能ケースメントを使用して外気入れをする場合、
必ず別売外気取入ダクトフランジPAC-SH65OFをご使用ください。
ダクト静圧、
室内ユニット静圧に応じた押込静圧が必要になりますので、
ダクトファン等を手配してください。
※13 天井内の温度・湿度が30℃・RH80%を超える場合にご使用ください。
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■ 4 方向天井カセット形オプション部品組合せ一覧表
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多機能ケースメント
クリーンフィルター
ワイヤレス受光部キット
オイルガードフィルタ

※1

オイルガ ー ドフィルタ

○

加湿器(別吊方式)

高性能フィルター(比色法65%･90%)

ワイ ヤレス受 光 部 キット

クリ ーンフィルター

多 機 能 ケ ースメント

％・ ％︶

○

○

○

︵比色法

○

○

×

○

90

高 性 能フィルター

○

脱 臭フィルター

○

パワー 脱 臭フィルター

○

電 気 集 じん 器

ワイドパネル

加 湿 器︵ 別 吊 方 式 ︶

○

直付方式加湿器

○

吹 出 口シャッタープレー ト

スペースパネル

ワ イ ドパネ ル

×

直付方式加湿器

スペースパネル

×

自動清掃ユニット(ムーブアイパネル付)
自動清掃ユニット(標準パネル付)

吹出口シャッタープレート

自 動 清 掃ユニット︵ 標 準パネル付 ︶

自 動 清 掃ユニット︵ムー ブアイパネル付 ︶

標 準パネルカンタン自 動パネル
ムー ブアイ カンタン自 動パネル

標準パネルカンタン自動パネル
ムーブアイパネルカンタン自動パネル

65

(外気

○
○

※1 ワイヤレスリモコン操作部のみお求めください。受光部は付属しています。
※2 カンタン自動パネル(ムーブアイ･標準)用高性能フィルターエレメントをお求めください。
※

◎=必須（合わせて必要） ○=併用可能 △=条件付きで併用可能 △ =別途お問い合わせください ×=併用不可

■４方向天井カセット形（コンパクトタイプ）＜ MPL(Z)-RP･JA3 形＞
名 MPL（Z）-RP40〜80JA3
標準パネル
MPLP-P71JWH（ピュアホワイト）
カラーインテリアパネル
（受注生産品）
MPLP-P71JW2（ホワイト系）,JC3（ベージュ）,JT2（ブラウン）,JB2（ブラック）,JH2（グレー）,JU2（木目調）
ワイヤレスパネル
（受光部付）Ⓐ
MPLP-P71JAL2
※1
PAC-SH15AS
スペースパネル
PAC-SH18WP
ワイドパネル
ＭＡスマートリモコン
PAR-30MA（リモコンケーブルは別売です｡）
ＭＡスムースリモコン
PAR-24MA（リモコンケーブルは別売です｡）
リモコンケーブル
PAC-YT81HC（リモコンケーブル10m）/ PAC-YT82HC（リモコンケーブル20m）
ワイヤレスリモコン操作部Ⓑ
PAR-SL9MA
※1
PAC-SG96HR
配線リプレースキット
PAC-SF10HU（標準加湿量1.0ℓ/h）
加湿器（別吊方式） ※2
多機能ケースメント
（外気取入用ケースメント） ※3 PAC-SE21TM
標準装備
ドレンアップメカ
化粧パネル

部品名

形

リモコン

※1 ワイヤレス化粧パネルを使用される場合は、操作リモコンをお買い求めください。
（ Ⓐ＋Ⓑ）
※2 必ず加湿器専用の自然排水式ドレン管を設けてください。別吊方式ですので、天井を貼る前に取付けてください。加湿量は空気条件によって変わります。
※3 多機能ケースメント組込み時、室内ユニットの高さは＋135mm加算されます。スペースパネル使用時に外気取入れはできません。
※4 MPL（Z）-RP･JA3形には、
ヒーター付タイプ、別売補助ヒーターの設定はありません。
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■２方向天井カセット形＜ MPL-RP･LA3 形＞
形

化粧パネル

部品名
塗装パネル
天井材組込用パネル
自動昇降用パネル ※1

昇降パネルリモコン ※1

標準タイプ
ロングタイプ

リプレースパネル

リモコン

吹き分けプレート
（7:3） ※1
ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
リモコンケーブル
ワイヤレスリモコン

受光部Ⓐ ※3
操作部Ⓑ ※3

配線リプレースキット
左勝手 ※4
加湿器
右勝手 ※4
パワー脱臭フィルター ※4
高性能フィルター

NBS65％ ※5
NBS90％ ※5

多機能ケースメント ※5
スペーサー
外気取入ダクトフランジ

※6

ドレンアップメカ

名 MPL-RP40〜56LA3
MPL-RP63〜80LA3
MPL-RP112〜160LA3
MCMP-P45LWH-E1
MCMP-P71LWH-E1
MCMP-P112LWH-E1
MCMP-P45LXH-E1
MCMP-P71LXH-E1
MCMP-P112LXH-E1
MCMP-P45ALWH-E1 MCMP-P71ALWH-E1 MCMP-P112ALWH-E1
PAC-SF93RC
PAC-KH45LWR
PAC-KH71LWR
PAC-KH112LWR
PAC-KH45LWRL
−
PAC-KH112LWRL
PAC-KH61SFP
PAC-KH63SFP
PAC-KH64SFP
PAR-30MA（リモコンケーブルは別売です｡）
PAR-24MA（リモコンケーブルは別売です｡）
PAC-YT81HC（リモコンケーブル10m）/PAC-YT82HC（リモコンケーブル20m）
PAR-SA9CA
PAR-SL9MA
PAC-SG97HR
PAC-KH13HUL
PAC-KH14HUL
（標準加湿量 P40〜P56形: 0.4ℓ/h,P63〜P80形: 0.7ℓ/h） （標準加湿量 P112・P140形: 0.8ℓ/h,P160形: 1.3ℓ/h）
PAC-KH23HUR
PAC-KH24HUR
（標準加湿量 P40〜P56形: 0.4ℓ/h,P63〜P80形: 0.7ℓ/h） （標準加湿量 P112・P140形: 0.8ℓ/h,P160形: 1.3ℓ/h）
PAC-KH01PCF
PAC-KH03PCF
PAC-KH01PCF×2
PAC-KH31AF
PAC-KH33AF
PAC-KH31AF×2
PAC-KH41AF
PAC-KH43AF
PAC-KH41AF×2
PAC-KH71TB
PAC-KH73TB
PAC-KH74TB
PAC-KH81TB
PAC-KH83TB
PAC-KH84TB
PAC-KH11OF
標準装備

※1 自動昇降用パネルは、
ワイヤードリモコンから昇降できますが、
ワイヤレスをお求めの場合は、昇降パネルリモコンを手配願います。
ワイヤードリモコンで昇降操作を行なう場合は、
エアコンの下方が見渡せる位置にリモコンを設置してください。昇降するパネルに人や物が接触し損傷を与え
る恐れがあります。ワイヤードリモコンの位置からエアコンが見えない場合は、必ず別売の昇降パネルリモコン
（ワイヤレス）
をご使用下さい。
※2 MPL-RP112〜160LA3形は、吹き分けプレートと高性能フィルターの併用及び吹き分けプレートとパワー脱臭フィルターの併用はできません。
※3 ワイヤレス受光部Ⓐと操作部 Ⓑをお買い求めください。
※4 加湿器は設置場所やメンテナンスに応じて左右を選択し、
メンテナンス口を設置して下さい。また、加湿器組込み時、吹出し口側に吹き分けプレートの組込み、
分ダクト接続はできません。左右同時組込みの場合、給水圧が0.05〜0.1MPaとなるように減圧弁（現地手配）
を取付けてください。
加湿量は空気条件によって変わります。
※5 パワー脱臭フィルター、高性能フィルターを組込む場合には、多機能ケースメントもしくはスペーサーが必要です。また、
パワー脱臭フィルターと高性能フィル
ターとの併用はできません。
※6 自動昇降用パネルは外気取入時対応できません。

■１方向天井カセット形＜ MPM-RP･EA3 形＞
形

化粧パネル

部品名
標準パネル
（ピュアホワイト）
カラーインテリアパネル
下がり天井用パネル ※1

リモコン

前吹出しグリル ※1
ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
リモコンケーブル
ワイヤレスリモコン
配線リプレースキット
ドレンアップメカ

受光部Ⓐ ※2
操作部Ⓑ ※2

名 MPM-RP50,56EA3
MPM-RP63〜80EA3
MPMP-P56EWH
MPMP-P112EWH
MPMP-P56EW2（ホワイト系）,EC2（ベージュ） MPMP-P112EW2（ホワイト系）,EC2（ベージュ）
MPMP-P56ESWH
MPMP-P112ESWH
PAC-SH20GS
PAC-SH21GS
PAR-30MA（リモコンケーブルは別売です｡）
PAR-24MA（リモコンケーブルは別売です｡）
PAC-YT81HC（リモコンケーブル10m）/PAC-YT82HC（リモコンケーブル20m）
PAR-SA9CA
PAR-SL9MA
PAC-SG96HR
標準装備

※1 下がり天井方式には下がり天井用パネルと前吹出しグリルが必要です。下がり天井用パネルと前吹出しグリルはピュアホワイトのみです。
※2 ワイヤレス受光部Ⓐと操作部 Ⓑをお買い求めください。

16

■天井ビルトイン形＜ MPD-RP･FA4 形＞
形

メンテナンスパネル

部品名

名 MPD-RP40〜63FA4
MPD-RP71･80FA4
MPD-RP112〜160FA4
MCMP-P90DSWH
MCMP-P160DSWH
MCMP-P56DSWH
MCMP-P90DSXH
MCMP-P160DSXH
MCMP-P56DSXH
MCMP-P160DMW
MCMP-P90DMW
MCMP-P160DSWH
MCMP-P160DSWHL
MCMP-P90DSWH
MCMP-P160DSXH
MCMP-P160DSXHL
MCMP-P90DSXH
PAR-30MA（リモコンケーブルは別売です｡）
PAR-24MA（リモコンケーブルは別売です｡）
PAC-YT81HC（リモコンケーブル10m）/PAC-YT82HC（リモコンケーブル20m）
PAR-SA9CA
PAR-SL9MA
PAC-SG96HR
PAC-KD16CH（標準加湿量0.4ℓ/h） PAC-KD18CH（標準加湿量0.8ℓ/h） PAC-KD19CH（標準加湿量1.4ℓ/h）
PAC-KD33AF
PAC-KD34AF
PAC-KD31AF
PAC-KD43AF
PAC-KD44AF
PAC-KD41AF
PAC-KD73TB
PAC-KD74TB
PAC-KD71TB
PAC-KD83RTB
PAC-KD84RTB
PAC-KD81RTB

リモコン

塗装
吸込口付メンテナンスパネル
天井材組込用
メンテナンスパネル（塗装、天井材組込用兼用）
塗装
ワンサイズアップ ※1
天井材組込用
※1 吸込口付メンテナンスパネル
ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
リモコンケーブル

※2

ワイヤレスリモコン

配線リプレースキット
加湿器 ※1
高性能フィルター

※4

受光部Ⓐ ※3
操作部Ⓑ ※3

比色法65％
比色法90％

下吸込用高性能フィルターボックス
後吸込用フィルターボックス ※4

※4

ドレンアップメカ
角ダクトフランジ
（吹出用）
下吸込キャンバスダクト
吹出口ユニット

オートベーン付
オートベーンなし

円形ダクト
分岐ダクト

標準装備
PAC-KD63KDF
PAC-KD61KDF
PAC-KD64KDF
PAC-KD88DF
PAC-KD86DF
PAC-KD89DF
PAC-KM15UN
PAC-SH19UN
（1mセット）PAC-KD01FD（φ200、断熱材付）（2mセット）PAC-KD02FD（φ200、断熱材付）
PAC-KD03BJ

※1 吸込口付メンテナンスパネルを使用して、オプションの加湿器を組込む場合にはワンサイズアップのパネルを使用してください。加湿量は空気条件によって変わります。
※2 MPD-RP40〜80FA4形においてワイヤレスリモコンを使用する際、風速表示は2速になります。
※3 ワイヤレス受光部Ⓐと操作部 Ⓑをお買い求めください。
※4 高性能フィルターを使用する場合には、下吸込用高性能フィルターボックスまたは、後吸込用フィルターボックスを併せてご使用ください。

■天井埋込形＜ MPE-RP･CA3/BA3 形＞
部品名

形

リモコン

ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
リモコンケーブル
ワイヤレスリモコン

受光部Ⓐ ※1
操作部Ⓑ ※1

配線リプレースキット
加湿器 ※2
高性能フィルター ※3

比色法65％
比色法90％

ロングライフフィルター ※3
フィルターボックス ※3
ドレンアップメカ

※吹出ダクトフランジは現地手配です。

名 MPE-RP50〜71CA3 MPE-RP80CA3
MPE-RP112〜160CA3 MPE-RP224,280BA3
PAR-30MA（リモコンケーブルは別売です｡）
PAR-24MA（リモコンケーブルは別売です｡）
PAC-YT81HC（リモコンケーブル10m）/PAC-YT82HC（リモコンケーブル20m）
PAR-SA9CA
PAR-SL9MA
−
PAC-SG96HR
（標準加湿量
（標準加湿量
（標準加湿量
−
PAC-KE13CH
PAC-KE19CH
PAC-KE11CH 0.5ℓ/h）
0.7ℓ/h）
1.4ℓ/h）
−
PAC-KE33AF
PAC-KE34AF
PAC-KE31AF
−
PAC-KE43AF
PAC-KE44AF
PAC-KE41AF
−
PAC-KE88LAF
PAC-KE89LAF
PAC-KE86LAF
−
PAC-KE93TB
PAC-KE94TB
PAC-KE71TB
−
PAC-KM25DM

※1 ワイヤレス受光部Ⓐと操作部 Ⓑをお買い求めください。
※2 加湿量は空気条件によって変わります。
※3 MPE-RP･CA3形において、高性能フィルター、
ロングライフフィルターを使用する際には必ずフィルターボックスを併用願います。
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■天吊形＜ MPC-RP･KA3/MPC-RP･BA3/CA3 形＞
部品名
リモコン

形 名
ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
リモコンケーブル
天吊形ワイヤレスリモコン受光部Ⓐ ※1※2
ワイヤレスリモコン受光部Ⓐ（外付け）※2
ワイヤレスリモコン操作部Ⓑ ※2

フィルター

※3
自動昇降キット
昇降パネルリモコン ※3
配線リプレースキット
フィルターケースメントⒸ ※4
高性能フルターエレメントⒹ（比色法65％） ※4
オイルガードフィルター ※5 ケースメントは不要です。
外気取入ダクトフランジ ※6
ドレンアップメカ
ロングライフフィルター
下吸込用ボックス

MPC-RP40〜56KA3 MPC-RP63〜80KA3 MPC-RP112〜160KA3 MPC-RP224BA3/CA3 MPC-RP280BA3/CA3
PAR-30MA（リモコンケーブルは別売です｡）
PAR-24MA（リモコンケーブルは別売です｡）
PAC-YT81HC（リモコンケーブル10m）/PAC-YT82HC（リモコンケーブル20m）
−
PAR-SA9GA
PAR-SA9CA（外付け）
−
PAR-SL9MA
PAC-SH85JK PAC-SH86JK PAC-SH87JK −
−
PAR-SF93RC
PAC-SG96HR
PAC-SH77AF PAC-SH78AF PAC-SH79AF −
PAC-SH80KF PAC-SH81KF PAC-SH82KF −
PAC-SH88KF PAC-SH89KF PAC-SH90KF −
PAC-SH65OF
（φ100、断熱材付）
PAC-SH83DM（P40〜P63形）/PAC-SH84DM（P71〜P160形） PAC-KM32DM
標準装備
PAC-KB18LAF PAC-KB19LAF
−
PAC-KB76TB PAC-KB77TB

※１ 天吊形ワイヤレスリモコン受光部はＭＰＣ−ＲＰ・ＫＡ3形専用の本体組込タイプです。
※２ ワイヤレス受光部Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。
※３ 高性能フィルターとの併用はできません。冷媒配管の右側取出しはできません。
ドレン配管の右側、
及び左側の取出しはできません。上側取出しの場合ドレン
アップメカが必要です。自動昇降キットはワイヤードリモコンから昇降できますが、
ワイヤレスをお求めの場合は、天吊形ワイヤレスリモコン受光部と昇降パ
ネルリモコンを手配願います。
ワイヤードリモコンで昇降操作を行う場合は、
エアコンの下方が見渡せる位置にリモコンを設置してください。昇降するパネルに人や物が接触し損傷を与
える恐れがあります。ワイヤードリモコンの位置からエアコンが見えない場合は、必ず別売の昇降パネルリモコン
（ワイヤレス）
をご使用ください。
※４ 高性能フィルターを組込む際には、
フィルターケースメントを手配願います。
（Ⓒ＋Ⓓ）
自動昇降キットとの併用はできません。
※５ オイルガードフィルターを組込む際には、本体付属のフィルターを取りはずして、取付けてください。フィルターケースメントの手配は不要です。
オイルガードフィルターは室内ユニットへの油煙侵入保護を目的とするもので、油煙を捕集するものではありません。食用油を用いる厨房、加工油を用いる
工場等油煙環境でのご使用は避けてください。
※６ ダクト静圧、室内ユニット静圧に応じた押込み静圧が必要になりますので、
ダクトファン等を手配してください。

■壁掛形＜ MPKH-RP･KAL3 形＞
形

部品名
リモコン

ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン ※2
リモコンケーブル
ワイヤレスリモコン
配線リプレースキット ※1
リモコン端子盤キット
ドレンアップメカ
左配管用部品（ガス管用）
遠隔制御用インターフェイス ※2
ツイン/トリプル/フォー用渡り配線キット

名 MPKH-RP40〜50KAL3
MPKH-RP56〜80KAL3
−
PAR-24MA（リモコンケーブルは別売です｡）
PAC-YT81HC（リモコンケーブル10m）/PAC-YT82HC（リモコンケーブル20m）
（ワイヤレスタイプに同梱）
−
−
−
−
MAC-397IF
※3
MPW-234A

※1 MPKH-RP･KAL3形は配線リプレースはできません。
※2 MPKH-RP･KAL3形にてMAスムースリモコンを使用する場合はMAC-397IFが必要です。ただしスムースメンテナンス機能はありません。
PAR-30MAは使用できません。
※3 MPKH-RP･KAL3形を同時ツイン･トリプル･フォーにする場合は、渡り配線キットMPW-234Aが必要です。

■壁掛形＜ MPK-RP･KA3 形＞
部品名

形

リモコン

ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
リモコンケーブル

ワイヤレスリモコン
配線リプレースキット ※1
リモコン端子盤キット
ドレンアップメカ
左配管用部品
（ガス管用）
ツイン/トリプル/フォー用渡り配線キット ※2

名 MPK-RP40〜50KA3
MPK-RP56〜80KA3
MPK-RP112KA3
PAR-30MA（リモコンケーブルは別売です｡MPK-RP40〜50KA3形はリモコンケーブル5m分同梱）
PAR-24MA（リモコンケーブルは別売です｡MPK-RP40〜50KA3形はリモコンケーブル5m分同梱）
PAC-YT81HC（リモコンケーブル10m）
PAC-YT82HC（リモコンケーブル20m）
（MPK-RP40〜50KA3形は、室内ユニットに同梱）
PAR-SL9MA
−
−
PAC-SH75DM
PAC-SH94DM
−
MPW-234A
−

※1 MPK-RP･KA3形は配線リプレースはできません。
※2 MPK-RP40〜50KA3形を同時ツイン･トリプル･フォーにする場合は、
渡り配線キットMPW-234Aが必要です。
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■床置形＜ MPS-RP･KA3 形＞
部品名

形

リモコン

ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
ワイヤレスリモコン

リモコン端子盤キット
配線リプレースキット

※1

受光部 Ａ ※2
操作部 Ｂ ※2

※3

名 MPS-RP56〜160KA3
PAR-30MA
内蔵
PAR-SA9CA
PAR-SL9MA
PAC-SH29TC
PAC-SG96HR

※1 床置形に内蔵のMAスムースリモコンにおいて、
リモコンサーモは機能しません。
※2 ワイヤレス受光部 Ⓐと操作部Ⓑをお買い求めください。
※3 2リモコン制御、
グループ運転を設定する際に必要です。
（注意）MPS-RP･KA3形の補助電気ヒーターはありません。

■床置形＜ MPS-RP･GA3/MPF-RP･BA3 形＞
部品名

形

リモコン

ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
ワイヤレスリモコン

※1

受光部Ⓐ ※2
操作部Ⓑ ※2

リモコン端子盤キット ※3
配線リプレースキット
クリーンフィルター
加湿器<ベーパーパン式>

名 MPS-RP50〜160GA3
PAR-30MA
内蔵
PAR-SA9CA
PAR-SL9MA
PAC-SH29TC
PAC-SG96HR
PAC-SF07KF
−

MPF-RP224･280BA3

−
−
PAC-KB49VP
（5.2ℓ/h）

※1 床置形に内蔵のMAスムースリモコンにおいて、
リモコンサーモは機能しません。
※2 ワイヤレス受光部 Ⓐと操作部 Ⓑをお買い求めください。
※3 2リモコン制御、
グループ運転を設定する際に必要です。

■厨房用＜ MPC-RP･HA3 形＞
リモコン

部品名

形
ＭＡスマートリモコン
ＭＡスムースリモコン
リモコンケーブル

配線リプレースキット
厨房用フレッシュエアー用ダクトフランジ
交換用オイルミストフィルターエレメント
化粧カバー（フロント+吊金具カバー）

名 MPC-RP80HA3
MPC-RP140HA3
PAR-30MA（リモコンケーブルは別売です｡）
PAR-24MA（リモコンケーブルは別売です｡）
PAC-YT81HC（リモコンケーブル10m）/PAC-YT82HC（リモコンケーブル20m）
PAC-SG97HR
PAC-SF28OF
PAC-SG38KF（1セット12枚入）
PAC-SF81KC
PAC-SF82KC

※1 ドレンアップメカは取付けできません。
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■室外ユニット＜ MPUZ-ERP･HA7 ／ KA ／ MPU(Z)-RP･HA7 形＞
形

名

スリムER
MPUZ-ERP40〜112HA7 / ERP140〜280KA
P40〜P63形
P80･P112形
P140･P160形 P224･P280形
PAC-SG56AG（1個使い） PAC-SJ03AG（1個使い） PAC-SH95AG（2個使い）
PAC-SG58SG（1個使い） PAC-SJ04SG（1個使い） PAC-SH96SG（2個使い）
内蔵
− ※6
PAC-SH71DS
PAC-SG63DP
PAC-SG64DP
PAC-SH97DP
−
PAC-SG65AN
PAC-SG66AN
PAC-SH98AN
−
PAC-SH34MA
PAC-SG53BH
PAC-SH35BH
PAC-SJ01BH
−
PAC-KK51EAC

名

スリムR
MPU（Z）-RP40〜280HA7
P40〜P63形 P80･P112形 P140形

部品名
エアガイド ※1
吹出ガイド ※2
ファンコントローラ
防雪フード ※6
ドレンソケット ※5
集中排水ドレンパン ※3.5
集中排水キット
安全ネット ※4
圧力計
M-NET接続用アダプター
凍結防止ヒーター ※5
高調波対策用アクティブフィルター（別置型）
形
部品名

P160形
PAC-SG56AG（1個使い） PAC-SJ03AG（1個使い）
PAC-SG58SG（1個使い） PAC-SJ04SG（1個使い）
内蔵
− ※6
PAC-SH71DS
PAC-SG63DP PAC-SG64DP
−
PAC-SG65AN PAC-SH30AN PAC-SG66AN PAC-SH73AN
−
PAC-SH34MA
PAC-SG53BH PAC-SH35BH
−

エアガイド ※1
吹出ガイド ※2
ファンコントローラ
防雪フード ※6
ドレンソケット ※5
集中排水ドレンパン ※3.5
集中排水キット
安全ネット ※4
圧力計
M-NET接続用アダプター
凍結防止ヒーター ※5
高調波対策用アクティブフィルター（別置型）

P224形
P280形
PAC-SJ03AG（2個使い）
PAC-SJ04SG（2個使い）

PAC-SG67AN

PAC-SH69AN

PAC-KK51EAC

※1 強風が吹きつける場所に室外ユニットを設置する場合に取付けてください。
また、取付けることで低外気温−15℃までの冷房が可能となります。

※5 凍結防止ヒーターとドレンソケット、および集中排水ドレンパンとの併用はで
きません。

※2 室外ユニットの風の吹出し方向を変更する部品です。

※6 防雪フード
（ステンレス製）は三菱電機システムサービス
（株）で扱っております。

※3 室外ユニットの通路の上への架台設置またはドレンを一ヶ所から排水する
場合に使います。

※7 防雪フードが吹出ガイドとして使用できます。

※4 お引受納期は、受注後40日です。

●配管ドライヤ（R410A

用）

配管用ドライヤ

液管φ6.35用

液管φ9.52用

液管φ12.7用

PAC-SG81DR

PAC-SG82DR

PAC-SG85DR

※冷媒回路内の水分除去に効果的です。

●散水キット（エコアップシャワー）
形
部品名

名 MPUZ-ERP40〜112HA7
MPU（Z）-RP40〜160HA7

MPUZ-RP224 ･ 280HA7

PAC-SH36ESS

室外ユニット用散水キット

PAC-SG71ESS

MPUZ-ERP140〜280KA
PAC-SJ02ESS

※外気温に応じ、室外ユニットの吸込口に水道水を噴霧し、室外ユニットの高圧カットによる冷房能力低下を解消。
※PAC-SH36ESSは従来機PU（K）
（H）-35〜71EG/EK/FK,PU（H）-J40〜80（S）EK/FK/FA/GA、PUZ-RP40〜80HA、PU（H）-P40〜80GA形にも使用できます。
※PAC-SG71ESSは従来機PU（H）-80〜160EG/EK/FK,PU（H）-J90〜180EK/FK/FA/GA、PUZ-RP112〜160HA、PU（H）-P112〜160GA形にも使用できます。

ネミー（株）製

耐風金具

台風などの強風に備え、追加の固定が可能です。
本製品については、直接ネミー株式会社までお問合せください。

名称

形名

適用機種

耐風金具

SW-MHG15

MPUZ-ERP80 ～ 112HA7 形
MPU（Z）-RP80 ～ 280HA7 形
MPUZ-HRP80 ～ 160HA7 形

SW-15

MPUZ-ERP140 ～ 280KA 形

【お問合せ先】

ネミー株式会社
〒 150-0011

東京都渋谷区東 3-12-12
URL
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TEL 03-3409-3673
FAX 03-3407-9090
http://www.nemy.co.jp

室外ユニットをワイヤーと金具で追加
固定します。

●オプション部品組合せ一覧表

MPUZ-ERP40〜63(S)HA7
MPU(Z)-RP40〜63(S)HA7
−

○

×

○

○

○

○

○

×

○

○

○

×

○

○

×

○

○

○

×

○

○

○

×

○

○

×

ドレンソケット *2

○

○

集中排水ドレンパン *2

○

○

×

安全ネット

×

×

○

○

M-NET接続用アダプター

○

○

○

○

○

凍結防止ヒーター

○

○

×

×

○

○

散水キット

○

○

○

○

×

○

○
○

×併用不可

1個使い
寒冷地では使用しないで下さい。

散水キット

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

○

×

○

○

○

×

○

○

吹出ガイド *1

×

ドレンソケット *2

○

○

集中排水ドレンパン *2

○

○

×

安全ネット

×

○

○

○

M-NET接続用アダプター

○

○

○

○

○

凍結防止ヒーター

○

○

×

×

○

○

散水キット

○

○

○

○

×

○

○併用可能

凍結防止ヒーター

Ｍ ＮＥＴ接続用アダプター

安全ネット

集中排水ドレンパン

×

ドレンソケット

エアガイド *1

吹出ガイド

エアガイド

MPUZ-ERP80(S)〜112HA7
MPUZ-ERP140〜280KA
MPU(Z)-RP80(S)〜280HA7

−

*1
*2

散水キット

○

吹出ガイド *1

○併用可能

凍結防止ヒーター

Ｍ ＮＥＴ接続用アダプター

安全ネット

集中排水ドレンパン

×

ドレンソケット

吹出ガイド

エアガイド

エアガイド *1

○
○

×併用不可

*1

MPUZ-ERP80〜112HA7,MPU(Z)-RP80〜160HA7は、1個使い
MPUZ-ERP140〜280KA,MPU(Z)-RP224・280HA7は、2個使い

*2

寒冷地では使用しないで下さい。

●耐風金具 < ネミー製 > は、エアガイド、吹出ガイド、安全ネット、凍結防止ヒーター、散水キット、防雪フードとの

併用はできません。
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