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　  住宅用 換気・冷暖房システム
温風暖房ユニット〔天井埋込形〕
形　名

VL-900HR
取扱説明書          　　　　　　　お客様用

高気密
高断熱

ご使用の前にこの取扱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。
この説明書は同梱の保証書・お客さま相談窓口一覧表と共に保存のうえ、ご使用中にわからないことや不
具合が生じたとき、お役立てください。
保証書は「お買上げ日・施工工事店名」などの記入を確かめてお受け取りください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

空調用温度コントローラ

ロスナイ
セントラル換気ユニット

温水ボイラ
温風暖房ユニット

空調用温度コントローラ
コントロールスイッチ
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安全のために必ず守ること

●製品の風が直接あたるところに燃焼機器を置かない（不完全燃焼による事故の原因）
●お手入れの際は足元が不安定な台に乗らない（転倒などによりけがの原因）

●浴室など湿気の多いところに本体・壁スイッチが設置されていないことを確認する（感電およびけがの原因）
●壁に据付けられていないか確認する（天井埋込み専用）
　（水漏れによる家屋・家財の損害、落下によるけがの原因）
●お手入れの際は手袋を着用する（けがの原因）
●お手入れ後の部品の取付けは確実に行う（落下によるけがの原因）
●外気温が低いときや、雪や風、雨の強いとき、霧や粉雪のときは運転を停止する
　（給気とともに水・雪が浸入し水垂れの原因）

●可燃性ガスが漏れた場合はコントロールスイッチを入・切しない
　（電気接点の火花により爆発する原因）窓を開けて換気してください
●高温や直接炎があたったり、油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所では使用しない（火災の原因）
●吹出しグリルをふさがない（酸欠状態になる原因）

●改造や工具を必要とする分解はしない
　（火災・感電・けがの原因）

●製品を水につけたり、水をかけたりしない
　（火災や感電の原因）

●交流100Vを使用する（直流や交流200Vを使用すると感電の原因）
●お手入れの際は必ず運転を停止し、分電盤のブレーカーを切る（感電・けがの原因）
●異常時（こげ臭い等）は、運転を停止して分電盤のブレーカーを切る
　（異常のまま運転を続けると故障や感電・火災等の原因）
●外気の取り入れ口は、燃焼ガス等の排気を吸い込まない位置にあるか確認する
　（新鮮な空気が取り入れられず、室内が酸欠状態になる原因）
●長期間使用しないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る（絶縁劣化による感電や漏電火災の原因）
●異常・故障時には、直ちに使用を中止する（そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがの原因）
〈異常・故障例〉
●スイッチを入れても羽根が回転しない。
●回転中に異常音や振動がする。
●回転が遅いまたは不規則。（モーターはメンテナンスが必要な部品です）
●こげ臭いにおいがする。
●本体据付部に腐食・破損等がある。
※すぐに分電盤のブレーカーを切って、販売店へ点検修理を依頼してください。
●燃焼機器（ガスコンロ、開放式ストーブなど）を使用する場合は局所換気を行う
　（室内が酸欠状態になる原因）

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
次の表示で区分して説明しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

誤った取扱いをしたときに
死亡や重傷などに結びつく
可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに
軽傷または家屋・家財など
の物的損害に結びつくもの

禁止

分解禁止

水ぬれ禁止

指示に従い
必ず行う

警告 注意

警告

注意

アース線接続

●温水配管を流れる防錆循環液は2年に1回液量、濃度点検し、8年に1回交換(システム部材VPZ-01KX-ECO, 
VPZ-10KX-ECO, VPZ-18KX-ECO)が必要です。（温水配管の錆防止）
●激しい雷のときは分電盤のブレーカーを切ってください。（雷による製品の損傷を防止できます）

お願い
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保証と
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各部のなまえとはたらき

通電

運転
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使いかた
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数
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使いかた　つづき
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お手入れ

ねじ

ツマミねじ

ツマミねじ

取っ手

ねじ

シーズンに1~2回温水ボイラの点検を行ってください。
防錆循環液は少しづつ蒸発しますので、2年に1回液量、濃度点検、8年に1回交換が必要です。
詳しくはボイラの取扱説明書をお読みください。

（40℃以下）
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故障かな？と思ったら

据

錆
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保証とアフターサービス

仕様
形名 電源 ノッチ 循環風量m3/h 暖房能力KW 消費電力W 騒音dB（A）

VL-900HR 単相100V
50/60Hz

強 700/700 9.2/9.2 114/137 29.5/30.0

弱 300/270 5.0/4.6 52/50 21/21

■保証書（別添付）
●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を
お確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
保証書は内容をよくお読みのあと、大切に保存して
ください。

※保証部位の詳細については「■保証期間と保証対象」
をご覧ください。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書
をよくお読みください。

■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。

■補修用性能部品の保有期間
●当社は、この冷暖房システムの補修用性能部品を製造打
切り後15年保有しています。
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために
必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は
●お買上げの販売店か別紙「三菱電機 ご相談窓口・修理窓
口」にご相談ください。

■保証期間と保証対象
●対象機器について、機能部品の故障による運転停止が発生した場合、下記保証期間は無償にて修理することを保証します。

保証期間
電装部品、冷媒部品、温風暖房ユニットファンモーター
　　　　　　　　　　：お買上げ日から5年間です
上記以外の機能部品：お買上げ日から１年間です

■修理を依頼されるときは
●「故障かな？と思ったら」（10ページ）にしたがってお調べ
ください。
●なお、不具合があるときは、システムを停止し、ブレーカー
を切ってから、お買上げの販売店にご連絡ください。
●保証期間中は
保証書の規定にしたがって、修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。
●保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で
修理させていただきます。
点検・診断のみでも有料となることがあります。
●修理料金は
技術料＋部品代（＋出張料）などで構成されています。
●技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復する
　　　　　ための料金です。
●部品代…修理に使用した部品代金です。
●出張料…お客様のご要望により、製品のある場所へ
　　　　　技術員を派遣する費用（出張料）や有料駐車場の
　　　　　費用（駐車料）を別途いただく場合があります。

●ご連絡いただきたい内容
1.　品　　　名　換気・冷暖房システム　温風暖房ユニット
2.　形　　　名　VL-900HR
3.　お買上げ日　　　年　　月　　日
4.　故障の状況　(できるだけ具体的に)
5.　ご　住　所　(付近の目印なども)
6.　お名前・電話番号・訪問希望日

名称（形名） 保証部位 保証期間
温風暖房ユニット
（VL-900HR）

電装部品 制御基板、管温センサー 5年
冷媒回路 熱交換器、本体付属配管 5年
モーター ファンモーター 5年
その他 1年

ロスナイ換気ユニット
（VL-10PZM3-L・R, VL-15PZM3-L・R）

電装部品 制御基板、リレー、各種センサー 5年
モーター ファンモーター 1年
その他 1年

コントローラー
（P-900SW, P-03CTU-DS2）

電装部品 制御基板 5年
その他 1年



定期点検のおすすめ
「換気・冷暖房システム」を末長く快適にご使用いただくためには、専門家による定期的な保守点検が必要です。
故障がおきてからの修理では費用と時間がかかり、お客様にご不便をおかけすることになります。定期点検をお申
し込みいただくようお願い申し上げます。
定期点検・交換部品の費用はお客様のご負担となります。

●定期点検の目安:1年毎
●定期点検のお申し込み先
お買上げの販売店または三菱電機のご相談窓口・修理窓口にご相談ください。（別紙）

●定期点検について
からだの変化や健康の状態を確認する「健康診断」と同じです。どんな状態かチェックすることで、目に見えにくい所のお手
入れの時期を見極め、早めの対処を施すことができます。からだの健康を維持することが結果的に経済的であるように、設
備も定期的に点検しておくことがお得となります。病気になりにくい身体を維持するために、定期的な点検をお勧めします。
なお、点検は長寿命を保証するものではありません。

●交換部品について
長期間のご使用で消耗、劣化する部品があります。
お買い上げの販売店または三菱電機の修理窓口にお問い合わせください。
（修理窓口の連絡先は別紙「ご相談窓口、修理窓口のご案内」をご覧ください）
定期点検、交換部品の費用はお客様のご負担となります。

〈温風暖房ユニット〉
種類 部品

清掃部品 ・熱交換器
・羽根（ファン）

清掃・交換部品 ・フィルター
交換部品 ・ファンモーター

・制御基板

〈ロスナイ換気ユニット〉
種類 部品

清掃・交換部品 ・各種フィルター
・熱交換器

交換部品 ・制御基板
・各種センサー
・モーター（給気、排気）

中津川製作所　〒508-8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号

お客様
メモ 年　　　　　月　　　　日

（　　　　　　）__________________＿

サービスを依頼さ
れるとき便利です｡

形　　　　　名

お買上げ年月日

お 買 上 げ店名
（住　　所）
（電話番号）

この製品には地球環境保護
の一環として再資源化がで
きるように主なプラスチッ
ク部品に材質名を表示して
います。
材質名は主材料にISO
規定の略号を使用

愛情点検

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

●スイッチを入れても運転しない。
●運転中に異常音や振動がする。
●こげ臭いにおいがする。
●回転が遅いまたは不規則。
　（モータはメンテナンスが必要な部品です）
●本体据付部に腐食、破損等がある。

使用
中止

故障や事故防止のため、
電源を切って必ず販売
店にご連絡ください。
点検、修理に要する費
用は販売店にご相談く
ださい。

長年ご使用の温風暖房ユニットの点検を！

VL-900HR

この説明書は、
再生紙を使用
しています。
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