
販売店・工事店様用

このたびは三菱電機製品をお買い求めいただき、まことにあり
がとうございます。
この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保する
ために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この説
明書を必ずお読みください。
•	ご使用の前に、この据付工事説明書をよくお読みになり、正
しく安全にお使いください。この据付工事説明書は、お使い
になる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときお読み
ください。
•	「据付工事説明書」は大切に保管してください。
•	添付別紙の「三菱電機	修理窓口・ご相談窓口のご案内」は大
切に保管してください。
•	お客様ご自身では、据付けないでください。（安全や機能の
確保ができません。）
•	この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では
使用できません。また、アフターサービスもできません。	
This	appliance	is	designed	for	use	in	Japan	only	and	
the	contents	in	this	document	cannot	be	applied	in	
any	other	country.	No	servicing	is	available	outside	
of	Japan.

据付工事説明書（設定編）
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この説明書は三菱電機ヒートポンプ給湯機と三菱電機チリング
ユニット用共通のリモコンの据付工事についてのみ記載してお
ります。ユニット本体への配線、およびユニット本体の据付工
事に関しては、ユニット本体の据付説明書を参照してください。
本説明書につきましては、据付工事完了後にお客様にお渡しく
ださい。
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1. 各部のなまえ
1-1. リモコンの各ボタンの説明

⑥運転ランプ

⑦液晶表示部（バックライト付）

②ファンクションボタン
（左から[F1]、[F2]、[F3]、[F4]）

①[運転／停止]ボタン

③[メニュー]ボタン
④[戻る]ボタン

⑤[決定]ボタン

項目 内容
① [運転/停止]ボタン ユニットの運転 /停止をおこないます。

②ファンクションボタン メイン画面でユニットの運転状態のモニタと設定に使用します。
各画面でメニュー項目や設定の選択に使用します。

③ [メニュー]ボタン メインメニュー画面を表示します。
④ [戻る]ボタン 各画面で前の画面に戻るときに使用します。（一部の画面は戻りません。）
⑤ [決定]ボタン 各画面で設定画面に移行するときや、設定を確定するときに使用します。
⑥運転ランプ 運転中に緑色に点灯します。立上げ時、異常発生時は点滅します。

⑦液晶表示部

ドット表示します。
いずれかのボタンを押すとバックライトが点灯し、一定時間後に消灯します。点灯時間は
画面により異なります。
点灯中にボタン操作すると点灯時間が延長されます。

お知らせ
•	 バックライトが消えている時は最初のボタン操作で、バックライトを点灯します。	
操作内容は受け付けません。（停止時に [運転/停止]ボタンを押した時は除く）
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1-2.  ファンクションボタンの操作について
〈メインメニュー画面の操作例〉

ｷｭｳﾄｳｷ1  9/ 4 金

スケジュール・パワーセーブ

14:30

F1 F2 F3 F4

カーソル ファンクションボタン[F2][F3]で選択したい項
目に合わせ、[決定]ボタンを押すと次の画面が表
示されます。一部パスワードが必要な項目があり
ます。

各画面で液晶表示部の下方にファンクションボタ
ンの説明が表示されます。

メイン画面（「3-1.	電源投入（4ページ）」参照）にて [メニュー]ボタンを押すと下記メインメニューが表示されま
す。

アイコン 内容 参照先

異常情報	※1※3 異常情報を確認します。 取扱説明書

スケジュール	※1※3 週間スケジュール・指定日スケジュール・パワーセーブスケ
ジュールを行います。 取扱説明書

運転状態モニタ	※1※3 各ユニットの機能情報を確認します。 取扱説明書

初期設定	※2※3 日時設定、日付形式設定、サマータイム設定、言語設定、コン
トラスト設定、リモコン名称設定、主従設定を行います。 P.7

サービス	※2 ユニット初期設定、点検、連絡先情報設定、パスワード設定を
行います。 P.9

※1	 	詳細は取扱説明書を参照してください。
※2	 	本説明書に記載している内容です。
※3	 		各画面で10分間操作が無い場合は自動的にメイン画面に戻ります。このとき設定途中のデータは破棄されます。

接続するユニットによって使用できるメニューが異なります。
本リモコンに同梱している説明書に記載されていない事項はユニット本体の説明書を参照してください。

2. 使用前の準備
据付工事説明書（据付編）に従ってリモコンの据付工事が完了しているか、また、ユニットの据付工事が完了しているか
確認してください。
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3. 使用方法
3-1. 電源投入

ユニットおよびリモコンの電源投入を行います。

手順
1. ユニットの電源を投入する。	
電源投入後、しばらくすると右の表示が出ます。	
正常に立ち上がるとメイン画面が表示されます。

メイン画面はユニットの制御パターン（貯湯制御 /水温制御）によって下記2種類にわかれます。

貯湯制御画面 水温制御画面

運転時 運転ランプ（緑）が点灯し、
運転を開始します。

停止時 運転ランプが消灯し、	
運転を停止します。

お願い
•	 ペアリモコン使用時は、１台を従リモコンに設定してください。	
設定方法は「3-3.	初期設定（7ページ）」を参照してください。
•	アイコン表示の意味については「取扱説明書」を参照してください。

正常時（立上げ進捗を%表示します）
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3-2. ユニット初期設定
メイン画面から「メインメニュー」→「サービス」→「ユニット初期設定」より各種ユニットの初期設定を行います。必
要に応じ、設定変更をしてください。
※	サービスメニューに入るためにはパスワードの入力が必要です。パスワードの入力に関してはP.9 を参照ください。

手順
1. サービスメニューにて「ユニット初期設定」を選択し [決定]ボタンを押す。
※	ユニットが運転している場合はシステム停止要求メッセージが表示されます。

2. [F3]（はい）ボタンを押してシステムを停止する。	
サービスメニューが表示されます。

3. 再びユニット初期設定を選択する。

[1] ユニット詳細設定
ユニットの制御パラメータとして設置される場所に応じた初期値を決定し、設定を行います。

項目 説明
① 日区切り時刻 グラフデータ等の収集する1日のタイミング（12：00/22：00/0：00）を設定する

ことが可能です。
② 最低確保湯量 貯湯量減少時でも最低確保すべき湯量の設定が可能です。
③ 同時保温許可台数 保温運転時の熱源機同時運転許可台数の設定が可能です。

手順
1. ユニット初期設定メニューにて「ユニット詳細設定」を選択し [決定]ボタンを押
す。	
モニタ表示がされ、完了すると現在の設定値が表示されます。

2. [F1][F2]ボタンを押して変更する項目を選択する。
3. [F3][F4]ボタンで希望の設定値に変更する。
4. 設定後、[決定]ボタンを押す。

[2] 機能選択
リモコンから必要に応じ各ユニットの機能を設定します。
操作については取扱説明書を参照してください。

※	制御パターンが水温制御の場合	
貯湯システムモニタは表示され
ません。
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[3] 貯湯システムモニタ
ユニットのデジタル設定で設定した以下の項目を表示します。本リモコンからは設定できません。

項目 説明
① タンク形式 貯湯槽の形状を示します。（密閉型	or	開放型）
② 有効貯湯量 （タンク形式が開放型の場合）

貯湯槽の最大利用可能な湯量を示します。
（タンク形式が密閉型の場合）
水温センサの位置0～100％までの基準の貯湯量を示します。

③ 熱源機台数 系統に設定されているユニットの台数を示します。

手順
1. ユニット初期設定メニューにて「ユニット詳細設定」を選択し [決定]ボタンを押
す。	
データ取得が完了すると、現在の設定値が表示されます。



7

3-3. 初期設定
メイン画面から、「メインメニュー」→「初期設定」よりリモコン本体への各種設定をおこないます。

初期設定メニュー（１／２）
　・日時設定
　・日付表示形式設定
　・サマータイム設定
　・言語設定
　・コントラスト調整

初期設定メニュー（２／２）
・リモコン名称設定
・主従設定

システムコントローラが接続
されている場合、以下の設定は
行えません。
・日時設定
・サマータイム設定

[1] 日時設定

手順
1. [F1][F2]ボタンで変更する項目に移動する。
2. [F3][F4]ボタンにて、年（西暦四桁）月日時分を変更する。
3. [決定]ボタンで設定を更新する。	
設定を更新したデータは、メイン画面の日時表示に反映されます。

4. 設定後、[メニュー]ボタンでメイン画面に戻る。

お知らせ
•	「日時表示・スケジュール機能・異常などの履歴」に必要なため、初めて使用するときや長期間使用しなかったときは
設定してください。

[2] 日付表示形式設定

手順
1. [F3]ボタンを1回押す。	
押すごとに以下のように表示が切り替わります。

2. [決定]ボタンにより設定を変更する。	
設定を変更した日付表示形式で、メイン画面等が表示されます。

表示 2015/12/31→ 12/31/2015→ 31/12/2015
					

3. 設定後、[メニュー]ボタンでメイン画面に戻る。

[3] サマータイム設定

手順
1. サマータイムを設定する場合は [F1]ボタンを押してサマータイムを有効にする。
2. [F2]ボタンを1回押す。	
押すごとに以下のように表示が切り替わります。

3. 変更する項目を選択し、[F3][F4]ボタンを押して値を変更する。

表示 月日＜開始＞→開始時刻→変更時刻→月日＜終了＞→終了時刻→変更時刻
							

4. [決定]ボタンにより設定を更新する。
5. 設定後、[メニュー]ボタンでメイン画面に戻る。
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[4] 言語設定

手順
1. [F3]ボタンを押して表示する言語を選択する。
2. [決定]ボタンにより設定を更新する。
3. 設定後、[メニュー]ボタンでメイン画面に戻る。	
日本語と英語が設定可能です。	

[5] コントラスト調整

手順
1. [F2][F3]ボタンにてリモコンの液晶表示のコントラストを－10から+10まで
の間で調整する。	
値が大きいほど、表示が濃くなります。

2. 設定後、[メニュー]ボタンでメイン画面に戻る。

お知らせ
•	 据付位置や照明によって表示が見えにくい場合、コントラスト調整することにより改善する場合があります。	
コントラスト調整により全方向から見えやすくすることはできません。

[6] リモコン名称設定
メイン画面に表示させる、リモコン名称の設定をおこないます。
リモコン名称は文字を選択し、10文字まで入力できます。

手順
1. [F1]～ [F4]ボタンにて文字を選択し、[決定]ボタンで１文字ずつ決定する。
2. 決定した文字を消去する場合は消去したい文字にカーソルを合わせて「DEL」Ⓐ
を選択し [決定]ボタンを押す。

3. 「←」Ⓑ「→」Ⓒを選択する。	
リモコン名称の文字入力カーソルⒺの文字が対象となり文字消去、変更ができま
す。

4. 入力が完了したら、「終了」Ⓓを選択する。
5. [決定]ボタンを押してリモコン名称を決定する。
6. 設定後、[メニュー]ボタンでメイン画面に戻る。

[7] 主従設定
ペアリモコンで使用する時には設定が必要です。ペアリモコンのうち１台を従リモコンに設定してください。

手順
1. [F3]ボタンを押して主と従を切り替える。
2. [決定]ボタンにより設定を更新する。
3. 設定後、[メニュー]ボタンでメイン画面に戻る。	

ECBA D
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3-4. サービスメニュー
〈サービス用パスワードが必要です〉
※	サービス用パスワード登録についてはP.12を参照してください。
メイン画面から、「メインメニュー」→「サービス」より各種サービスメニューでの設定、操作を行います。

お知らせ
•	 サービス用パスワードの初期値は「0000」です。管理者以外の方が設定変更しないよう、必要に応じパスワードを変
更してください。
•	パスワードは必要な方が分かるよう適切に管理してください。

手順
1. サービスメニューを選択する。	
パスワード入力画面が表示されます。

2. 現在設定されているサービス用のパスワード（数字4桁）を入力する。
3. [F1][F2]ボタンで桁を選択し、[F3][F4]ボタンにて0～9の数字を設定する。
4. 4桁のパスワードを入力後、[決定]ボタンを押す。	
パスワードが一致すると、サービスメニューが表示されます。

〈サービス用パスワードを忘れてしまった場合〉

手順
1. サービス用パスワード入力画面にて [F3][F4]ボタンを同時に3秒連続押す。	
パスワード初期化の確認画面が表示されます。

2. [F3]（はい）ボタンを押す。	
パスワードが「0000」に初期化されます。	
パスワードが初期化された画面が表示されます。

3. 設定後、[メニュー]ボタンでメイン画面に戻る。

お知らせ
•	 サービスメニューの項目によってはユニットを停止させる必要があります。

[1] 連絡先名称設定・連絡先番号設定
(1) 連絡先名称設定

手順
1. サービスメニューにて「連絡先名称設定」を選択する。	
連絡先名称設定画面が表示されます。	
操作方法の詳細については「3-3.	初期設定 [6]	リモコン名称設定」を参照してく
ださい。

(2) 連絡先番号設定

手順
1. サービスメニューにて「連絡先番号設定」を選択し [決定]ボタンを押す。	
連絡先番号設定画面が表示されます。

2. [F1][F2]ボタンで入力カーソルを左右に移動、[F3][F4]ボタンで数字を選択す
る。

3. [決定]ボタンにより設定を更新する。

お知らせ
•	 登録した連絡先名称と連絡先番号は異常情報画面に表示されます。連絡先名称は半角10文字、連絡先番号は半角16
文字まで入力できます。

ｷｭｳﾄｳｷ1  9/ 4 金 14:30

パスワードを初期化しますか？

0000
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[2] 点検
異常履歴

手順
1. サービスメニューにて「点検」を選択し [決定]ボタンを押す。	
点検メニュー画面が表示されます。

(1) 異常履歴の表示

手順
1. 点検メニューにて「異常履歴」を選択する。
2. [決定]ボタンを押す。	
異常履歴を最大16件表示します。	
各ページに4件ずつ表示され、1/4ページの先頭の表示が最新の異常履歴となり
ます。

(2) 異常履歴の消去

手順
1. 異常履歴が表示されている画面で [F4]（消去）ボタンを押す。	
異常履歴消去の確認画面が表示されます。

2. [F3]（はい）ボタンを押す。	
異常履歴が消去されます。	
異常履歴が消去された画面が表示されます。

3. [戻る]ボタンを押す。	
点検メニュー画面に戻ります。

（消去）ボタン
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[3] 自己診断
(1) 異常履歴の検索
リモコンにて各ユニットの異常履歴を検索します。

手順
1. 点検メニューにて「自己診断」を選択し [決定]ボタンを押す。	
自己診断画面を表示します。	
	

2. [F3][F4]ボタンにてM-NETアドレスを設定する。
3. [決定]ボタンを押す。	
異常コードが表示されます。	
	
	
	
	
	
	

異常履歴が無い場合は、「－」が表示されます。

(2) 異常履歴のリセット

手順
1. 異常履歴表示中に [F4]（リセット）ボタンを押す。	
確認画面が表示されます。	
	
	
	
	

2. 確認画面にて [F3]（はい）ボタンを押す。	
ユニットの異常履歴を消去します。自己診断画面に戻ります。	
消去できなかった場合やユニットから応答が無い場合は「異常」を3秒間点滅表
示し、異常履歴が再度表示されます。
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[4] サービス用パスワード登録
サービスメニューの操作をおこなうためのパスワードを変更します。

手順
1. サービスメニューにて「パスワード設定」を選択し [決定]ボタンを押す。	
新規パスワード登録画面を表示します。

2. [F1][F2]ボタンで桁を選択する。
3. [F3][F4]ボタンにて0～9の数字を設定する。
4. 4桁のパスワードを入力後、[決定]ボタンを押す。	
パスワード更新確認画面が表示されます。

5. 更新する場合は [F3]（はい）ボタンを押す。	
取り消す場合は [F2]（いいえ）ボタンを押す。	
パスワード更新の場合は、更新完了画面が表示されます。

6. [メニュー]ボタンにてサービスメニューへまたは [戻る]ボタンで前の画面に戻
る。
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4. 修理を依頼する前に
4-1. リモコン診断

リモコンからの操作がきかない場合、本機能によりリモコン診断を行ってください。
リモコン表示の有無を確認してください。

(1) リモコン表示が無い場合
リモコンに正常な電圧（DC8.5 ～ 12V）が印加されていない場合、リモコンには何も表示されません。
この場合は、リモコン配線、ユニットを点検してください。

(2) リモコン表示がある場合

手順
1. 点検メニューにて「リモコン診断」を選択する。
2. [F3]（はい）ボタンを押す。	
リモコン診断を開始し、結果を表示します。

3. リモコン診断を行わない時は、[F2]（いいえ）ボタンを押す。	
リモコン診断メニューから抜けることができます。この時、リモコンは再立上げを行いません。

4. リモコン診断結果表示後、[F2]（いいえ）ボタンを押す。	
リモコン診断を終了し、自動的に再立上げが行われます。	

リモコン診断への移行画面 リモコン診断結果の画面
	

OK ： リモコンに問題はありません。他の原因を調査してください。
6832 ： 伝送線にノイズがのっている、あるいはユニット、他のリモコンの故障が考えられます。

伝送路、他のコントローラを調査してください。
NG（データエラー数）： データエラー数とはリモコンの送信データのビット数と実際に伝送路に送信されたビッ

ト数の差を示します。この場合、ノイズなどの影響で送信データが乱れています。伝送
路を調査してください。

ALL0、ALL1 ： リモコン送受信回路不良です。リモコンの交換が必要です。



WT07608X01冷熱システム製作所 〒640-8686　和歌山市手平6-5-66

ご不明な点がございましたらお客様相談窓口にお問い合わせください。

三菱電機冷熱相談センター
0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯電話対応)
FAX(365日・24時間受付 )
0037(80)2229( フリーボイス )･073(428)-2229( 通常 FAX)


