
7 現地設定

8 試 運 転
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「フィルター自動清掃中」が表示されます。

お客様のエアコンの設置条件や使用状況にあわせ、お客様とご相談のうえ、設定してください。
下記の３つの設定ができます。

１ ホコリ量設定
室内のホコリの多少に応じて設定してください。
● ホコリ量標準（一般事務所など）
● ホコリ量多い（衣類などを扱う物販店など）

２ 「ホコリ回収」サイン表示の間隔
室内のホコリの多少に応じて設定してください。

３ パネル表示灯（緑）の表示／非表示
パネル表示灯（緑）は次の運転状態を表示しますが、お客様のご希望に応じて非表示に設定してください。

１ 室内・室外ユニットおよび化粧パネルの電気品箱ふたが閉まっていることを
 確認してください。

２ 電源を投入してください。
化粧パネルの表示灯が１秒間点灯したそのあとに緑の点滅となり、初期化の動作を行います。

３ 電源投入後、２分程度経過してから試運転を行ってください。
リモコンによりエアフィルターの清掃動作を確認してください。

現地設定はリモコンの据付説明書にしたがって設定してください。（太枠内は工場出荷時の設定です）

ホコリ回収時期などをお知らせする赤色表示は非表示となりません。

設定項目

表示灯

緑
点灯

点滅

運転状態

空調運転

フィルター自動清掃運転

モード
NO.

設定
スイッチ
番号

設定ポジション番号

01

1250時間
（ホコリ量多い）

2500時間
（ホコリ量標準）

5000時間
（ホコリ量少ない）

空調運転・
フィルター清掃時
両方表示

空調運転・
フィルター清掃時
両方表示しない

フィルター清掃時
のみ表示可

ホコリ量多いホコリ量標準

（2）14（24）

14（24）

14（24）

（4）

（9）

02 03 04

－

－

－ －

２ ホコリ回収サイン表示の間隔

チェック項目 不良の場合の処置 チェック欄

エアフィルターが回転していますか。

スイングフラップが水平で固定になっていますか。

化粧パネルの表示灯が緑色で点滅していますか。

※化粧パネル固有の異常の場合、リモコンに「AH~」が表示されます。

● コネクタの接続を確認してください。

● 非表示設定としていないか確認してください。
● コネクタの接続を確認してください。

３ パネル表示灯（緑）の表示／非表示

１ ホコリ量設定

液晶表示部のバックライトについて
操作ボタンのいずれかを押すとバックライトが約30秒間点灯します。
バックライト点灯中にボタン操作を行ってください。（ただし、運転／停止を除く。）

据付工事を行ったあとに必ず読んで
これにしたがって現地設定・試運転を行ってください。オートクリーンパネル／エコオートクリーンパネル取付説明書〔2〕

BYCP160EEGF/BYCP160EAGF M16A061

化粧パネルのフィルター自動清掃の試運転は、室内ユニットの試運転が終了してから行ってください。
室内ユニット運転中は化粧パネルの試運転はできません。

〈注意〉 試運転は、取付説明書〔1〕 「 1 工事完了後のチェック項目」をチェックしてから行ってください。

〈注意〉 試運転終了後は、取付説明書〔1〕 「 2 引渡し時のチェック項目」をチェックしてください。

試運転時の確認事項

運転モード

１ 時間帯の指定運転

２ 自動制御運転

動作内容 時計設定

○

×

自動清掃開始時間帯設定

○

× または ○

８つの時間帯から指定した時間帯でフィルター清掃を開始します。
（工場出荷時の設定（午前０～３時））

化粧パネルの制御指令により自動でフィルター清掃を開始します。

リモコンによる試運転の操作方法

1 2

3 4

運転をしている場合は運転を停止してください。

インフォメーション画面で、
左右ボタンを同時に6秒以上
押し続けてください。
現地設定メニューが表示されます。

基本画面に「フィルター自動清掃中」
が表示されます。
表示は試運転が終了すると消えます。
試運転時間は、約10分です。
（ホコリ量標準設定の場合）

上下ボタンを押し、
「フィルター自動清掃試運転」を
反転表示します。
右ボタンを押して確定します。

6 フィルター自動清掃運転モードの設定

フィルター自動清掃運転は次の２つの運転モードのいずれかを選択することができます。

化粧パネル取扱説明書「　フィルター自動清掃設定について　」にしたがって運転モード（下表　　、　  ）を設定してください。
また引渡し時に、取扱説明書に沿ってお客様へ、設定した内容（下表　　、　  ）の説明を必ず行ってください。

1
1 ２

２

4P226617-7N
H297 × W420
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