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• ご使用の前に、この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。
• 保証書は「お買上げ日（据付日または試運転完了日）・販売店名（工事店名）」な
どの記入を確かめて、販売店(工事店)からお受け取りください。
• 「取扱説明書」と「保証書」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。
• お使いになる方が代わる場合には、本書と「据付工事説明書」および「保証書」
をお渡しください。

• お客様ご自身では据付けしないでください。（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、日本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.

取扱説明書

三菱電機ビル空調管理システム
形名

PAC-SF50AT2
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安全のために必ず守ること

安全のために必ず守ること
この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、取り扱って
ください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守
りください。

図記号の意味は次のとおりです。

お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してく
ださい。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、
お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重
傷を負うおそれのあるもの

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う、
または物的損害が発生するおそれのあるもの

（一般禁止） （接触禁止） （水ぬれ禁止）

（ぬれ手禁止） （一般指示）
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安全のために必ず守ること

第一種電気工事士が電気工事を行うこと。（第二種電気
工事士は電気工事士法で認められた範囲のみ対応可）

[1] 一般事項

一般事項

改造はしないこと。

禁止

けが・感電・火災のおそれあり。

コントローラの据付・点検・修理をす
る周囲に子どもを近づけないこと。

禁止
工具などが落下すると、けがのおそれあ
り。

コントローラの近くに可燃物を置いた
り、可燃性スプレーを使用したりしな
いこと。

禁止引火・火災・爆発のおそれあり。

殺虫剤・可燃性スプレーなどを製品の
近くに置いたり、直接吹付けないこと。

禁止
変形・引火・火災・爆発のおそれあり。

水・液体で洗わないこと。

水ぬれ
禁止

ショート・漏電・感電・故障・発煙・発
火・火災のおそれあり。
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安全のために必ず守ること

ぬれた手で電気部品に触れたり、ス
イッチ・ボタンを操作したりしないこ
と。

ぬれ手
禁止

感電・故障・発煙・発火・火災のおそれ
あり。

コントローラの掃除・整備・点検をす
る前に運転を停止して、給電用電源を
切ること。

指示を
実行

けが・感電のおそれあり。

薬品を散布する前に運転を停止し、コ
ントローラにカバーを掛けること。

　

指示を
実行

薬品がコントローラにかかって損傷する
と、けが・感電のおそれあり。

異常時（こげ臭いなど）は、運転を停
止して電源スイッチを切ること。

　

指示を
実行

お買い上げの販売店・お客様相談窓口に
連絡すること。
異常のまま運転を続けた場合、感電・故
障・火災のおそれあり。

コントローラのカバーを取り付けるこ
と。

　

指示を
実行

ほこり・水が入ると、感電・発煙・発
火・火災のおそれあり。

端子台カバー・絶縁シートを外さない
こと。

　

指示を
実行

ほこり・水が入ると、感電・発煙・火災
のおそれあり。
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安全のために必ず守ること

ガラス部品に損傷するような力を加え
ないこと。

　

禁止
ガラス損傷によるけがのおそれあり。

先のとがった物で表示部・スイッチ・
ボタンを押さないこと。

　

使用禁止
感電・故障のおそれあり。

部品端面に触れないこと。 　

接触禁止

けが・感電・故障のおそれあり。

作業する場合は保護具を身に付けるこ
と。

　

指示を
実行

けがのおそれあり。

コントローラの廃棄は販売店に依頼す
ること。

　

指示を
実行

環境破壊のおそれあり。
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安全のために必ず守ること

移設・修理をするときに

分解・改造はしないこと。移設・修理
は販売店または専門業者に依頼するこ
と。

　

禁止けが・感電・火災のおそれあり。

基板に手・工具で触れたり、ほこりを
付着させたりしないこと。

　

接触禁止
ショート・感電・故障・火災のおそれあ
り。
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1.各部のなまえとはたらき

1. 各部のなまえとはたらき
本機は、５インチのカラー液晶タッチパネルを搭載し、空調機・ロスナイ・
汎用機器(汎用機器は別売の汎用インターフェース(PAC-YG66DC(1))で
接続)を管理できるコントローラ（システムコントローラ）です。
本機は最大50ユニット・50グループまで制御できます。（※1）
本機は各グループの空調機を監視・制御します。本機は省エネのために、詳
細なスケジュールの設定や、部屋（グループ）ごとのリモコンを操作禁止す
ることができます。
基本操作はタッチパネルで行い、一括で操作する場合は、タッチパネル横の
[一括運転/停止]・[節電]ボタンを使用します。操作終了後に [ホーム] ボ
タンを押すことで「グリッド(縮小/拡大)」/「ブロック」画面に戻り、画面を
消灯します。本機の画面構成は以下のとおりです。

「ホーム」画面 ：ユニットの運転状態をモニタする画面です。
（本取扱説明書で説明）

「メインメニュー」画面 ：スケジュール機能などの設定をする画面です。
（本取扱説明書で説明）

「サービスメニュー」画面：グループ設定などの基本システムの初期設定を
する画面です。（据付工事説明書で説明）

※1 グループ： 本機から制御できる最小の単位 
1つのグループには最大16 ユニット登録可能です。

1-1. 操作ボタン、ランプ

③

① ②

④

⑤

②、③、④のボタンの上部には、LEDが搭載されています。
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1.各部のなまえとはたらき

番号 名前 はたらき
① 表示画面 / 

タッチパネル
ユニットの運転状態を表示します。
週間スケジュールなどの機能の設定もタッチパネルから設定で
きます。
タッチパネルに触れるとバックライトが点灯し、一定の時間が
経つと消灯します。ただし、異常が発生している間はバックラ
イトは点灯したままになります。

② [一括運転/停止] 
ボタン（※1、※2）

対象の空調機、ロスナイ、汎用機器グループを一括で運転 /停
止します。
ボタンの LEDは制御対象のユニットの運転状態を表示します。
　消灯：すべてのユニットが停止中
　点灯：1 台以上のユニットが運転中
　点滅：異常発生中

③ [節電] ボタン（※2）対象の空調機グループに対して一括で温度スライドを実行しま
す。
ワンタッチで対象のグループの設定温度を調整でき、手軽に節
電効果が期待できます。
温度スライドの詳細については61ページを参照してくださ
い。
ボタンの LEDは温度スライド操作の実行状態を示します。
　消灯：温度スライド解除中
　点灯：温度スライド実行中（全グループ個別に温度スライド
　　　　を解除しても点灯を継続します。）

④ [ホーム]ボタン 他の画面から「グリッド（縮小 /拡大）」/「ブロック」画面に
戻り、一定時間後にバックライトを消灯します。
• 「表示設定」画面の「グリッド（縮小/拡大）表示設定」により、
遷移先が異なります。 
拡大・縮小/拡大のみ時：「グリッド（拡大）」画面に戻ります。 
　　　　　 縮小のみ時：「グリッド（縮小）」画面に戻ります。

• ブロック表示の場合は「ブロック」画面に遷移します。
• 異常発生中はバックライトが点灯し続けます。
• 「サービスメニュー」画面では使用できません。使用できない
ときはボタンのLED が２回点滅します。

• ボタンを押すと、強制的に「グリッド（縮小/拡大）」/「ブロッ
ク」画面に戻るため、保存していない設定内容は破棄されま
す。

⑤ POWER（電源） 
ランプ

本機の電源を入れると点灯します。
　消灯：電源OFF
　点灯：電源ON

※1 対象グループが1グループでも運転/停止操作禁止されている場合は、[一括運転/停
止]ボタンを押すと、LEDが2 回点滅し実行できません。

※2 ②、③のボタンは「ホーム」画面からのみ使用できます。
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1.各部のなまえとはたらき

1-2. 画面構成 
 （「ホーム」画面）
[1] 「ホーム」画面の切り
換え

タブを切り換えて表示形式を切
り換えます。

：「グリッド」画面を表示し
ます。
：「ブロック選択」画面を表
示します。
：「グリッド(縮小)」画面
を表示します。 ※1
：「グリッド(拡大)」画面
を表示します。 ※1
：「リスト」画面を表示しま
す。
：「グループ」画面を表示し
ます。

※1 「表示設定」画面により、ア
イコンの点灯/消灯が切り
換わります。

[2] 「メインメニュー」画
面への移行
：「メインメニュー」画面を
表示します。

[3] 「サービスメニュー」
画面への移行

据付工事説明書を参照してくだ
さい。

「グリッド」画面
「縮小」画面

「拡大」画面

「グリッド
(拡大 )」
画面へ

「グリッド
(縮小 )」
画面へ

ブロック表示
P.14を参照してください。

全グループ一括表示
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1.各部のなまえとはたらき

「グループ」画面

「リスト」画面

「メインメニュー」画面

「ホーム」画面

「グループ」画面へ

「グリッド」画面へ

「リスト」画面へ

「グリッド」画面へ

「メインメニュー」画面へ

「ホーム」画面へ

「グループ」
画面へ

「リスト」
画面へ
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1.各部のなまえとはたらき

「ブロック」
画面へ

※ 「ブロック設定」の詳細は
    据付工事説明書の「初期
    設定」を参照してくださ
    い。

「ブロック選択」
画面へ

「ブロック操作」
画面へ

or or
「ブロック」
画面へ

ブロック表示
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1.各部のなまえとはたらき

1-3. ボタン機能（「ホーム」画面）
(1) 「グリッド（縮小）」画面
すべてのグループの運転状態を表示しま
す。
[グループアイコン]ボタン⑥のボタンレ
イアウトは登録されたグループの数によ
り異なります。

① ② ③ ⑳④ ⑤

⑧ ⑨⑦

⑥

㉒

(2) 「グリッド（拡大）」画面、「ブロック」画面
各グループの運転状態の詳細を表示しま
す。（最大10グループ・5ページ）

「ブロック」画面

⑦ ⑩ ⑩㉒ ㉑ ⑩ ⑩㉑

⑥ ⑥

「グリッド（拡大）」画面

(3) 「リスト」画面
各グループの運転状態の詳細をグループ
名付きで表示します。（最大5グループ・
10ページ）

⑩ ㉑ ⑩㉒

⑥

⑪
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1.各部のなまえとはたらき

(4) 「グループ」画面
各グループの運転状態の詳細を表示します。グループの運転設定をします。
（空調機を制御する場合）

⑮ ⑯ ⑰

⑭

全グループ一括表示から移行した場合

⑬

⑫

ブロック表示から移行した場合

⑮ ⑯ ⑰

⑭

⑬

⑫

(5) 「ブロック選択」画面

⑩ ⑩㉑
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1.各部のなまえとはたらき

お知らせ
• 表示⑧と⑨は操作モードにより
異なります。詳細は「操作モー
ド」（32ページ）を参照して
ください。上記のサンプル表示
は工場出荷時の設定です（操作
モード2）。

操作モード1

操作モード2

操作モード3

⑱

空調機
デュアルオートモード

⑲

ロスナイ
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1.各部のなまえとはたらき

(6) 各画面のボタン機能、表示
番号 名前 はたらき
① [グリッド画面]ボタン 「グリッド」画面を表示します。
② [リスト画面]ボタン 「リスト」画面を表示します。
③ [グループ画面]ボタン 「グループ」画面を表示します。
④ [メインメニュー画面] 

ボタン
「メインメニュー」画面を表示します。

⑤ [操作ロック]ボタン 本機のボタン操作のロック・解除をします。２秒以上ボ
タンを押すとボタン操作がロック・解除されます。
ロック・解除状態はボタンのアイコン上に表示されます。
　 ：操作ロック中
　 ：操作ロック解除中
操作ロックの解除にはパスワードが必要となることがあ
ります。
「メインメニュー」画面の操作ロック機能（65ページ）
を使用して操作ロックするボタンを選択します。
一つも項目が選択されていなければ、[操作ロック]ボタ
ンは表示されません。

⑥ [ グループアイコン
（運転状態表示）]ボタン

操作は操作モードにより異なります。
[操作モード1]
[グループ]アイコンにタッチするとそのグループが運
転 /停止します。

[操作モード2]（工場出荷時）
[グループ]アイコンの「選択（チェックマークあり）」
と「非選択（チェックマークなし）」を切り換えます。

[操作モード3]
[グループ]アイコンにタッチすると直接「グループ」
画面に移行します。

⑦ [ グリッド（縮小 /拡大）
画面 ]ボタン　※1

：「縮小」画面を表示します。
：「拡大」画面を表示します。

⑧ [全選択]ボタン 一括でグループを選択・選択解除します。選択されたア
イコンすべてにチェックマークが付きます。

⑨ [操作] ボタン 選択したグループの「グループ」画面に移行します。複
数グループが選択されている場合に「複数グループ選択」
画面に移行します。詳細は「複数グループ選択」画面
（40ページ）を参照してください。

⑩ [ページ]ボタン ページを移動します。
⑪ [画面選択]ボタン 下記の情報の表示・非表示を切り換えます。

• 設定温度
• スケジュール運転の有効/無効

⑫ [グループ]ボタン 表示するグループを切り換えます。
⑬ [運転モード]ボタン 空調機、ロスナイの運転モードを切り換えます。
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1.各部のなまえとはたらき

番号 名前 はたらき
⑭ [設定温度]ボタン [＋/－]ボタンで設定温度を調節します。

設定温度がボタンの上に表示されます。
⑮ [スケジュール有効/無効]

ボタン
設定されているスケジュール運転を一時的に無効にしま
す。
スケジュール無効中はボタン上部のインジケータが点灯
します。
アイコン  が表示されている間はスケジュール運転が
無効になります。

⑯ [ 連動機（ロスナイ）/
風速/風向/ルーバー設定]
ボタン

「連動機（ロスナイ）/風速 /風向 /ルーバー設定」画面
のポップアップ画面を表示します。
• ポップアップ画面については「連動機（ロスナイ）/風
速/風向/ルーバー設定」（37ページ）を参照してく
ださい。

⑰ [運転/停止]ボタン 運転 /停止を切り換えます。
⑱ [ 設定温度（デュアル

オートモード）]ボタン
デュアルオートモードの設定温度を調節するポップアッ
プ画面を表示します。

⑲ [風速選択]ボタン ロスナイの風速（強 /弱）を切り換えます。
⑳ 現在時刻 現在時刻を表示します。
㉑ 現在のページ /総ページ数 現在のページと総ページ数を表示します。
㉒ [ブロック画面]ボタン ※ 2「ブロック選択」画面を表示します。

お知らせ
• ボタン操作可否・画面表示は、制御するユニットおよび本機の設定によ
り異なります。
•  アイコンが表示されている機能はロックされています。
※1 「グリッド（縮小/拡大）表示設定」により、「拡大のみ」/「縮小のみ」を

設定すると、非表示となります。
※2 本機を上位コントローラ設定かつ「ブロック設定」が設定されている場

合に表示されます。 
「ブロック設定」の詳細は据付工事説明書の「初期設定」を参照してくだ
さい。
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1.各部のなまえとはたらき

1-4. アイコン表示（「ホーム」画面）
(1) 「グリッド（縮小）」画面

「運転 （背景色：青）」

「停止（背景色：黒）」 「異常（背景色：黄色）」

グループNo.
• フィルターサイン
• チェックマーク

異常表示
不明
（立ち上げ中）

(2) 「グリッド（拡大）」画面、「ブロック」画面

「運転 （背景色：青）」 「停止（背景色：黒）」
「空調機」

「運転 （背景色：青）」 「停止（背景色：黒）」
「ロスナイグループ」

「運転 （背景色：青）」 「停止（背景色：黒）」
「汎用機器グループ」

• チェックマーク
• 運転 / 停止操作禁止

グループNo.

• 運転モード
• フィルターサイン：

スケジュール
（有効 /無効）

スケジュール
（有効 /無効）

スケジュール
（有効 /無効）

室温

フィルターサイン：

「ロスナイ」アイコン

「異常 （背景色：黄色）」
「空調機・ロスナイ・
汎用機器グループ」

異常表示

「汎用機器」アイコン

連動機 （ロスナイ）

異常：
異常発生時  を表示します。

不明（立ち上げ中）：
不明（立ち上げ中）が発生すると  を表示します。

フィルターサイン：
フィルターのお手入れ時期になると  を表示します。

スケジュール運転中：
スケジュール運転中に  を表示します。
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1.各部のなまえとはたらき

[スケジュール有効/無効]ボタンがスケジュール無効中、もしくはタイ
マー禁止の場合：

 を表示します。
室温：

表示範囲0-40℃、温度が表示範囲外の場合、0℃または40℃が点滅
します。一部の機種では、表示範囲8-39℃、温度が表示範囲外の場
合、8℃または39℃が点滅します。
同一グループに複数の室内ユニットが接続されている場合、親室内ユ
ニットの現在室温が表示されます。

(3) 「リスト」画面

「空調機」

グループ番号 グループ名
（部屋名）

• チェックマーク

[ 画面表示選択 ] ボタン [ 画面表示選択 ] ボタン

「運転（背景色：青）」

デュアルオートモード

「停止（背景色：黒）」 「運転（背景色：青）」
「停止（背景色：黒）」スケジュール

（有効 /無効）

設定
温度※1

室温

スケジュール
（有効 /無効）

連動機※2
運転：青
停止：黒

室温

連動機（ロスナイ）※2

室温• 運転モード
• フィルターサイン：

• 運転モード
• フィルターサイン：

※1 温度スライド機能が有
効の場合、設定温度の
背景が緑色で表示され
ます。

※2 運転中、連動機（ロ
スナイ）は表示され
ません。

デュアルオートモード
（冷房）の設定温度

デュアルオートモード
（暖房）の設定温度
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1.各部のなまえとはたらき

「ロスナイグループ」

「汎用機器グループ」

「異常（背景色：黄色）」
「空調機・ロスナイ・汎用機器グループ」

グループ番号 グループ名
（部屋名）

• チェックマーク

グループ番号 グループ名
（部屋名）

• チェックマーク

「運転（背景色：青）」 「停止（背景色：黒）」 「運転（背景色：青）」
「停止（背景色：黒）」

「運転（背景色：青）」 「停止（背景色：黒）」 「運転（背景色：青）」
「停止（背景色：黒）」

スケジュール
（有効 /無効）

スケジュール
（有効 /無効）

スケジュール
（有効 /無効）

スケジュール
（有効 /無効）

• 「ロスナイ」アイコン
• フィルターサイン：

• 「ロスナイ」アイコン

• 「汎用機器」アイコン • 「汎用機器」アイコン • 「汎用機器」アイコン

• 「ロスナイ」アイコン
• フィルターサイン：

異常表示

連動機（ロスナイ）：
グループ内の室内ユニットと連動している換気ユニットがある場合、
 が表示されます。

運転状態はアイコンの色で表示されます。（青：運転、黒：停止）
「汎用機器」アイコン：

汎用機器の種類を表示します。
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1.各部のなまえとはたらき

(4) 「グループ」画面
「空調機グループ」
「運転中」

グループ名称

グループNo.

運転モード

異常

不明（立ち上げ中）

フィルターサイン
省エネアイコン

スケジュール運転：無効

スケジュール無効

スケジュール有効
連動機（ロスナイ）※1

風速※1
風向※1
ルーバー※1

室温

設定温度

温度スライド
機能実行中の
場合

連動機※1
（ロスナイ）

「温度スライド」 「停止中」

※1 選択した空調機がこの機能に対応している場合のみ表示されます。

異常：
異常発生時  を表示します。

不明（立ち上げ中）：
不明（立ち上げ中）が発生すると  を表示します。

フィルターサイン：
フィルターのお手入れ時期になると  を表示します。

スケジュール運転中：
スケジュール運転中に  を表示します。

省エネアイコン：
室内ユニット、室外ユニットの省エネ制御中に  を表示します。本機
の [節電]ボタンを押して温度スライドを有効にしても省エネアイコ
ンは表示されません。
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1.各部のなまえとはたらき

[スケジュール有効/無効]ボタンがスケジュール無効中、もしくはタイ
マー禁止の場合：

 を表示します。
室温：

表示範囲0-40℃、温度が表示範囲外の場合、0℃または40℃が点滅
します。一部の機種では、表示範囲8-39℃、温度が表示範囲外の場
合、8℃または39℃が点滅します。
同一グループに複数の室内ユニットが登録されている場合、親室内ユ
ニットの現在室温が表示されます。

•  アイコンが表示されている機能はロックされています。

風速表示

「汎用機器」
アイコン

「ロスナイグループ」
「運転中」

「汎用機器グループ」
「運転中」

「停止中」

「停止中」
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1.各部のなまえとはたらき

温度スライドが有効の場合：
温度スライド機能が有効の場合、補正された温度の背景が緑色で表示
されます。

連動機（ロスナイ）：
室内ユニットと連動している換気ユニットの運転状態が表示されま
す。

「汎用機器」アイコン：
汎用機器の種類を表示します。
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2.ご使用の前に

2. ご使用の前に
• 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。）
• 本製品の据付工事は、販売店（工事店）が関連法規・資格などに基づき実
施しております。
• 据付工事完了後、「9. 据付工事の確認と試運転」の事項をお客様自身でご
確認ください。
• 販売店（工事店）が試運転を行う際、立ち会ってください。
• 運転手順、安全を確保するための正しい使い方について、販売店（工事
店）から説明を受けてください。

お願い
• 運転開始の前に、エアコンの電源が入っているか確認してください。
• 停電や電気工事また、外気温度が10℃以下で1日以上電源を切って放
置した場合は、電源を入れてから12時間以上経過してから運転してく
ださい。
• エアコンの使用期間中は、電源を切らないでください。
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2.ご使用の前に

2-1. 機能一覧
本機で使用可能な機能は下記の表のとおりです。
詳細は表中記載のページを参照してください。

機能 説明 ぺージ

機器の操作

運転 /停止操作

空調機・その他接続機器の運転 /停止を切
り換えます。
[一括運転/停止]ボタンの LEDは 1台以
上のユニットが運転している時は点灯し、
すべてのユニットが停止している時は消灯
します。

33

運転モード ※1

グループ /ブロックごと、またはすべての
グループの運転モードを切り換えます（冷
房、ドライ、送風、自動、暖房）（ロスナ
イグループは普通換気、熱交換換気、自動
換気）。

34

設定温度 ※1
グループ /ブロックごとに、または選択し
たすべてのグループ一括で設定温度を設定
します。

35

風速 ※1
グループ /ブロックごとに、または選択し
たすべてのグループ一括で風速を設定しま
す。

37

風向 ※1
グループ /ブロックごとに、または選択し
たすべてのグループ一括で上下風向を設定
します。

38

ルーバー
（左右風向） ※1

ルーバー：
グループ /ブロックごとに、または選
択したすべてのグループ一括でルー
バーの運転 /停止を設定します。

左右風向：
グループ /ブロックごとに、または選
択したすべてのグループ一括で左右風
向を設定します。

38

連動機（ロスナイ）
運転 /停止 ※1

空調機と連動している換気ユニットの運転
/停止は空調機の運転/停止と連動します。
連動換気ユニットはグループ /ブロックご
とに、または選択したすべてのグループ一
括で運転（強 /弱）/停止操作ができます。
換気ユニットが空調機と連動している場
合、換気モードは使用できません。

37

一括操作
（運転 /停止、節電）

[一括運転/停止]ボタン、[節電]ボタンで
複数のグループを一括で操作できます。 60

※1 使用可能な機能は機種により異なります。本機から操作できるのは、接続ユニットが対
応している機能のみです。
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2.ご使用の前に

機能 説明 ぺージ

時計とスケ
ジュール 
設定

日付・時刻
日付・時刻・表示形式を設定します。現在
時刻は「ホーム」画面の右上角に表示され
ます。

44

週間 /1日スケジュール

グループごとに週間スケジュールを設定し
ます。
各日には、最大16の動作が設定できます。
運転 /停止、運転モード、設定温度、風速、
風向、リモコンの操作禁止のスケジュール
が設定できます。
週間スケジュールは最大12パターンま
で、1日スケジュールは最大5パターン
まで設定できます。
週間スケジュールは夏と冬の2 種類設定
できます。
1日スケジュールは週間スケジュールより
優先されます。

46

ナイトセットバック 
制御

この機能が有効になっているときは、停止
中のユニットを自動的に運転させて室温を
設定した範囲内に制御します。

55

スケジュール運転の 
無効化

スケジュール運転を一時的に無効にできま
す。
スケジュール運転をする場合は、この設定
はOFFにしてください。

38

システム 
管理

システムチェンジ
オーバー

定期的に各グループの室温と設定温度のモ
ニタを行い、各グループに最適な運転モー
ドを割り出して、システム全体（同一の室
外ユニットに接続されたすべての室内ユ
ニット）を自動的に冷房または暖房へ切り
換えます。
システムチェンジオーバー機能は冷暖同時
ユニット（自動モード切換機能付き）、ス
リム機種、ロスナイ、汎用機器では使用で
きません。

87

制限設定
操作ロック

本機の操作を制限します。
[一括運転/停止]、[節電]、[ホーム]ボタ
ンとメインメニューのボタン操作をロック
できます。
運転 /停止、運転モード、設定温度、風速
とスケジュール有効 /無効のボタン操作を
ロックできます。

18
40
65

設定温度範囲制限 一括またはグループ単位で、リモコンから
設定できる温度の範囲を制限できます。 69
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機能 説明 ぺージ

制限設定

リモコン操作禁止設定

他のコントローラの操作を制限します。一
括またはグループ単位で、運転 /停止、運
転モード、設定温度、メンテナンスサイン
リセット、風速、風向のボタン操作と、タ
イマーの実行を禁止できます。(接続され
る室内ユニット、リモコン、コントローラ
によっては操作禁止とならないものがあり
ます。）

71

運転モード切換制限

上位コントローラに設定されている場合、
操作機からの下記運転モードの操作を禁止
できます。
冷房運転が禁止されている場合、冷房、ド
ライ、自動は選択できません。
暖房運転が禁止されている場合、暖房、自
動は選択できません。
冷房・暖房ともに禁止されている場合、冷
房、ドライ、暖房、自動は選択できません。

73

基本設定

表示設定

言語、温度表示単位、室温表示 /非表示、
自動冷暖時の冷房・暖房アイコン表示 /非
表示、バックライトの消灯時間、グループ
番号の表示 /非表示の切り換えと、グルー
プ名の変更、グループの並べ替え、「グリッ
ド」画面の表示パターン（拡大のみ、縮小
のみ、拡大 /縮小）の設定ができます。

75

「ホーム」画面運転
モード設定

[グループ]アイコンにタッチしたときの動
作は、操作モードにより異なります。工場
出荷時は操作モード２に設定されていま
す。
操作モード1：
[グループ]アイコンにタッチするとグ
ループ内のユニットが運転 / 停止しま
す。

操作モード2：
[グループ]アイコンにタッチすると
チェックマークが表示されます。操作
したいグループのアイコンタッチして、
[操作]ボタンにタッチすると「グルー
プ」画面に移行します。複数グループ
を選択して一括で操作できます。

操作モード3：
[グループ]アイコンにタッチすると直
接「グループ」画面に移行します。

64

ボリューム調節 ブザー音量と画面輝度を設定します。 82
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2.ご使用の前に

機能 説明 ぺージ

メンテ 
ナンス

異常

本機や管理しているユニット・コントロー
ラに異常が発生した場合、[一括運転/停止]
ボタンの LEDが点滅します。空調機、ロ
スナイ、汎用機器に異常が発生した場合、
「ホーム」画面の該当グループに  が表示
されます。異常コードは「状態リスト」画
面から確認・リセットすることができます。

85

メンテナンスサイン

フィルターのお手入れ時期になると、「ホー
ム」画面にフィルターサインが表示されま
す。フィルターサインは、「状態リスト」
画面からリセットすることができます。

85

タッチパネル清掃 タッチパネルの操作がロックされ、拭き掃
除をしても誤検知しません。 91

タッチパネル補正
画面上のボタン表示とタッチパネルで押し
た位置にズレが出た場合、位置合わせがで
きます。

84

その他

外部入力

外部からの入力信号により、全グループの
ユニットを運転 /停止させたり、リモコン
の操作禁止 /許可を設定したりすることが
できます。緊急停止入力、一括停止入力の
場合は停止させるグループを指定できま
す。ご使用の際には、ケーブルの接続が必
要です。

ー

外部出力

ユニットの運転状態（運転 / 停止）や異常
発生信号を一括の接点信号で外部へ出力で
きます。ご使用の際には、ケーブルの接続
が必要です。

ー
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3.使用方法・基本操作

3. 使用方法・基本操作
3-1. 画面の選択
初回起動時は「グリッド(縮小)」画面が表示されます。
お好みの画面を選択してください。

①

③

①

② ②

③

「グリッド ( 縮小 )」 画面

管理するグループが26グループ以上
の場合、上記のような「グリッド(縮
小)」画面が表示されます。

①

②③

「グリッド ( 拡大 )」 画面

②

①

③

「ブロック」画面

②

①

③

「リスト」 画面
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3.使用方法・基本操作

3-2. グループの選択
[1] 操作モード1，2，3
① [グループ]アイコンにタッチしたときの動作は、操作モードにより異な
ります。
操作モードには３つのモードがあり、工場出荷時は操作モード２に設定さ
れています。操作モードを変更する方法については64ページを参照し
てください。

(1) 操作モード2（初期値）
画面②の部分に  が表示されます。操作するグループが選択できま
す。「グループ」画面に移行します。
① [グループ]アイコンにタッチして操作するグループを選択します。グ
ループは「グリッド」画面または「リスト」画面から選択できます。
① [グループ]アイコンにタッチしてチェックマークの表示（選択）・非表示
（非選択）を切り換えることができます。すべてのグループを選択するには 
③ボタンにタッチします。
操作するグループのアイコンにタッチしてから②  にタッチすると
「グループ」画面に移行します。

選択しているグループの数 = 1 ：選択されたグループが「グループ」画面
に表示されます。詳細は33ページの
「グループ」画面を参照してください。

選択しているグループの数 > 1 ：「複数グル－プ選択」画面が表示されま
す。（選択したグループを一括で操作で
きます。）詳細は40ページ「複数グ
ループ選択」画面を参照してください。

(2) 操作モード1
画面②に  が表示されます。① [グループ]アイコンにタッチしてグルー
プの運転/停止操作をします。ただし、以下の場合は運転/停止操作が無効
となります。
• 運転/停止操作ロック中  
本機の運転/停止操作がロックされているときは、上記のようなアイコ
ンが表示され、運転/停止操作は無効になります。
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• 外部入力信号受信中 
運転/停止操作は、以下の画面が表示されているときは無効になります。
緊急停止レベル信号※が入力されて
いる場合の表示

運転 / 停止レベル信号が入力されて
いる場合の表示

ボタンが押下状態
（緊急停止対象グ
ループ）のときは
操作できません。

操作モード1 に設定されている場合は、
　 が表示されます。

※ 緊急停止レベル信号：接点の入力信号がOFF→ON 時に緊急停止となり
ます。 
詳細は据付工事説明書の「外部信号入力」を参照してください。

(3) 操作モード3
画面②の部分には何も表示されません。① [グループ]アイコンにタッチす
ると「グループ」画面に移行します。

3-3. 空調機グループの操作（「グループ」画面）

③

④

⑤

②

①

3-3-1. 運転/停止操作
③のボタンにタッチすると表示されたグループの室内ユニットが運転/停
止します。
連動換気ユニット（ロスナイ）が接続されている場合、換気ユニットは室内
ユニットと連動して運転します。　　運転：

[緑]
　　　停止：

[黒]
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3-3-2. 運転モード・設定温度

[1] 運転モード
（ユニット運転中のみ使用できます。）
②にタッチすると次の順序でモードが切り換わります。［冷房、ドライ、送
風、自動※1、暖房］①の部分に選択したモードが表示されます。
※1 自動モード，デュアルオートモードの有無は空調機の機種に依存しま

す。

自動暖房表示 自動冷房表示

• デュアルオートモードは、［自動］と同じ内容が表示されます。
• 自動モード，デュアルオートモードの冷房・暖房アイコン表示設定につ
いては76ページを参照してください。
• モード①が点滅する場合、室外ユニットに接続された他の室内ユニット
がすでに異なる運転モードで運転していますので、他の室内ユニットの
運転モードに合わせてください。
• 使用可能なモードは機種により異なります。使用不可能なモードは表示
されません。
• 本コントローラまたは他のコントローラから制限のかかっている運転
モードは選択できません。
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デュアルオートモード
デュアルオートモードでは、冷房と暖房の温度を個別に設定でき、デュアル
オートモード運転中は室内温度により室内ユニットが自動的に冷房と暖房
を切換え、２つの設定温度内に室内温度を維持します。
デュアルオートモードで設定した冷房と暖房の設定温度は、冷房/ドライ、
暖房モードそれぞれの設定温度に反映されます。
下図はデュアルオートモードで動作中のユニットの動作パターンを示しま
す。

D

デュアルオートモード運転中

設定温度
（冷房）

設定温度
（暖房）

外気温度の変化の
影響を受けて室内
温度は変化します。 室内温度

暖房 冷房 暖房 冷房

※ 冷房設定温度と暖房設定温度の差（D）の最小値は、接続する室内ユニッ
トにより異なります。

[2] 設定温度
ユニット運転中のみ使用できます。
  ボタンで温度を設定します。

※ 温度表示単位（0.5℃/1℃）は室内ユニットの機種と表示設定
（76ページ参照）に依存します。

デュアルオートモードの場合
手順
1. ⑱ [設定温度（デュアルオートモード）]ボタンにタッチする。 
２つの設定温度を変更するポップアップ画面が表示されます。

2. （１）ボタンにタッチして、デュアルオートモード（冷房）とデュアルオー
トモード（暖房）の設定温度を調整する。

3. （２）[OK]ボタンにタッチする。
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⑱ (1)

(2)

※ デュアルオートモードが有効の場合、設定温度操作に下記の制約が加わ
ります。
• デュアルオートモード（冷房）は冷房/ドライと設定温度を共有しま
す。
• デュアルオートモード（暖房）は暖房と設定温度を共有します。
• 冷房と暖房の設定温度は、以下の条件で設定できます。 
冷房設定温度が暖房設定温度よりも高く、温度差（D）が最小温差以上
の場合 
（操作やスケジュールの実行により2つの設定温度の差が最小温度差
未満となる場合には、温度範囲内で両方の設定温度が同時に変更さ
れます。）

設定温度範囲
設定温度は以下の範囲（※1）で設定できます。
（送風モード選択中は温度設定できません。）
冷房/ドライ ：19℃～30℃
暖房 ：17℃～28℃
自動 ：19℃～28℃
デュアルオートモード（冷房）：冷房/ドライと同じ設定温度範囲
デュアルオートモード（暖房）：暖房と同じ設定温度範囲

※1 室内ユニット機種（スリム・マルチ・中温機種など）により設定可能な
温度範囲が異なります。
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3-3-3. 連動機（ロスナイ）/風速/風向/ルーバー設定
（空調機ユニットグループのみ）

④

④にタッチすると「連動機（ロスナイ）/風速/風向/ルーバー設定」画面が表
示されます。

D

C

B

A

D

C

B

A
風向・ルーバー機種の場合 上下風向・左右風向機種の場合

A から D の設定が完了したら、[OK]ボタンにタッチします。

[1] A：連動機（ロスナイ）
• 連動機（ロスナイ）が接続されていない場合には、
A は表示されません。

[2] B：風速（ユニット運転中のみ使用できます。）
• この機能のない機種には B 
は表示されません。
• 使用可能な風速は機種により
異なります。

停止 弱 強

静 弱 中 強 自動
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[3] C：風向/上下（ユニット運転中のみ使用できます。）
• 「風向」/「上下」の表
示は、機種により異な
ります。
• この機能のない機種には、C は表示されません。
• 使用可能な風向は機種により異なります。

[4] D：ルーバー/左右（ユニット運転中のみ使用できます。）
• この機能のない機種には、D は表
示されません。

※1 上下風向と左右風向の操作が可
能な場合、どちらかの機能で自
動を設定するともう片方の設定
も連動し、自動となります。

ルーバー
停止 運転

左右
正面 スイング 自動　※1

3-3-4. スケジュール有効/無効設定

 スケジュール無効  スケジュール有効

[スケジュール有効/無効]ボタン⑤（33ページ）で、一時的にスケ
ジュール運転を無効にすることができます。
スケジュール無効の場合は、ボタン⑤のインジケータが黄色に点灯し、 ア
イコンが表示されます。（ アイコンはタイマー禁止中も表示されます。）
スケジュール無効中は、次のスケジュール機能が実行されません。
• 週間/1日スケジュール
• ナイトセットバック制御

3-4. ロスナイグループの操作
画面の項目で番号が付いていない項目は、「空調機グループ」画面と同じで
す。

(4)

(3)

(1)

(2)

設定１ 設定２ 設定３ 設定４ 設定５スイング 自動
※1
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(1) 運転モード
（１）にタッチすると、普通換気、熱交換換気、自動換気の順序で運転モード
が切り換わります。
選択した運転モードが（２）の部分に表示されます。

※ 使用可能な運転モードは機種により異なります。使用不可能な運転モー
ドは表示されません。

(2) 風速設定
（３）にタッチすると風速の強・弱が切り換わります。選択した風速が（４）
の部分に表示されます。

3-5. 汎用機器グループの操作
画面の項目で番号が付いていない項目は、「空調機グループ」画面と同じで
す。

汎用機器の種類を表示します。
※ アイコンの変更については据付説明書を参照してください。

(1) 運転/停止操作
• 汎用機器を運転させると、汎用インターフェース（PAC-YG66DC(1)）
の出力接点がONになります。
• 汎用機器を停止させると、汎用インターフェース（PAC-YG66DC(1)）
の出力接点がOFFになります。
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3-6. 複数グループの選択
「グリッド」画面または「リスト」画面で選択したすべてのグループを一括で
操作できます。
選択されたグループに2つ以上の異なる機種が含まれる場合は、操作した
い機種を選択すると、選択した機種のユニットすべてを一括で操作するこ
とができます。
また「ブロック設定」により、複数のグループを1つのブロックに登録する
ことができ、「ブロック画面」で1つのブロックの一括操作が可能です。
「ブロック設定」の詳細は据付工事説明書の「初期設定」を参照してくださ
い。
※ 空調機グループの一括操作

(1)

（１）にタッチすると選択したグループの一覧が表示されます。

3-7. 機能の無効化
(1) [操作ロック]ボタン 
本機で [運転/停止]、[運転モード]、[設定温度]、[風速]、[スケジュール
有効/無効]ボタンの機能がロックされている場合は、上記のアイコンが対
応するボタンに表示され、機能は無効になります。
運転/停止機能がロックされている場合でも [一括運転/停止]ボタンは有
効になります。
例：運転/停止操作ロック中 
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(2) 外部入力信号受信中
運転/停止操作は、以下の画面が表示されている時は無効になります。

緊急停止レベル信号（※1）が入力されて
いる場合の表示

運転 / 停止レベル信号が入力されて
いる場合の表示

ボタンが押下状態
（緊急停止対象グ
ループ）のときは
操作できません。

ボタンは操作
できません。

※1 緊急停止レベル信号：接点の入力信号がOFF→ON時に緊急停止とな
ります。 
詳細は据付工事説明書の「外部信号入力」を参照してください。

(3) 操作禁止 
本機が他のコントローラから操作禁止を受けた場合、禁止されたボタン（運
転/停止（連動機）、運転モード、設定温度、メンテナンスサイン、風速、風向）
に  が表示され、そのボタンは操作できなくなります。接続される室内ユ
ニット、リモコン、コントローラの機種によっては、禁止とならないものが
あります。
本機が操作禁止を設定可能な（操作禁止設定で「使用する」を選択している）
場合、他のコントローラから本機に操作禁止を設定することはできません。
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4. 使用方法・メニュー
4-1. 「メニュー」画面
「メインメニュー」画面から基本設定をします。
「メインメニュー」画面を表示するには「ホーム」画面または「メニュー」画面
の右上の  アイコンにタッチします。

「メインメニュー」画面（トップ画面）

④

①

③

②

番号 名前 はたらき
① [ホーム]ボタン 「ホーム」画面を表示します。
② [戻る] ボタン 前の画面に戻ります。

（「メインメニュー」画面で [戻る]ボタンにタッチすると
「ホーム」画面に戻ります。）

③ [タッチパネル清掃] 
ボタン（91ページ参照）

このボタンにタッチすると、タッチしても反応しない（４
隅の数字ボタンを順番にタッチしたときを除く）画面が
表示され、誤って設定変更する心配なく画面の清掃がで
きます。

④ [サービスメニュー] 
ボタン

メンテナンス担当者用のサービスメニューを表示します。
一般ユーザーはサービスメニューの設定を変更する必要
はありません。
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4-2. メニュー一覧

設定および表示項目 詳細内容 参照

動作設定

時計とスケジュール
設定

日付、時刻、スケジュール、サマータイム
設定、ナイトセットバック制御を設定しま
す。

44ページ

一括操作設定 一括操作設定をします。 60ページ

グループアイコン 
設定

「ホーム」画面上の [グループ]アイコン操作
時の操作モードを切り換える場合に使用し
ます。
• 3種類の設定オプションがあります。

64ページ

制限設定

操作ロック 本機のボタン操作と機能をロックします。 65ページ
設定温度範囲制限 リモコンの設定温度範囲を制限します。 69ページ

リモコン操作禁止 
設定

リモコンのボタン操作※１とタイマー実行
を禁止します。
※1 [運転/停止][運転モード][設定温度]

[メンテナンスサインリセット][風速]
[風向]ボタン

71ページ

運転モード切換制限
選択できる運転モードを制限します。
この機能は、システムチェンジオーバーが
使用可能な場合には使用できません。

73ページ

コント
ロールパ
ネル

表示設定

「ホーム」画面と「メニュー」画面の表示形
式※2を選択します。
※2 表示言語、温度表示単位、室温表示・非

表示、自動運転モードでの冷房・暖房ア
イコンの表示・非表示、バックライト消
灯時間、グループ名称設定、グループ番
号の表示・非表示、グループアイコン
の並べ替え、「グリッド」画面の表示パ
ターン（拡大のみ、縮小のみ、拡大/縮
小）

75ページ

ボリューム調節 音量と画面輝度を設定します。 82ページ
タッチパネル補正 タッチパネルの補正をします。 84ページ

システム
管理

状態リスト 異常とメンテナンスサインを表示します。 85ページ

システムチェンジ
オーバー

システムチェンジオーバー※3の設定をし
ます。
※3 室温と各グループの設定温度に基づき

システム全体の冷房・暖房を切り換え
ます。 
この機能は運転モード切換制限が使用
可能な場合には使用できません。

87ページ
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5. 使用方法・各種設定操作
5-1. 動作設定 ― 時計とスケジュール

5-1-1. 日付、時刻と表示形式の設定
メインメニュー > 動作設定 > 時計とスケジュール > 現在日時設定

④

②

⑧

⑤ ⑤

③

①

③

④

日付タブ 時刻タブ

手順
1. 「時計とスケジュール」画面の [現在日時設定]ボタンにタッチする。
2. 「現在日時設定」画面で ① 日付タブまたは ② 時刻タブを選択する。 
日付・時刻を設定します。

3. ③ ▼ ▲  ボタンで「年/月/日」と「時/分/AM•PM」を設定する。
4. それぞれのタブで、④ チェックボックスをチェックして表示形式を選択
する。

5. ⑧ [設定保存]ボタンにタッチする。
お知らせ
• 日付と時刻の初期設定は2018/1/1　0:00です。
• スケジュール運転を行っているときに現在日時を進めると、飛ばされた
時刻のスケジュールは実行されません。
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• 本機を上位コントローラに変更した場合は「使用する」、下位コントロー
ラに変更した場合は「使用しない」に時刻発報設定が変更されます。 
同一M-NET上に定期的に時刻発報するコントローラが他にある場合
は、時刻発報設定を「使用しない」に設定してください。 
同一M-NET上に時刻発報するコントローラが複数あると上位コント
ローラ（時刻のマスタ）と、同一M-NET 上に接続されている機器の時刻
がずれ、スケジュール、電力按分課金支援機能等の時刻関連機能が正し
く実行されないトラブルが発生します。 
詳細は据付工事説明書「初期設定」を参照してください。 

サマータイムを設定する場合
• ⑤ ボタンにタッチして「サマータイム設定」画面を表示します。
• ⑥ ボタンにタッチすると、国名の一覧が表示されます。国名を選択する
と、該当国のサマータイム設定が適用されます。サマータイム設定を使
用しない場合は、「設定なし」を選択します。
• 一覧に該当する国名が存在しない場合は、「カスタム設定」を選択する
と、⑦ ボタンが選択可能になります。⑦ ボタンにタッチすると「日時設
定」画面が表示されますので、サマータイム開始・終了の日付と時刻を設
定します。

「サマータイム設定」画面 「日時設定」画面

⑦

⑥

• サマータイムが有効になるときに飛ばされた時刻のスケジュール運転・
ナイトセットバック運転は実行されません。
• サービスメニューの「初期設定１/基本システム」画面で時刻発報設定
が使用しないに設定されている場合、サマータイム機能は使用できませ
ん。
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5-1-2.  スケジュールの設定
メインメニュー > 動作設定 > 時計とスケジュール > スケジュール設定
本機では、週間スケジュールと1日スケジュールが利用できます。週間スケ
ジュールは夏季と冬季で別々のスケジュールを設定できます。グループご
とに各曜日（日付）のパターンを設定します。パターンは最大で12個まで
設定できます。1つのパターンには最大16個の動作を設定できます。

パターン割付例
曜日

グループ
日 月 … 土

1 パターン1 パターン2 パターン1
2 パターン1 パターン2 パターン1
…
50 設定なし パターン9 設定なし

パターンの動作設定例
パターン 動作 実行時刻 運転 /停止 …

1

1 8：30 運転
2 10：00 停止
… … …
16 21：00 停止

… … … …
12 … … …

• パターン割付手順（46ページ参照）
• パターンの動作設定手順（50ページ参照）
• スケジュールのコピー・貼付・削除・挿入手順（52ページ参照）

[1] スケジュールのパターン割付
(1)  設定するスケジュールの選択
「時計とスケジュール」画面の [スケジュール設定]ボタンにタッチすると
「スケジュール設定」画面が表示されます。

「スケジュール設定」画面

[ 週間 ]タブ

[1日 ]タブ
選択中のタブ名 [1日 ] タブでは７日分の日付が表示されます。

曜日（日付）マス

割り当てられたパターン番号が表示されます。（　 ）
１日スケジュールが割り当てられた曜日マスの左上
隅には（ 　）が表示されます。（　 ）
※ 1 日スケジュールのみの場合、曜日マスにはパ
　ターン番号が表示されません。（　 ）

[ 季節設定 ] ボタン
「週間１」と「週間２」の有効期間が設定できます。
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• 複数機種がグループ登録されている場合、
右図の「設定対象の選択」画面が表示され
ます。操作するユニットの機種を選択して
[OK]ボタンにタッチすると、「スケジュー
ル設定」画面が表示されます。

「設定対象の選択」画面

1) 「スケジュール設定」画面の [週間]タブまたは [１日]タブにタッチし
てスケジュールの選択をします。

スケジュールの種類 パターン数
週間1 設定された曜日ごとのスケジュールを毎週実行します。 最大12パターン
週間2 季節設定有効時のみ実行できます。 最大12パターン

1日 設定当日を含め７日後までのスケジュールを日付指定で実
行します。 最大5パターン

• １日スケジュールは週間スケジュールより優先されます。 

2) スケジュールを設定したいグループの曜日（日付）マスにタッチして
「パターン番号選択」画面を表示します。

• 「スケジュール設定」画面では、あるグループの週間スケジュールをコ
ピーして他のグループに貼り付けたり、ある曜日のスケジュールパター
ンをコピーして違う曜日に貼り付けたりすることができます。詳細は
52ページを参照してください。
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季節設定
週間タブを選択した場合、季節設定を行うことで、夏季と冬季で別々のスケ
ジュールを設定できます。季節設定が必要ない場合は（2）に進んでください。
手順
1. 「スケジュール設定」画面で [季節設定]ボタンにタッチする。
2. 「季節設定」画面の ① ボタンで週間２の季節設定の使用・不使用を選択する。

　 ：週間２を使用する。 ：週間２を使用しない。

3. ② ▼ ▲  ボタンで週間１と週間２の
有効期間を設定する。
（設定例　週間１：夏季期間、週間２：
冬季期間）

4. ③ [OK]ボタンにタッチする。
「スケジュール設定」画面に戻り、[季
節設定]ボタンの有効期間が更新さ
れます。週間１と週間２の有効期間
が重複していると、設定を完了でき
ません。

「季節設定」画面

③

①

②

(2) パターン番号の選択

1) 「パターン番号選択」画面でパターン番号 01  ～ 12  、 - -  にタッチ
して、パターンの動作設定、または割付をします。

「パターン番号選択」画面 パターン番号

選択したパターンの動作設定
• スケジュール設定済みのパターンのみ
表示されます。

※  <  > ボタンにタッチしてスケジュール
の内容を確認します。

※ アイコンの説明は54ページを参照し
てください。

•　　：選択したスケジュール
•　　：スケジュール設定済みのパターン
•　　：スケジュール未設定のパターン

選択したグループが機能を有し
ていない設定項目には赤いアン
ダーバーが表示され、その機能
を除いたスケジュールが実行さ
れます。設定の際は機器の機能
を考慮の上、スケジュール設定
を行ってください。
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• パターンの動作設定をする場合 
下記の「パターンの新規作成」、「パターンの設定変更」を参照してくださ
い。
• パターンの割付をする場合 
割当てたいパターン番号を選択し、[OK]ボタンにタッチして割付をし
ます。 
「スケジュール設定」画面に戻り、他の曜日・他グループのパターン割付
をしてください。

一度割り当てたパターンを解除したい場合は、 - -  （未設定）を選択して
[OK]ボタンを押してください。

パターンの新規作成
未設定のパターン番号にタッチしてから、  ボタンにタッチして「動作
番号選択」画面を表示させます。
選択した未設定のパターン以外に設定済みのパターンがある場合、「他
のパターンをコピーして編集する場合は、コピー元を選択の上、OKボ
タンを押してください。」というメッセージが表示されます。下記の2 通
りの設定方法から選択してください。

• パターンを新規作成 
未設定のパターンに新しく動作を追加していきま
す。 
[OK]ボタンにタッチしてください。

• 設定済みのパターンを流用 
設定済みのパターンの動作を流用して設定します。 
コピー元（設定済みのパターン）を選択して [OK]
ボタンにタッチしてください。 
設定済みのパターンの動作が、コピー先（選択して
いる未設定のパターン）にコピーされます。

設定済みのパターン

コピー元
を選択

コピー先
（未設定のパターン）
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パターンの設定変更
設定済みのパターン番号にタッチしてから、  ボタンにタッチして「動
作番号選択」画面を表示させます。
選択したパターン番号が他のグループ・曜日（日付）にも割当てられている
場合、「このパターンは別のスケジュールでも使用しています。違うパター
ン番号を選択してください。」というメッセージが表示されます。選択した
曜日または日付のスケジュールだけを変更する場合は、未設定のパターン
番号を選択して、[OK]ボタンにタッチします。同じパターンが割り当てら
れているすべてのグループと曜日に変更を反映する場合は、[OK]ボタンに
タッチします。

[2] パターンの動作設定
(1) 動作番号の選択
「動作番号選択」画面で動作番号にタッチして「動作設定」画面を表示させま
す。

動作番号 スケジュール動作 動作番号 スケジュール動作

[ スクロール ]
ボタン

[ スクロール ]
ボタン

「動作番号選択」画面
（運転 / 停止、運転モード、
設定温度、風速を表示）

「動作番号選択」画面
（風向、リモコン操作禁止設定を表示）

• スケジュール動作は２ページにわたって表示され、[スクロール]ボタン
でページを切り換えます。
• 「動作番号選択」画面では、あるパターンの動作設定をコピーして他の動
作番号に貼り付けることができます。詳細は51ページを参照してく
ださい。
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(2) 動作設定
選択した動作番号の実行時刻と運転内容を「動作設定」画面で設定します。

アイコンにタッチして
設定を切り換えます。

冷房設定温度暖房設定温度

　　　  ボタンで
値を変更します。
▼ ▲

「動作設定」画面

「動作設定」画面
（デュアルオートモード）

• 設定可能な項目は、実行時刻、運転/停止、運転モード、風速、風向（上
下）、設定温度、リモコン操作禁止設定（運転/停止、運転モード、設定温
度、メンテナンスサイン）です。
※ ルーバー/左右風向は設定できません。
• アイコンの説明は54ページを参照してください。

動作設定が完了したら [OK]ボタンにタッチして「動作番号選択」画面に戻
ります。

パターン割付とパターンの動作設定を繰り返してスケジュール設定を完了
したら、[戻る]ボタン  にタッチして「時計とスケジュール」画面に戻
ります。
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[3] スケジュールのコピー・貼付・削除・挿入
 ボタンの一番左にあるチェックボックス  にタッチして

チェック  を入れると、  コピー、  貼付、  削除、  挿入ボタンが有
効になります。

[4] 既存のスケジュールのコピーと貼付
スケジュールのコピーには、下記 ① ～ ③ のコピー・貼付方法があります。
① グループ間のコピー ···········  グループの１週間分のパターン割付を他の

グループにコピーします。
② 曜日（日付）間のコピー ·····  曜日（日付）に設定されたパターンを他の曜

日（日付）にコピーします。
③ 動作間のコピー ··················  設定された動作内容を他の動作番号にコ

ピーします。
  （実行時刻はコピーされません。貼付後に設

定してください。）

コピー・貼付
手順
1. チェックボックス  にタッチしてチェック  を入れる。
2. コピーしたい項目にタッチする。
• 選択された項目には赤いチェックマークが付きます。 

① グループ間のコピー時にタッチ

③ 動作間のコピー時にタッチ

② 曜日（日付）間のコピー時にタッチ

3. [コピー]ボタンにタッチする。 
選択した項目が青くハイライトされます。 
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4. 貼り付け先の項目にタッチする。
• 複数の項目が選択できます。
• 選択された項目には赤いチェックマークが付きます。 

5. [貼付]ボタンにタッチする。
6. 次に表示される画面で [OK]ボタンにタッチする。

[5] スケジュールの削除
手順
1. チェックボックス  にタッチしてチェック  を入れる。
2. 削除する項目にタッチする。
• ① グループ単位、② 曜日（日付）単位、 ③ 動作単位で削除できます。
• 複数の項目が選択できます。 

3. [削除]ボタンにタッチする。
4. 次に表示される画面で [OK]ボタンにタッチする。

[6] 動作設定の追加
手順
1. 新たに動作設定を追加したい位置の動作番号にタッチする。
• 選択された行に赤いチェックマークが付きます。 

2. [挿入]ボタンにタッチする。 
選択された動作番号が空白となり、元々あった動作設定が1つずつ下に
ずれます。
• 設定可能な最大数（16件）の動作設定がすでに登録されている場合、
新しい行は挿入できません。
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 アイコンの説明
（空調機グループとロスナイグループ）

機能 非選択 ※ 1 設定オプション

運転 /停止
運転（緑） 停止（黒）

運転モード
冷房 ドライ 送風 自動、デュアル

オートモード
暖房

普通換気 熱交換換気 自動換気

風速
静 弱 中 強 自動

風向（上下）
設定１ 設定2 設定3 設定4 設定5 スイング 自動

※2

リモコン
操作禁止
（運転 / 停止） 許可 禁止

リモコン
操作禁止
（運転モード） 許可 禁止

リモコン
操作禁止
（設定温度） 許可 禁止

リモコン
操作禁止
（フィルターサ
インリセット）

許可 禁止

（汎用機器グループ）
機能 非選択 ※ 1 設定オプション

運転 / 停止
運転（緑） 停止（黒）

※1 スケジュールされていない機能のアイコンは、「動作設定」画面以外に
は表示されません。

※2 上下風向と左右風向の操作が可能な場合、どちらかの機能で自動を設
定するともう片方の設定も連動し、自動となります。
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5-1-3. ナイトセットバック機能の設定
メインメニュー > 動作設定 > 時計とスケジュール > ナイトセットバック制御
ナイトセットバック機能は設定した時間帯に室温が一定の温度範囲外と
なったときに、自動的に暖房または冷房運転を開始して、室内の結露や過度
の温度上昇を防止する機能です。（空調機停止中のみ有効です。）
お知らせ
• ナイトセットバック機能は、①有効/無効ボタンが有効かつ時間帯、温度
範囲、対象グループが正しく設定されている場合に有効となります。
• 空調機の吸込温度センサで室温を計測している場合、空調機が長時間運
転していない場合や室内空気が新鮮でない場合は、正確に室温を計測で
きない場合があります。正確な室温を計測するために外付けの温度セン
サまたはリモコンのセンサの使用を推奨します。
• 温度設定または運転/停止やタイマーが禁止されているユニットではナ
イトセットバック機能は使用できません。
• ナイトセットバックとデュアルオートモードはともに冷暖を切り換えて
室温を一定の温度範囲内に保ちますが、ナイトセットバックは、機能の
ひとつで、デュアルオートモードは運転モードのひとつです。
• ナイトセットバック制御中に [運転/停止][運転モード][設定温度]を
変更した場合はその状態を維持します。
※ 空調機を停止させると、ナイトセットバック機能が再び有効となり
ます。

• 運転モードの変更が禁止されている場合または運転モードの選択が限定
されているユニットでは、ナイトセットバック機能は正常に動作しない
ことがあります。
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ナイトセットバック制御が有効の場合、空調機グループは以下のように運
転します。

温度が下限温度を下回ったとき（暖房制御）

  21ºC
室温

下限温度
12ºC
暖房
運転
21ºC

暖房
運転
21ºC

暖房
停止

暖房
停止
21ºC

ナイトセット
バック制御開始

ナイトセットバック制御終了
（温度が3ºC 上昇または制
御時間帯が終了した時点で）

ナイトセットバック制御時間帯

温度が上限温度を上回ったとき（冷房制御）

 

冷房
運転
24ºC

冷房
停止

冷房
運転
28ºC

冷房
停止
24ºC

ナイトセットバック制御時間帯

ナイトセット
バック制御開始

3ºC上限温度
28ºC

24ºC

室温

手順

1. 「時計とスケジュール」画面の [ナイ
トセットバック設定]ボタンにタッ
チする。

2. ポップアップ画面のメッセージの内
容を確認し、[OK]ボタンにタッチす
る。

⑤

②

⑦

⑥

①
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3. ① [ナイトセットバック有効/無効]ボタンにタッチする。 
ナイトセットバック機能を有効にします。 
 ：ナイトセットバック有効 
 ：ナイトセットバック無効

4. ② ボタンにタッチする。 
「制御時間帯・上限/下限温度設定」画
面を表示させ、必要な項目を設定し
ます。

③

④

ナイトセットバック制御時間帯の設定
③ ▼ ▲  ボタンにタッチして、制御時間帯を設定します。

上限/下限温度の設定
④ ▼ ▲  ボタンにタッチして、上限温度と下限温度を設定します。
上限・下限ともに「--」に設定されている場合、ナイトセットバック制御は行
われません。

[OK]ボタンにタッチしてポップアップ画面を閉じ、「ナイトセットバック
設定」画面に戻ると、新しい設定が画面上の ② の部分に表示されます。
[キャンセル]ボタンにタッチすると、画面上 ② ボタンに記載された設定
に変更を反映せずにポップアップ画面を閉じます。

5. グループごとに異なる上限/下限温度を設定するには ⑤ ボタンにタッ
チする。 
一括操作設定と異なる温度に設定されているグループの ⑥ [グループ] 
ボタンはオレンジ色の下線付き  で表示されます。

6. ⑥ の [グループ] ボタンから対象となるグループを選択する。 
工場出荷時はすべてのグループが選択されています。

7. ⑦ [設定保存] ボタンにタッチする。
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お知らせ
• 上限温度と下限温度の差は、4ºCより狭めることができません。
• 設定温度は片側のみの設定も可能です。
• 設定可能な温度範囲は接続されているユニットにより異なります。
• 空調機以外のグループは選択できません。
• 制御時間帯の開始時刻と終了時刻を同じ時刻に設定した場合は24時間
設定となります。
• ナイトセットバック設定は「時計とスケジュール」画面の「スケジュール
情報」画面から確認できます。

5-1-4. 週間スケジュールと1日スケジュール設定の確認
メインメニュー > 動作設定 > 時計とスケジュール > スケジュール情報
空調機とロスナイグループ以外が登録されている場
合、「スケジュール情報」画面が表示される前に右図
の「設定対象の選択」画面が表示されます。設定する
ユニットの機種を選択して [OK]ボタンにタッチし
ます。

手順
1. 「時計とスケジュール」画面の [スケジュール情報]ボタンにタッチする。

[ 週間 ]タブ [1日 ]タブ

曜日（日付）マスには週間 /1 日スケジュールのパターン
番号が表示されます。

季節設定（週間スケジュールのみ）

• 「週間」画面
グループと曜日に割り当てられたパターン番号が表示さ
れます。1 日スケジュールが割り当てられたマスの左上
隅に（ 　）が表示されます。
1 日スケジュールは週間スケジュールより優先されます。
• 「1 日」画面
特定の日付に設定されている1 日スケジュールのパター
ン番号を表示します。

2. [週間]タブまたは [1日]タブにタッチする。
3. スケジュールをチェックしたいグループの行にタッチする。
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4. 曜日のパターン番号にタッチする。 
その曜日のスケジュールがパターン番号の下に表示されます。

パターン番号

選択したパターンにスケジュールされた動作設定

ナイトセットバック機能有効時間帯

• 選択したパターンの設定がされている場合のみ表示さ
れます。

• 選択したグループが対応していない機能は赤いアン
ダーバーで表示され、その機能は実行されません。

 アイコンの説明については 54ページ を参照してくだ
さい。

• ナイトセットバック機能が有効な時間帯は表中に黄色い
線で示されます。

5. [<][>]ボタンにタッチする。 
スケジュールされた動作設定を確認します。[閉じる]ボタンにタッチし
て前の画面に戻ります。

6. 「時計とスケジュール」画面に戻ってスケジュール設定を変更するには、
 [戻る]ボタンにタッチして「スケジュール設定」画面を呼び出す。
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5-2. 動作設定 ― 一括操作設定

5-2-1. 一括操作の設定
メインメニュー > 動作設定 > 一括操作設定

[1] 一括運転/停止機能を実行するグループを選択する
手順

1. 「一括操作設定」画面で [運転/停止]
ボタンにタッチする。

2. ポップアップ画面のメッセージの内
容を確認し、[OK]ボタンにタッチす
る。

3. Ⓐ の [グループ]ボタンから対象と
なるグループを選択する。 
工場出荷時はすべてのグループが選
択されています。

4. Ⓑ [設定保存]ボタンにタッチする。

[グループ名一覧表示] ボタン
グループ名をリスト表示します。

[全選択] ボタン
すべてのグループを選択します。

Ⓐ

Ⓑ

お知らせ
• 一括運転/停止機能に対応していない汎用機器グループは選択できませ
ん。
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[2] ［節電］ボタン押し時に温度スライド機能を実行するグ
ループを選択する

手順

1. 「一括操作設定」画面で [温度スライ
ド]ボタンにタッチする。

2. ポップアップ画面のメッセージの内
容を確認し、[OK]ボタンにタッチす
る。

3. Ⓒ のボタンから設定温度の補正に使
用する値を選択する。

4. Ⓐ の [グループ]ボタンから対象と
なるグループを選択する。 
工場出荷時はすべてのグループが選
択されています。

5. Ⓑ [設定保存]ボタンにタッチする。

[グループ名一覧表示] ボタン
グループ名をリスト表示します。

[全選択] ボタン
すべてのグループを選択します。

Ⓐ

Ⓒ

Ⓑ

お知らせ
• 温度スライド機能とは、設定温度に対し、補正値を一時的に加算・減算す
る機能です。
• 温度スライド実行時、冷房・ドライモードで運転中のグループには［＋］
補正、暖房モード運転中のグループには［－］補正をします。
• 自動モード、デュアルオートモードでは温度スライドは動作しません。
• 温度スライド実行中に温度スライド解除操作を行った場合、元の設定温
度に戻ります。だだし、温度スライド実行中に運転モードまたは設定温
度が変更されたグループは温度スライドが解除されますが、元の設定温
度に戻りません。
• この機能に対応していない汎用機器、ロスナイグループは、選択できま
せん。
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[3] 外部入力の緊急停止信号が入力された場合に緊急停止す
るグループを選択する

手順

1. 「一括操作設定」画面で [緊急停止　
エリア指定]ボタンにタッチする。

2. 「ログイン」画面ではパスワードを入
力し [ログイン]ボタンをタッチす
る。 
ログインの詳細は68ページを参
照してください。パスワードが一致
すると、「緊急停止　エリア指定」画
面が表示されます。

3. Ⓐ の [グループ]ボタンから対象と
なるグループを選択する。 
工場出荷時はすべてのグループが選
択されています。

4. Ⓑ [設定保存]ボタンにタッチする。

[グループ名一覧表示] ボタン
グループ名をリスト表示します。

[全選択] ボタン
すべてのグループを選択します。

Ⓐ

Ⓑ

お知らせ
• 緊急停止受信禁止が設定されている場合や、グループ登録時に「操作禁
止（監視のみ）」が設定されている場合の汎用機器グループは選択できま
せん。
• 外部入力の緊急停止信号の詳細は据付工事説明書の「外部信号入力」を参
照してください。
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[4] 外部入力の一括停止信号が入力された場合に停止するグ
ループを選択する

手順

1. 「一括操作設定」画面で [一括停止　
エリア指定]ボタンにタッチする。

2. 「ログイン」画面ではパスワードを入
力し [ログイン]ボタンをタッチす
る。 
ログインの詳細は68ページを参
照してください。パスワードが一致
すると、「一括停止　エリア指定」画
面が表示されます。

3. Ⓐ の [グループ]ボタンから対象と
なるグループを選択する。 
工場出荷時はすべてのグループが選
択されています。

4. Ⓑ [設定保存]ボタンにタッチする。

[グループ名一覧表示] ボタン
グループ名をリスト表示します。

[全選択] ボタン
すべてのグループを選択します。

Ⓐ

Ⓑ

お知らせ
• グループ登録時に「操作禁止（監視のみ）」が設定されている汎用機器グ
ループは選択できません。
• 外部入力の一括停止信号の詳細は据付工事説明書の「外部信号入力」を参
照してください。
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5-3. 動作設定 ― グループアイコン設定

5-3-1.  「ホーム」画面の[グループ]アイコンに操作モードを
割り当てる

メインメニュー > 動作設定 > グループアイコン設定
「動作設定」画面の [グループアイコン設定]ボタンにタッチします。

①

②

操作モード１
[グループ]アイコンにタッチすると、そ
のグループの運転/停止を切り換えま
す。

操作モード２（工場出荷時）
「グループ」画面に移行する前に、複数
のグループが選択できます。グループ
を1つ/複数選択してから[操作]ボタン
にタッチすると「グループ」画面/「複数
グループ選択」画面を表示します。

操作モード3
[グループ]アイコンにタッチすると、
「グループ」画面を表示します。

手順
1. ① [操作モード１][操作モード２][操作モード３]ボタンのいずれかに
タッチして選択する。

2. ② [設定保存]ボタンにタッチする。
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5-4. 制限設定
5-4-1.  操作ロックをかける機能と、操作ロックを解除する

パスワードの設定

メインメニュー > 制限設定 > 操作ロック

(1) 操作ロックをかける機能の選択

②①[カテゴリ]ボタン

③

[操作ロック/解除]ボタン
各機能の操作ロック/ 解除を設定
するボタン

[設定保存]ボタン
設定を保存します。

手順
1. 「制限設定」画面で [操作ロック]ボタンにタッチする。
2. 「ログイン」画面でパスワードを入力して [ログイン]ボタンにタッチす
る。 
ログインの詳細は68ページを参照してください。パスワードが一致
すると、「操作ロック」画面が表示されます。

3. 操作ロックしたい機能が含まれる ① [カテゴリ]ボタンにタッチする。 
上図のような画面が表示されます。（各カテゴリに含まれる機能項目と
操作ロック対象の関係は次ページの表を参照してください。）

4. 操作ロックを有効にしたい機能項目 ② [操作ロック/解除]ボタンに
タッチして  の表示になるように変更する。 
（  が表示されている機能項目は、操作ロックされません。）
5. ③ [設定保存]ボタンにタッチする。
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各カテゴリに含まれる機能項目
[カテゴリ]ボタン 項目 機能

物理キー，
タッチパネル　

運転 /停止 [一括運転/停止]ボタン※1
節電 [節電]ボタン※1
ホーム [ホーム]ボタン※1
スクリーン タッチパネル操作※2

「メニュー」画面　 メインメニュー [メインメニュー]ボタン

「ホーム」画面　

運転 /停止 [運転/停止]ボタン※3 ※ 4
運転モード [運転モード]ボタン※3 ※ 4
設定温度 [設定温度]ボタン※3 ※ 4
風速 [風速]ボタン※3 ※ 4
スケジュール
有効 / 無効 [スケジュール有効/無効]ボタン※3 ※ 4

※1 操作ロックされている場合、ボタン操作時に該当ボタンのLEDが２度
点滅します。

※2 タッチパネル操作をロックした場合、「ホーム」画面では [操作ロック]
ボタンしか操作できなくなるため、カテゴリ  や  は選択で
きません。

※3 「ホーム」画面上に表示されるボタンのみが操作ロックの対象です。
※4 「ホーム」画面上では操作ロックされている機能のアイコンに  が表

示されます。

(2) 操作ロックの実行/解除
「操作ロックをかける機能の選択」で1
つでも [ロック/解除]ボタンを操作
ロック  に設定すると、「ホーム」画面
に⑤ [操作ロック]ボタンが表示されま
す。
お知らせ
• 「ホーム」画面で⑤[操作ロック]ボタンを2秒以上押し続けると、選択し
た機能が操作ロック/解除となります。
• 解除時は、ログインパスワードが要求される場合があります。

⑤
[操作ロック]
ボタン
     ：操作ロック
　  ：解除
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(3) 操作ロック解除パスワードの設定
手順

1. 「制限設定」画面で [操作ロック]ボタンにタッチする。
2. 「ログイン」画面でパスワードを入力して [ログイン]ボタンにタッチす
る。 
ログインの詳細は68ページを参照してください。パスワードが一致
すると、「操作ロック」画面が表示されます。

3. ①  ボタンにタッチする。 
右図のような画面が表示されます。

4. 操作ロックを解除する時にパスワー
ド入力を不要にするには ② [ワン
タッチ]にタッチして選択状態にす
る。 
操作ロックを解除する時にパスワー
ド入力要求するには ② [パスワー
ド]にタッチして選択状態にします。

5. ③ [設定保存]ボタンにタッチする。

②

① ③
[設定保存]ボタン
設定を保存します。

お知らせ
• 操作ロックの解除に使用するパスワードは、ログインパスワードと共通
です。
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[1] ログイン手順
手順

1. タッチパネル上の ① 入力キーボー
ドで、パスワードを入力する。 
文字を削除するには ②  にタッ
チします。

2. ③ [ログイン]ボタンにタッチする。 
パスワードが一致すると、「操作ロッ
ク」画面が表示されます。

④

②

① ③

お知らせ
• 初期ログインパスワードは「0000」です。パスワードは必要に応じて変
更してください。
• パスワードを忘れた場合はマスターパスワードを使用してログインする
ことができます。マスターパスワードは「105638」です。

[2] パスワードを変更する
手順

1. 「ログイン」画面でパスワードを入力
して④  ボタンにタッチする。 
右図のような画面が表示されます。

2. ⑤「新しいパスワード」欄に新しいパ
スワードを入力する。 
* パスワードは４文字以上８文字以
下で設定してください。文字を消去
するには⑧  にタッチします。

3. ⑥「新しいパスワード（再入力）」欄に
タッチして新しいパスワードを入力
する。

4. ⑦ [OK]ボタンにタッチする。 
変更を反映して前の画面に戻りま
す。

⑥

⑤

⑧

⑦
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5-4-2.  各グループのリモコンに対し設定可能な温度範囲
を制限する

メインメニュー > 制限設定 > 設定温度範囲制限

③

①[グループ名一覧表示]ボタン
　グループ名をリスト表示します。

②[グループ]ボタン
　編集したいグループ番号にタッチ
　します。

[設定]ボタン
選択したグループの設
定温度範囲制限を変更
します。

[全選択]ボタン
すべてのグループを選択します。

　　　ボタン
ページを切り換えます。
（ページごとに４グループ、表示されます。）

▼ ▲

手順
1. 「制限設定」画面の [設定温度範囲制限]ボタンにタッチする。
2. ポップアップ画面のメッセージの内容を確認し、[OK]ボタンにタッチ
する。

3. 「設定温度範囲制限」画面の ② [グループ]ボタンにタッチして設定を変
更するグループを選択する。

4. ③ [設定]ボタンにタッチする。
5. 右記のポップアップ画面の ④ ▼ ▲  ボタンで各運転モード（冷房・暖
房・自動）の設定温度範囲を設定する。
下限温度を未設定にするには ▼  ボタンにタッ
チして、 - -  を表示します。
上限温度を未設定にするには ▲  ボタンにタッ
チして、 - -  を表示します。
接続されるリモコンによっては、一部の温度範
囲を制限できない場合があります。 ④ ⑤
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6. ⑤ [OK]ボタンにタッチして設定を保存する。

お知らせ
• 設定可能な設定温度範囲と運転モードは室内ユニットとリモコンの機種
により異なります。
• 運転モードでデュアルオートモードが設定可能な場合、設定温度範囲制
限の操作に下記の制約が加わります。
• デュアルオートモード（冷房）の設定温度範囲は冷房で設定します。
• デュアルオートモード（暖房）の設定温度範囲は暖房で設定します。
• 冷房と暖房の設定温度範囲は、以下の条件で設定できます。 
冷房上限設定が暖房上限設定よりも高く、温度差（D) が最小温度差
以上（35ページ参照） 
冷房下限設定が暖房下限設定よりも高く、温度差（D) が最小温度差
以上（35ページ参照）
• 操作により上限もしくは下限設定の温度差（D) が最小温度差未満と
なる場合には、温度範囲内で両方の設定温度範囲が同時に変更され
ます。

• スリム機種に接続されているリモコンの設定温度範囲は本機からは制限
できません。リモコンの設定温度範囲制限機能を使用してください。
• 過度の設定温度範囲制限をかけると、システムチェンジオーバー機能で
冷暖の切換えが正しく機能しない場合があります。システムチェンジ
オーバー機能を利用する場合、設定温度範囲制限機能を使用しないこと
を推奨します。
• ロスナイ、汎用機器は設定温度範囲制限機能に対応していません。
• 同一システム内に複数のシステムコントローラが存在する場合、設定温
度範囲制限は1台からのみ行ってください。 
各システムコントローラより設定温度範囲制限を設定してしまうと、設
定内容が重複してしまい、設定どおりの動作ができなくなります。
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5-4-3.  リモコンと他のコントローラからの運転/停止、運
転モード、設定温度、メンテナンスサインリセット、
風速、風向操作とタイマー実行の禁止設定

お知らせ
以下の場合には [リモコン操作禁止設定]ボタンに  が表示され、この機
能は使用できません。
• 操作禁止設定が「使用しない」に設定されている場合
※ 上記設定については、据付工事説明書「初期設定」を参照してください。

メインメニュー > 制限設定 > リモコンの操作禁止設定

③

②[グループ]
　ボタン
　操作禁止の
　設定を行う
　グループ番号
　にタッチします。

[設定]ボタン
選択したグループの操作禁止/
許可を設定します。

[全選択]ボタン
すべてのグループを選択します。

[スクロール]ボタン

　　　ボタン
ページを切り換えます。
（ページごとに４グループ、表示
されます。）

▼ ▲

①[グループ名
　一覧表示]
　ボタン
　グループ名を
　リスト表示します。

運転/ 停止、運転モード、設定温度

メンテナンスサイン、
風速、風向

タイマー
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お知らせ
• 操作が禁止されている項目のアイコンの上に  が表示されます。
• 設定できる禁止項目は、グループの機種により異なります。 

空調機グループ ロスナイグループ
① 運転 /停止 ○ ○
② 運転モード ○ ×
③ 設定温度 ○ ×
④ メンテナンスサイン
　（フィルターサインのリセット） ○ ○

⑤ 風速 　　○※1 ×
⑥ 風向（上下 /左右） 　　○※1 ×
⑦ タイマー 　　○※1 ×

※1 接続される室内ユニット、リモコン、コントローラの機種によって
は、操作禁止の風速・風向（上下/左右）・タイマーの項目は表示さ
れません。

手順
1. 「制限設定」画面の [リモコン操作禁止設定]ボタンにタッチする。
2. ポップアップ画面のメッセージの内容を確認し、[OK]ボタンにタッチ
する。

3. 「リモコン操作禁止設定」画面の ② [グルー
プ]ボタンにタッチして設定を変更するグ
ループを選択する。

4. ③ [設定]ボタンにタッチする。
5. 手順３で選択されたグループに２種類以上
の機種が含まれる場合（空調機、ロスナイ）、
「機種選択」画面が表示される。 
設定を変更したい機種を選択します。

6. 右記ポップアップ画面の ④ ボタンにタッ
チする。 
各項目の操作禁止・許可を切り換えます。

7. ⑤ [OK]ボタンにタッチして設定を保存す
る。

④
⑤

ボタンにタッチするたびに、
下記の順序で表示が切り換
わります。

操作禁止 操作許可
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お知らせ
• 「リモコン操作禁止設定」画面には常に最新の操作禁止・許可状態が表示
されます。ある項目の操作禁止・許可状態に変更があった場合は、画面が
更新されます。（マークの表示・非表示が切り換わります。）
• 操作禁止が設定可能な（操作禁止設定で「使用する」を選択している）場
合、他のコントローラから本機に操作禁止を設定することはできません。

5-4-4. 運転モード切換制限（季節設定）

お知らせ
以下の場合には [運転モード切換制限]ボタンに  が表示され、この機能
は使用できません。
• 本機が下位コントローラに設定されている場合
• システムチェンジオーバー機能が使用可能な場合
※ 上記設定については、据付工事説明書「初期設定」を参照してください。

メインメニュー > 制限設定 > 運転モード切換制限
本機・リモコン・他のコントローラからのすべてのグループに対する運転
モードの選択が制限できます。
例えば、季節によって運転モードの選択が制限できます。
冷房モード制限（冬期）、暖房モード制限（夏期）、冷房・暖房モード制限（中
間期）

④

②①

③
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手順
1. 「制限設定」画面の [運転モード切換制限]ボタンにタッチする。
2. ① ボタンにタッチする。 
運転モードを制限します。
※ ① ボタンにタッチするたびに、下記の順序で表示が切り換わります。

① ボタンの設定内容 説明
制限なし 制限が解除されます。

冷房モード制限 冷房・ドライ・自動モード・デュアルオートモードは [運転モード]
ボタンから選択できません。

暖房モード制限 暖房・自動モード・デュアルオートモードは [運転モード]ボタン
から選択できません。

冷房+ 暖房モード制限 冷房・ドライ・暖房・自動モード・デュアルオートモードは
[運転モード]ボタンから選択できません。

グループごとに異なる制限を設定するには ② ボタンにタッチします。
① ボタンと異なる制限を適用したグループの ③ [グループ] ボタンはオレ
ンジ色の下線付き  で表示されます。

3. ③ の [グループ]ボタンから対象となるグループを選択する。
4. ④ [設定保存]ボタンにタッチする。 

お知らせ
• 室内ユニットの機種によってはこの機能を使用できない場合がありま
す。その場合、リモコンや他のコントローラに対して運転モード切換制
限は適用されません。
• この機能に対応していない汎用機器、ロスナイグループは、選択できま
せん。
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5-5. コントロールパネル
5-5-1. 「ホーム」画面・「メニュー」画面の表示形式を設定する

メインメニュー > コントロールパネル > 表示設定
手順
1. 「コントロールパネル」画面の [表示設定]ボタンにタッチする。 
「表示設定」画面は1/5から5/5まで5ページあります。
2. ④ ▼ ▲  ボタンでページを切り換える。
3. すべての設定が完了したら ⑤ [設定保存]ボタンにタッチする。

[1] 「表示設定」画面:1/5

①
②

③

⑤

④

(1) 表示言語を選択する
手順
1. 「表示設定」画面（1/5）の ① [言語]ボ
タンにタッチする。

2. ポップアップ画面の ⑥ ボタンから使
用したい言語にタッチする。

3. ⑦ [OK]ボタンにタッチする。 
前の画面に戻ります。

⑥

⑦
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(2) 温度表示単位を設定する
「表示設定」画面（1/5）の ② [温度表示単位]ボタンにタッチして ℃ と  
℉ と 1℃ を切り換えます。
• ℉：温度が華氏で表示されます。
• ℃：温度が摂氏で表示されます。（接続される機種によって0.5℃単位ま
たは1℃単位で表示されます。）
• 1℃：温度が摂氏（1℃単位）で表示されます。

(3) 室温の表示・非表示を切り換える
「表示設定」画面（1/5）で ③ [室温表示]ボタンにタッチして、表示「する」・
「しない」を切り換えます。

[2] 「表示設定」画面:2/5

⑧

⑨

⑤

(1) 自動モード/デュアルオートモード運転時の冷房・暖房モード
アイコンの表示・非表示を切り換える

⑧ [自動モード表示]ボタンにタッチして表示（  ）・非表示（ - -  ）を
切り換えます。
例：「ホーム」画面 表示 非表示
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(2) バックライトの消灯時間を設定する
⑨ [バックライト消灯時間] ボタンにタッチする。
未操作の時間が設定時間を経過するとバックライトが消灯します。
※ ボタンにタッチするたびに、下記の順序で表示が切り換わります。 
1 分 → 3 分 → 5 分 → 7 分 → 10 分

異常が発生している間はバックライトは点灯したままになります。

[3] 「表示設定」画面:3/5

⑫

⑬⑩

⑤

「グループ名称設定」画面

⑪

(1) グループ名を変更する
手順
1. 「表示設定」画面（3/5）の ⑩ [グループ名称設定画面に移動]ボタンに
タッチする。

2. 「グループ名称設定」画面で変更したいグループの ⑪ [グループ名]ボタ
ンにタッチする。

3. ポップアップ画面でグループ名を入力する。（詳細は次ページを参照し
てください。） 
⑫ [コピー] ⑬ [貼付]ボタンでグループ名のコピー・貼付ができます。

4. ⑤ [設定保存]ボタンにタッチする。



78WT08932X01

5.使用方法・各種設定操作

(2) 文字入力画面

⑤

③

①

②

⑥

④

グループ名（最大16文字）などの文字列の入力は以下の手順でします。

(3) 文字列を入力する
手順
1. ① 、 、 、 、 、または  にタッチする。 
アルファベットの大文字、小文字、数字・記号、ひらがな、カタカナ、半
角カタカナを切り換えます。
※ 漢字入力はテンプレートからのみ選択可能です。

2. ② キーパッドから文字を入力する。
• 表示されていない文字は ③ ▼ ▲  ボタンで画面をスクロールして
表示させます。
• 入力ミスを修正するには、修正したい文字に ④ ◀ ▶  でカーソルを
合わせ、⑤ [削除]ボタンで消去するか、新しい文字を入力して上書
きします。

3. 設定が完了したら ⑥ [OK]ボタンにタッチする。 
前の画面に戻ります。
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(4) テンプレートを入力する
手順
1. ①  にタッチして「テンプ
レート入力」画面に遷移します。

2. ⑦ ボタンをタッチして、入力す
るテンプレートのカテゴリを選
択します。

3. ⑨ ボタンにタッチしてテンプ
レートを入力します。
• 表示されていないテンプレー
トは、 ⑧ ▼ ▲  ボタンで画面をスクロールして表示します。
• 入力ミス等は、「文字入力」画面の ④ ◀ ▶  でカーソルを合わせ、⑤ 
[削除]ボタンで消去するか、新しい文字を入力して上書きします。
• テンプレートを入力しない場合は、[閉じる]ボタンで「文字入力」画
面に戻ってください。
• テンプレートの一覧は96ページを参照してください。

[4] 「表示設定」画面:4/5

⑭

⑮

(1) ホーム画面のグループ番号の表示・非表示を切り換える
「表示設定」画面（4/5）の ⑭ [グループ番号表示] ボタンにタッチして表示
「する」と表示「しない」を切り換えます。
※ グループ番号の非表示は、「ホーム」画面（「グリッド（縮小）」画面は除
く）、「複数グループ選択」画面が対象です。

「テンプレート入力」画面

⑧
⑨

⑦
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(2) ホーム画面のグループアイコンを並べ替える
手順
1. 「表示設定」画面（4/5）の ⑮ [グループアイコン並び替え画面に移動]ボ
タンにタッチする。

2. ポップアップ画面のメッセージ内容を確認し、[OK]ボタンにタッチす
る。

3. 移動させたいグループアイコンにタッチする。
4. 移動先の位置にあるグループアイコンにタッチする。 
グループアイコンが指定した位置に移動します。

5. ⑱ [設定保存] ボタンにタッチする。
6. ⑯ [戻る]ボタンにタッチする。
• グループアイコンを並べ替えた結果は、「ホーム」画面にのみ反映さ
れます。「メインメニュー」画面等はグループ番号順となります。

移動させたい
グループアイコンにタッチ
（ここではグループ02）

移動先の位置にある
グループアイコンにタッチ
（ここではグループ07）

グループアイコンが指定
した位置に移動

（グループ02がグループ07
の位置に移動）

⑯

⑰

⑱

※ 本設定は、「ブロック」画面には反映されません。
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(3) ホーム画面のグループアイコンの並びを初期化（グループ番号
順）する

手順
1. ⑰ [オプション]ボタンにタッチする。
2. [初期化]ボタンにタッチする。
3. [OK]ボタンにタッチする。 
グループアイコンをグループ番号順に並べ替えます。

• グループアイコン並び替えの設定情報は、設定機から他のコントローラ
に送信できないため、各コントローラで設定してください。

[5] 「表示設定」画面:5/5

⑯

(1) グリッド（縮小/拡大）表示設定を変更する
「表示設定」画面（5/5）の ⑯ [グリッド（縮小/拡大）表示設定]ボタンにタッ
チして、「縮小/拡大」（初期値）・「拡大のみ」・「縮小のみ」を切り換えます。 

• 縮小/拡大 ：「グリッド」画面に [グリッド（縮小/拡大）画面]ボタン
が表示され、「縮小」画面と「拡大」画面の切り換えが可能
となります。

• 拡大のみ ： 表示される「グリッド」画面が「拡大」画面となります。
• 縮小のみ ： 表示される「グリッド」画面が「縮小」画面となります。
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5-5-2. 音量と画面輝度の調節

メインメニュー > コントロールパネル > ボリューム調節
「コントロールパネル」画面の [ボリューム調節]ボタンにタッチします。

①

②

③
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(1) 音量を調節する
手順
1. 「ボリューム調節」画面の ① [音量]ボタンにタッチする。
2. ボタンにタッチするたびに「レベル 0」→「レベル 1」→「レベル 2」→
「レベル 3」の順序で音量が切り換わります。
3. ③ [設定保存]ボタンにタッチする。

(2) 画面輝度を調整する
手順
1. 「ボリューム調節」画面の ② [明るさ]ボタンにタッチする。
2. ボタンにタッチするたびに「70%」→「80%」→「90%」→「100%」の
順序で輝度が切り換わります。

3. ③ [設定保存]ボタンにタッチする。

お知らせ
• 音量・画面輝度は変更後すぐに反映されますが、③ [設定保存]ボタン
にタッチするまでは保存されません。そのため、③ [設定保存]ボタンに
タッチする前に別の画面に移動すると、設定前の状態に戻ります。
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5-5-3. タッチパネルのタッチ位置を補正する
メインメニュー > コントロールパネル > タッチパネル補正

④

手順
1. 「コントロールパネル」画面の [タッチパネル補正]ボタンにタッチする。
2. 確認画面で [OK]ボタンにタッチする。
3. 画面上に表示される白い四角形（④）を左上から表示される順にタッチす
る。

4. ９個の補正点（□）すべてにタッチする。 
「コントロールパネル」画面に戻ります。
お知らせ
• 各補正点が表示されてから１分以内にタッチしなかった場合、すべての
入力を破棄（保存しない）し、「コントロールパネル」画面に戻ります。
• 指でタッチするとずれる場合がありますので先が細いものでタッチして
ください。
• 鋭利なものを使用すると画面に傷がつくことがあります。
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5-6. システム管理
5-6-1. 異常・メンテナンスサインの確認とリセット

メインメニュー > システム管理 > 状態リスト
「システム管理」画面の [状態リスト]ボタンにタッチします。

①

②

[異常発生アドレス]
異常・メンテナンスサイン発生中の
ユニットのM-NET アドレスが表示
されます。[異常発生台数]

異常発生台数を表示します。

[グループ名称]
異常・メンテナンスサイン発生
中のユニットを含むグループ
名が表示されます。

[異常コード]
発生している異常コードが表示さ
れます。

(1) 異常コードを確認する
手順
1. ① [異常]タブにタッチする。
2. 発生している異常の数、異常が発生しているグループ名、アドレス、異常
コードを確認する。

お知らせ
• 異常が発生した場合は異常コードを確認し、販売店またはサービス店に
連絡してください。
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(2) 異常コードをリセットする
手順
1. ① [異常]タブにタッチする。
2. ② [一括リセット]ボタンにタッチする。
3. ポップアップの [OK]ボタンにタッチする。
お知らせ
• 異常リセットしたグループはすべて停止表示となります。

③

④

⑤

[検知されたメンテナンスサインの数]
検知されたメンテナンスサインの数を表示します。

(3) メンテナンスサインが発生しているユニットの情報を確認する
• メンテナンスサインは、空調機とロスナイのフィルターサインの総称で
す。
手順
1. ③ [メンテナンスサイン] タブにタッチする。 
メンテナンスサインが発生しているユニットの数、グループ名、アドレ
スを確認します。

お知らせ
• メンテナンスサインが出ている場合、フィルターの洗浄、清掃、交換をし
てください。詳細は空調機またはロスナイの取扱説明書を参照してくだ
さい。

(4) メンテナンスサインをリセットする（例：フィルター清掃後など）
④ [リセット]ボタン       : 選択されたメンテナンスサインをリセットします。
⑤ [一括リセット]ボタン : すべてのメンテナンスサインをリセットします。
お知らせ
• [リセット]ボタンに  が表示されている場合は、リセットすることが
できません。
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5-6-2. システムチェンジオーバー機能の使用

お知らせ
以下の場合には [システムチェンジオーバー]ボタンに  が表示され、こ
の機能は使用できません。
• 本機が下位コントローラに設定されている場合
• 運転モード切換制限機能が使用可能な場合
※ 上記設定については、据付工事説明書「初期設定」を参照してください。

メインメニュー > システム管理 > システムチェンジオーバー
同じ室外ユニットに接続されているすべての室内ユニットの運転モード
（冷房・暖房）を、室温の変化により自動的に切り換えたい場合は、システム
チェンジオーバー機能を使用します。
この機能は、運転モードに「自動」がない機種を利用している場合で、朝のう
ちは暖房、午後に一斉に冷房に切り換えたい季節などに使用してください。
暖房運転しているユニットすべてを自動的に冷房運転に切り換えることが
できるため、手動ですべてのリモコンを冷房に切り換える必要がありませ
ん。
• 本機能は室外ユニット・他のコントローラのシステムチェンジオーバー
機能とは併用しないでください。
• システムチェンジオーバーモードを「平均」に設定した場合は各室内ユ
ニットの能力値を考慮した多数決方式で運転モードを切り換えます。
「代表グループ」に設定した場合は選択したグループの状態により15分
に１回冷房・暖房を判断して運転モードを切り換えます。なお、多数決
方式または代表グループの運転状態に応じて運転モードが決定されるた
め、寒い場所、暑い場所が生じる場合があります。
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お知らせ
• 過度の設定温度制限をかけると（69ページ参照）、システムチェンジ
オーバー機能で冷暖の切換えが正しく機能しない場合があります。
• 運転モードに「自動」がある機種、スリム機種、ロスナイ、汎用機器ユニッ
トではシステムチェンジオーバー機能は使用できません。

[運転モード]
現在の運転モードを表示します。
冷房：
暖房：

[モード切換ブロックNo.]
モード切換ブロックNo. を表示
します。ブロック内のすべての
ユニットは同じ運転モードで運
転します。モード切換ブロックは
冷媒配管の接続情報と各ユニッ
トのグループ設定情報から本機
が自動的に生成します。 [所属グループ]

対象のモード切換ブロックに属する室内ユニットのグループ番号を表示します。
切換モードに代表グループモードを選択した場合、この中から代表グループを
選択します。

[所属グループ詳細表示]
ボタン
対象のモード切換ブロックに
属する室外ユニットのアドレス
と室内ユニットのグループ名
を表示します。

①

②

③

※「ブロック設定」より設定され
たブロックとは異なります。

手順
1. 「システム管理」画面の [システムチェンジオーバー]ボタンにタッチす
る。

2. ① [切換モード] ボタンにタッチする。 
「なし」「平均」「代表グループ」を切り換えます。
切換モード 設定内容
なし（工場出荷時） システムチェンジオーバー機能を使用しない場合に選択します。

平均

室外ユニットに接続されたすべての室内ユニットのグループの
設定温度と室温の差、および室内ユニットのグループに含まれ
る各室内ユニットの能力値を考慮して運転モード（冷房・暖房）
を切り換えます。
• 停止しているグループ、送風・自動モードで運転しているグ
ループは運転モードを切り換えません。

代表グループ

代表グループの設定温度と室温の差で運転モード（冷房・暖房）
を切り換えます。
• 代表グループの空調機が停止している場合、および運転モー
ドが送風・自動モードの場合は、代表グループモードではな
く、平均モードで制御します。
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「代表グループ」を選択すると、現在代表グ
ループに選択されているグループが表示
されます。
• 代表グループを変更するには、② [代
表グループ]ボタンにタッチすると表
示される右記の画面で代表にしたいグ
ループを選択し、[OK]ボタンにタッチ
します。

お知らせ
• 代表グループ初期値はモード切換ブロック内でグループ番号が一番小さ
いグループです。

3. 「システムチェンジオーバー」画面の ③ [設定保存]ボタンにタッチす
る。

デュアルオートモード対応有無により、システムチェンジオーバーの動作
が変わります。
デュアルオートモード非対応グループの場合

設定温度
24℃

1.5℃ 

1.5℃ 

冷房運転

暖房運転

モード変更 (暖房→冷房) 

モード変更 (冷房→暖房) 

夏 冬 夏
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デュアルオートモード対応グループの場合

冷房設定温度
28℃ 

1.5℃ 冷房運転

暖房運転

モード変更 (暖房→冷房) 

1.5℃ 

モード変更 (冷房→暖房) 

夏 冬 夏

暖房設定温度
20℃

サーモ OFF サーモ OFF 

お知らせ
• 冷房設定温度 < 暖房設定温度とならないように、冷房設定温度と暖房
設定温度を設定してください。
• デュアルオートモード対応グループの場合、冷房設定温度と暖房設定温
度に大きな差があると、運転モードの切り替わりが遅れることがありま
す。冷房設定温度と暖房設定温度を可能であれば同じ温度に設定するこ
とを推奨します。
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6. お手入れ
お願い
• ベンジンやシンナー、化学雑巾などをコントローラに触れないでくださ
い。変色のおそれがあります。
• 汚れを落とす場合、水でうすめた中性洗剤を布につけ、よく絞った状態
でふき取り、乾いた布でふきあげてください。
※ 中性洗剤は、使用量の目安までうすめて使用してください。原液のま
まで使用しないでください。

[1] タッチパネルを掃除する

タッチパネル清掃画面

タッチパネル清掃画面ではタッチパネルの操作がロックされ、誤って設定
を変更することなく拭き掃除ができます。
手順
1. 「メインメニュー」画面で  アイコンにタッチする。 
上記画面を表示させます。

2. 掃除が終わったら、画面の４隅の数字を１、２、３、４の順番にタッチす
る。 
「メインメニュー」画面に戻ります。順番にタッチしないとすべてのボタ
ンの押下状態が解除されます。間違えた場合は、最初からやり直してく
ださい。
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7. 定期点検のお願い
本製品を含む冷暖房装置は、長期間の使用に伴い、製品を構成する部品に生
ずる経年劣化などにより、安全上支障が生じるおそれがあります。
冷暖房装置を良好な状態で長く安心してご利用いただくために、販売会社
または認定技術者と保守契約をすることで、技術者がお客様に代わって定
期的に点検いたします。
万一の故障時も早期に発見し、適切な処理を行います。
点検のご依頼・ご相談は、冷暖房装置に別添の「三菱電機 修理窓口・ご相談
窓口のご案内」にご連絡ください。
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8. 移転・移設時のお願い
増改築・引越しのため、製品を取外し、再据付けをする場合は、移設のため
の専門の技術や工事の費用が別途必要になります。
事前に、お買い上げの販売店、または指定のサービス店、またはメーカー指
定のお客様相談窓口（空調機器に別添）にご相談ください。
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9. 据付工事の確認と試運転
• 本製品の据付工事は、販売店が関連法規・資格などに基づき実施してお
ります。
• 据付工事完了後、次の事項をお客様自身でも確認してください。
• 販売店（工事店）が試運転を行う際、立ち会ってください。 
運転手順、安全を確保するための正しい使い方について、販売店（工事
店）から説明を受けてください。

内容 チェック欄
• 「安全のために必ず守ること」について説明を受け
ましたか。
• 運転手順、安全を確保するための正しい使い方につ
いての説明を受けましたか。
• 試運転に立ち会いましたか。
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10. 仕様
本体仕様

項目 仕様

電源 DC 17-32V（※1）
（M-NET接続のみ）

伝送線用給電ユニットまたは室外ユニット
からM-NET 伝送線を介して受電。本機の
消費電力係数（※２）は“6”です。

使用環境
温度

使用温度範囲 0℃～40℃
保管温度範囲 －20℃～+70℃

湿度 30%～90%RH（結露がないこと）
重量 0.5kg
外形寸法
（幅×高さ×奥行） 180× 120× 30mm

※1 市販のDC電源装置は使用できません。三菱電機製の伝送線用給電ユ
ニット（PAC-SC51KUなど）を使用してください。

※2 消費電力係数とはM-NET伝送線から受電し動作する機器の消費電力
を表す係数です。 
詳細は据付工事説明書「システム構成」の記載内容を参照してくださ
い。
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テンプレート一覧
カテゴリ テンプレート カテゴリ テンプレート カテゴリ テンプレート
部屋名 受付 共用部 食堂 会社名 印刷

貸室 書庫 機械
居室 倉庫 銀行
空室 厨房 建設
前室 通路 工業
店舗 廊下 産業
部屋 MDF室 支社
会長室 管理室 支店
社長室 機械室 証券
重役室 喫煙室 電機
役員室 休憩室 電気
所長室 給湯室 販売
秘書室 更衣室 保険
事務室 資材庫 自動車
応接室 守衛室 製作所
会議室 資料室 代理店
事務所 談話室 不動産
待合室 電気室 株式会社
印刷室 風除室 有限会社
作業室 ロビー 病院 医局
試験室 EVホール 受付
打合せ室 管理人室 個室
コア貸室 ゴミ置場 号棟
支店長室 エレベータ 売店
コピー室 玄関ホール 病室
役員会議室 サーバー室 薬局
来客コーナー 中央監視室 ICU室
打合せコーナー 女子更衣室 X線室

部署名 H.R. 男子更衣室 院長室
営業 ロッカー室 検査室
開発 運転手控室 材料室
技術 清掃員控室 手術室
工場 空調機械室 処置室
財務 エントランス 診察室
市場 喫煙コーナー 診療室
総務 ショールーム 調剤室
部門 ロッカールーム 婦長室
法務 サーバールーム 訓練室
サービス 自販機コーナー 副院長室

ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ
機能回復室
レントゲン室
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カテゴリ テンプレート カテゴリ テンプレート
学校 組 住宅 書斎

教室 寝室
歳児 浴室
学長室 廊下
校長室 娯楽室
教員室 洗面所
職員室 キッチン
講師室 クローク
演習室 子供部屋
音楽室 リビング
理科室 老人部屋
研究室 家政婦部屋
講義室 ダイニング
実習室 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ
準備室 メディア室
洗濯室 位置・

その他
東

体育館 西
大教室 南
図書室 北
美術室 前
保健室 後
面談室 左
遊戯室 右
保育室 大
乳児室 中
幼児室 小
事務長室 課
家庭科室 部
視聴覚室 新
多目的室 旧
普通教室 別
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室 館
進路指導室 棟
子育て支援室 室

窓
横
側
換気
空調
系統
床暖房
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11. 修理を依頼する前に
以下のことをお調べになって、それでも不具合があるときはご使用を中止
し、配線用遮断器（ブレーカー）を切（OFF）にしてから、お買上げの販売店
（工事店・サービス店）にご連絡ください。
No. 現象 原因の確認 対処方法

1

[運転/停止]ボタンを押し
たのに運転しない。
点灯したリモコンの運転表
示が消える。

配線用遮断器（ブレー
カー）が入っているか
確認してください。

配線用遮断器（ブレーカー）を
入れてください。

2

スケジュール設定をした日
時に機器が動作しない。

操作画面の「スケ
ジュール」が［無効］
になっている。

［有効］に変更してください。

当日スケジュールな
ど、優先度の高いスケ
ジュール設定と重複し
ている。

スケジュールの優先度は、高い
方から当日スケジュール、週間
スケジュールの順になります。

3

SDカードからソフトウェ
アの更新プログラムが読み
込めない。

• SDカードが正しく
セットできていな
い。

• 対応しているSD
カードを使用して
いない。

• SDカードが正しくセットさ
れているか確認してくださ
い。

• 据付説明書の「SDメモリー
カード使用方法」に記載して
いる。SDカードを使用して
ください。

4

表示されている設定温度が
設定した温度と違う。

以下の設定により、設
定温度が自動で変更さ
れる場合があります。
• スケジュール設定
• 温度スライド機能
が設定されている。

• システムチェンジ
オーバー機能が設
定されている。

• スケジュール設定により、自
動で設定温度が変更する場合
があります。当日、週間それ
ぞれのスケジュールを確認し
てください。

• 温度スライド機能により、設
定温度に対し、補正値を一時
的に加算・減算している場合
があります。

• システムチェンジオーバー機
能により運転モードが自動で
切り替わることがあります。

5

停止したはずなのに、勝手
に空調機が運転している。

以下の設定により、自
動で運転される場合が
あります。
• スケジュール設定
• ナイトセットバッ
ク機能が設定され
ている。

• スケジュール設定により、自
動で運転する場合がありま
す。当日、週間それぞれのス
ケジュールを確認してくださ
い。

• ナイトセットバック機能によ
り、停止中に自動的に運転す
る場合があります。
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11.修理を依頼する前に

No. 現象 原因の確認 対処方法

6

停止したはずなのに、勝手
にロスナイが運転してい
る。

以下の設定により、自
動で運転される場合が
あります。
• スケジュール設定
• 連動機(ロスナイ)
設定

• スケジュール設定により、自
動で運転する場合がありま
す。当日、週間それぞれのス
ケジュールを確認してくださ
い。

• 連動機(ロスナイ) 設定によ
り、空調機と連動して自動で
運転する場合があります。
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12.ご使用上の疑問

12. ご使用上の疑問
問題 解決策

[一括運転/停止]ボタンの LEDが点滅して
いる。

メインメニュー > システム管理 > 状態リス
トの順にタッチします。[異常]タブで異常
コードと異常発生アドレスを確認し、販売店
に連絡してください。
詳細は85ページを参照してください。

  が表示されている。 メインメニュー > システム管理 > 状態リス
トの順にタッチします。[異常] タブで異常
コードと異常発生アドレスを確認し、販売店
に連絡してください。
詳細は85ページを参照してください。

メンテナンスサインが表示されている。 メインメニュー > システム管理 > 状態リス
トの順にタッチします。
メンテナンスサインタブの画面でアドレスを
確認します。
メンテナンスサインが出ているユニットの取
扱説明書に従ってフィルターを掃除してくだ
さい。
詳細は85ページを参照してください。

操作ロックや操作禁止のアイコンが表示され
ていないのに、[ON/OFF]ボタンの操作が
できない。

① 「緊急停止モード（レベル入力）」が表示さ
れる場合 
外部入力インターフェースに緊急停止信
号が入力されると、本機が管理している
全空調機、ロスナイを停止します。緊急停
止入力信号が解除されるまで、本機、下位
コントローラ、リモコンの操作が禁止と
なります。

② 「緊急停止モード（レベル入力）」が表示さ
れない場合 
サービスメニューの初期設定で「運転/停
止モード（レベル入力）」が選択されてい
ます。 
意図した設定でない場合は、据付工事説
明書「初期設定」の外部入力モードを参照
して設定を変更してください。
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13.保証とアフターサービス

13. 保証とアフターサービス
13-1. 保証について
• 保証書は、必ず「お買上げ日（据付日または試運転完了日）・販売店名（工
事店名）」などの記入をお確かめのうえ、販売店（工事店）からお受け取り
ください。保証書は内容をよくお読みになったあと、大切に保管してく
ださい。
• 保証期間は、お買上げ日（据付日または試運転完了日）から１年間です。
• 保証期間内でも有料になる場合がありますので、保証書をよくお読みく
ださい。
• 製品の故障もしくは不具合より発生した、冷却温度上昇による健康障害
や食品劣化、水漏れ等による家財破損などの付随的損害の責について
は、ご容赦ください。

13-2. 機器予防保全の目安・消耗部品の交換周期目安

部品名 保全周期・交換周期
コントローラ 10年

• 保全周期・交換周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、保全
行為が生じるまでの目安期間を示しています。適切な保全設計のために
お役立てください。
• 保全周期・交換周期は、保証期間ではありません。
• 上表は、通常のご使用状態の場合であり、下記の項目に適合する場合は
「保全周期」の短縮を考慮してください。
• 温度・湿度の高い場所、あるいはその変化の激しい場所で使用される
場合。
• 電源変動（電圧、周波数、波形歪みなど）が大きい場所で使用される場
合。
• 振動、衝撃が多い場所に設定され使用される場合。
• 塵埃、塩分、亜硫酸ガスおよび硫化水素などの有害ガス・オイルミス
トなど良くない環境で使用される場合。
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13.保証とアフターサービス

13-3. 補修用性能部品の保有期間
当社は、この製品の補修用性能部品を製造打切後９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。

13-4. 修理を依頼されるときは（出張修理）
• 「11. 修理を依頼する前に」（98ページ）の項にしたがってお調べく
ださい。 
なお、不具合があるときは、ご使用を中止し、必ず配線用遮断器（ブレー
カー）を切（OFF）にしてから、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、販売店（工事店・サービス店）
が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。
• なお、離島および離島に準じる遠隔地への出張修理を行った場合には、
出張に要する実費を申し受けます。
• 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。 
料金などについては、販売店にご相談ください。点検・診断のみでも有料
となることがあります。 
ただし、補修用性能部品の保有期間が過ぎている場合は、修理できない
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
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。

• 機器の接続・機器の調整・取り扱い方法の説明なども修理料金に含まれ
ます。
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• ご連絡いただきたい内容（出張修理対象商品）

品名 取扱説明書の表紙に記載
形名 取扱説明書の表紙に記載
お買い上げ日 保証書発行の年月日：　　　　年　　月　　日
故障の状況 「できるだけ具体的に」
ご住所 「付近の目印なども」
お名前
電話番号
訪問希望日

• この製品は、日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用で
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.

●お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下
記のとおり、お取り扱いします。
1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り
扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら
びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用しま
す。

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容に記録を残すことが
あります。

3. あらかじめお客様からご了承をいただいている場合および下記の場
合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはあり
ません。
① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委
託する場合。

② 法令等の定める規定に基づく場合。
4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡
ください。
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ご不明な点は、まずお買い上げの販売店（工事店・サービス店）にお問い
合わせください。
お買い上げの販売店（工事店・サービス店）にご依頼できない場合は、「三
菱電機 修理窓口・ご相談窓口」（別紙）へお問い合わせください。
（所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、ご了
承願います。）



WT08932X01105

MEMO



106WT08932X01

MEMO



WT08932X01107

MEMO



WT08932X01

2018年8月作成

本社 〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）
 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（別紙）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)

便利メモ
お買上げ販売店名

電話番号

●長年ご使用のビル空調管理システムの点検を！愛情点検

こんな
症状は
ありま
せんか

ご使用
中止

事故防止の
ため、配線用
遮 断 器（ブ
レーカー）を
切（OFF）に
し、販売店に
点検・修理を
ご相談くださ
い。

●運転音が異常
に大きくなる。
●室内ユニット
から水がもれ
る。
●電源が頻繁に
落ちる。
●その他の異常
・故障がある。


