


「あんしんスカイエア」  シリーズ
インターネットを通じて、最先端のエアコンと、

販売店、ダイキンの手厚いサポートが融合。

空調機は、新たな時代へ。

 販売店とダイキンが協力してお客様をサポート 販売店とダイキンが協力してお客様をサポート

常に見守って

くれているから安心

常に見守って

くれているから安心

常に見守って

くれているから安心

常に見守って

くれているから安心

最先端のエアコンと、
手厚いサポートが

で融合・進化!!
インターネットインターネットインターネット

販売店

・故障時の修理費0円!
・迅速な修理対応

・運転状態の見守り
・異常の監視

きめ細かいサービス
&

手厚いサポート

ダイキン

お客様

お客様と販売店、ダイキンが絶えずつながり　  　続ける、新時代のエアコン。

インターネットにつながるエアコン
「あんしんスカイエア」を発売

2015（平成27年）

「あんしん」「あんしん」「あんしん」「あんしん」「あんしん」「あんしん」

関東地区（ダイキンHVACソリューション東京）

限定商品

ダイキンとともに築きあげてきた、

高度な施工力&サポート力

 1978
 （昭和53年）  1985

 （昭和60年）

快 適

 1998
 （平成10年）

▶ ダイキン「店舗・オフィスエアコン〈スカイエア〉」の進化

省エネ

 2010
（平成22年）

高機 能

 2013
（平成25年）

環 境

新冷媒「R32」を
採用した
「FIVE STAR ZEAS」
を発売

センシング機能を
搭載した
「Eco-ZEAS80」
を発売

埋込型で4方向吹出し
可能な「マルチフロー
方式」の室内機を発売。

店舗用エアコン
「スカイエア」誕生

涼しさ

消費電力量を60％
低減する「スーパーイン
バーター60」を発売

▶ お客様サポートの充実
24時間365日対応の

サービス体制を確立

ダイキン

販売店

1 2

MCPCとは…モバイルコンピューティング推進コンソーシアムの略。
業界の枠を超えてモバイルコンピューティング、IoT※システムを普及
促進することを目的とし1997年に発足した任意団体。
※IoT（Internet of Thingの略：モノのインターネット）

モバイルビジネス賞／
審査委員長特別賞

ダブル受賞！！ダブル受賞！！



手厚く、きめ細かいサポートで、お客様も　　“あんしん”!

お客様のエアコンを納入した販売店が、エアコンの
運転時間や異常・修理履歴などをしっかり把握。
お客様に“安心”をご提供します。

万一、故障しても修理費0円!

※1 修理費の保証は、通常使用における
　　故障に対しての保証です。
　　消耗品の交換や洗浄などの
　　保守サービスは有償となります。

※2 メーカー保証期間の1年間を含みます。

※1

お客様のエアコンを
ダイキンが常に遠隔監視。
万一、故障しても、
ご契約期間内（7年間   ）は
修理費が無償　 です。

※2

※1

故障の時も安心

販売店も、
しっかりサポート

お知らせメールで迅速な修理対応!

業界初の24時間365日年中無休で、
修理のご依頼やお問い合わせに対応します。

ダイキンコンタクトセンターが
24時間365日対応!

保証書

ご安心ください!!

ダイキン
サーバー

異常発生

すぐに発見!

販売店

エアコンが突然故障!
圧縮機の交換が必要ですね。
約200,000円です。

※5馬力の目安です。

えっ!! そんなに
かかるの
困ったなぁ・・・

0円

メール例

エアコン部屋名称
2015／10／１

○X△

事務室

インターネットでつながっているからこその

すばやく
対応!!

エアコンに異常が発生したら、すぐにメールでお知らせ。
異常内容をお伝えいただくことで、迅速な修理対応につながります。

「異常発生のお知らせメール」は、
販売店にも転送されます。

販売店 連絡先

異常内容

異常コード

あんしんスカイエアに
しておいて良かったよ。

無料※1で
修理します。

お客様 外気温室 温設定温度

最大70%の省エネを実現!
※3

※3 当社試算：当社インバーター機SZYCJ140KとSSRC140BA
との比較。更新前空調機がメンテナンスを行っていない場
合の経年劣化（汚れ等）、１年間フィルター清掃しない場合
の目詰まりによる電力量悪化を推定し試算したもの。　
SSRC140BAの消費電力量はEco全自動モード、OSCAR
（オスカー）制御、フィルター自動清掃の効果を反映したも
の。JIS B8616：２０１５に基づく「APF（2015）算出」における
年間消費電力量の削減において。

大金太郎さん エアコン1（入口）

いつでもどこからでも
細かくスケジュールで
設定変更が可能です。

エアコンの運転状況が、
グラフで見やすく表示されるので
使い方のムダがすぐに分かります。

電気代も安心

ムダの改善でさらに省エネ!
ムダの発見 ムダの改善

70%
down

ムダの
改善

まとまった導入資金が不要! 月々わずかなご負担でエアコン導入できる

『リース』もご利用いただけます。 詳細はお問い合わせください。

年間消費電力比較 （5馬力クラスのイメージです）

現在の
ご使用状況

1998年当社
インバーター機
「スーパーインバーター60」
SZYCJ140K

消
費
電
力

室内機S-ラウンドフロー
〈センシング〉タイプでエコオート
クリーン（自動清掃）パネル使用時

あんしんスカイエア

● 経年劣化  ● フィルター目詰まり

100
125 70％

削減
※3

35

しかも
修理費
0円!※1

3 4



5 6本カタログに掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払いください。

当社もお客様には
万一の時の保証をお薦めしているので、
修理保証と手厚いサポートが付いた
新しい発想のエアコンは魅力でした。

　当社は中古車販売業で、お客様には1年間の安心無料保証と、有
償のワイド保証をご用意していますが、ワイド保証をご利用にならな
かったお客様が故障でお困りになるのを何度か経験しています。
　今回、エアコンが故障したとき、修理保証とインターネットによる
サポート付きのエアコンを薦められ、付加価値の高さに感心して、
更新を決めました。修理保証があるのも、故障時はすぐメールで
知らせてくれるのも、ユーザーにはうれしいサービスですね。

株式会社オートステップ 様（埼玉県さいたま市）

ご利用頂いている、お客様の声をご紹介

東京都墨田区
計測機器販売レンタル業様
（オフィス）

運転状況のグラフを、パソコンで
見ることができます。分かりやすい
グラフなので、切り忘れなどの
ムダな運転に、すぐ気づくことが
できました。

群馬県高崎市
食品加工業様
（オフィス）

以前のエアコンは、室外機の故障で、
急に10万円以上の修理費が必要になり
ました。でも“あんしんスカイエア”なら、
契約期間中は修理費0円なので安心です。

東京都町田市
金属加工工場様

最新のエアコンは、省エネ性は高いけど
値段も高い、というイメージが。
でも “あんしんスカイエア” はリースも
利用できるので、手軽に導入できました。

神奈川県川崎市
酒類小売業様

従業員がよくエアコンを切り忘れる
ので困っていました。でも“あんしん
スカイエア”なら、毎日同じ時間に
停止させる『切り忘れ防止機能』が
あるから安心です。

千葉県鎌ヶ谷市
多店舗法人様

本部が設定したエアコンの省エネ運用
ルールを、すべての店舗で一斉に適用
できるのが魅力。おかげで電力コストが
削減できました。

埼玉県さいたま市
美容院様

“あんしんスカイエア”なら、
インターネットにつながっている
スマホやタブレットから、いつでも
運転状況が確認できるから便利です。

東京都新宿区
飲食店様

故障したとき、異常発生メールが
空調業者さんにも届いたので、
修理が1日で完了し、助かりました。千葉県市川市

書店様

“あんしんスカイエア”のおかげで、
電気代が大幅に削減できました。
削減できた分で、修理保証と
遠隔監視の費用がまかなえました。

■ あんしんスカイエア 構成例

■ システムイメージ

主な機能一覧

「エアコン48時間運転状態表示」

「エアコン運転時間情報」の閲覧

「切り忘れ防止」

「プログラム運転」

「省エネ運用ルール」

一般顧客向け

○
○
○
○
＿

多店舗本部向け

○
○
○
○
○

販売店向け 主な機能一覧 一般顧客向け 多店舗本部向け 販売店向け

○
○

○（閲覧のみ）

○（閲覧のみ）
＿

「異常発生のお知らせメール」

「異常修理履歴」の閲覧・編集

○
＿

○
○（閲覧のみ）

○
○

「室温異常のお知らせメール」 ○ ○ ＿

「フィルター清掃のお知らせメール」 ○ ＿ ＿

S-ラウンドフロー P40形 （ペア）の場合

S-ラウンドフロー
（SSRC40BAT）

￥730,000

1

￥22,000 ￥48,000 ￥69,000 ￥78,000 ￥947,000
合計

￥4,577,000
合計

別売アダプターキット
（BRP7A6A）

安心保証7年 P40-63
（HH-S7A）

通信ユニット
（K-CML4A）

遠隔監視7年
（HK-S7）

＋ ＋ ＋ ＋

○S-ラウンドフロー P40形（ペア）＋ ○天井吊形 P112形（ペア）＋ ○エコ・ダブルフロー P280形（ツイン同時マルチ）の場合

S-ラウンドフロー
（SSRC40BAT）

￥730,000

2

￥22,000 ￥48,000 ￥69,000 ￥78,000

別売アダプターキット
（BRP7A6A）

安心保証7年 P40-63
（HH-S7A）

通信ユニット
（K-CML4A）

2～4台目の空調機には
通信ユニット、遠隔監視7年は必要なし

別売アダプターキットは1系統
ごとに必要。ツイン・トリプル・
ダブルツインの場合は室内機
の親機にのみ必要。

遠隔監視7年
（HK-S7）

＋ ＋ ＋ ＋

天井吊形
（SSRH112BA） 

￥1,069,000 ￥22,000 ￥68,000

別売アダプターキット
（BRP7A5）

安心保証7年 P80-140
（HH-S7B）

＋ ＋ ＋ ＋

安心保証7年は1系統ごとに
必要。ツイン・トリプル・ダブル
ツインの場合は室外機容量に
合わせて選択。

エコ・ダブルフロー
（SZZG280CFD）

￥2,351,000 ￥22,000 ￥98,000

別売アダプターキット
（BRP7A3）

安心保証7年 P160-280
（HH-S7C）

＋ ＋ ＋ ＋

ダイキン
サーバー 「異常発生のお知らせメール」が届きます。1

修理完了後、あんしんスカイエアの保証書を提示してください。

3

ダイキンコンタクトセンターに電話してください。
（24時間365日受付）
その際「あんしんスカイエアを契約」とお伝えください。

2

ダイキンサービスマンが
修理出動します。

4 （注）保証書の提示がない場合は、修理が有償となります。

※５～８台の場合は「通信ユニット」「遠隔監視7年」が
　さらにもう1セット必要です。

■ 異常発生時の流れ

■ あんしんスカイエアの主なコンテンツメニュー

お客様

A

○A

○B

○C

B C

0120-88-1081

ダイキン
コンタクトセンター

LAN配線

インター
ネット

※「通信ユニット」「遠隔監視
　7年」は1セットで空調機
　4系統まで接続可能です。

販売店

ダイキン
サーバー

パソコン

お客様

タブレット端末

通信ユニット
別売
アダプターキット



本カタログに掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払いください。

グリーン購入法調達基準適合商品新冷媒R32採用
2015年省エネ基準値クリア商品

グリーン

省エネ法

R32エコパネル〈センシング〉
との組合せ セット価格

天井埋込カセット形

S-ラウンドフロー〈センシング〉タイプ
あんしんスカイエア

P160形（6馬力相当） チャージレス30m
14.0(3.5～16.0)kW
16.0(4.0～20.0)kW

室内FHCP160EA 361,000円
室外RSRP160BA 997,000円
別売パネルBYCP160EEF 56,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,708,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7C 98,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SSRC160BA

P63形（2.5馬力相当） チャージレス30m
5.6(1.4～6.3)kW
6.3(1.6～8.0)kW

室内FHCP63EA 248,000円
室外RSRP63BAV ・63BAT 585,000円
別売パネルBYCP160EEF 56,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,133,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7A 48,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SSRC63BAT
AZ-SSRC63BAV

P40形（1.5馬力相当） チャージレス30m
3.6(1.2～4.0)kW
4.0(1.0～5.3)kW

室内FHCP40EA 215,000円
室外RSRP40BAV ・40BAT 432,000円
別売パネルBYCP160EEF 56,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 947,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7A 48,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SSRC40BAT
AZ-SSRC40BAV

P140形（5馬力相当） チャージレス30m
12.5(3.2～14.0)kW
14.0(3.5～18.0)kW

室内FHCP140EA 335,000円
室外RSRP140BA 908,000円
別売パネルBYCP160EEF 56,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,563,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7B 68,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SSRC140BA

P56形（2.3馬力相当） チャージレス30m
5.0(1.3～5.6)kW
5.6(1.4～7.1)kW

室内FHCP56EA 241,000円
室外RSRP56BAV ・56BAT 547,000円
別売パネルBYCP160EEF 56,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,088,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7A 48,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SSRC56BAT
AZ-SSRC56BAV

P112形（4馬力相当） チャージレス30m
10.0(3.1～11.2)kW
11.2(2.8～14.0)kW

室内FHCP112EA 296,000円
室外RSRP112BA 749,000円
別売パネルBYCP160EEF 56,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,365,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7B 68,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SSRC112BA

P50形（2馬力相当） チャージレス30m
4.5(1.2～5.0)kW
5.0(1.3～6.3)kW

室内FHCP50EA 233,000円
室外RSRP50BAV ・50BAT 506,000円
別売パネルBYCP160EEF 56,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,039,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7A 48,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SSRC50BAT
AZ-SSRC50BAV

P80形（3馬力相当） チャージレス30m
7.1(2.3～8.0)kW
8.0(2.0～10.6)kW

室内FHCP80EA 264,000円
室外RSRP80BAV ・80BAT 642,000円
別売パネルBYCP160EEF 56,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,226,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7B 68,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SSRC80BAT
AZ-SSRC80BAV

P45形（1.8馬力相当） チャージレス30m
4.0(1.2～4.5)kW
4.5(1.2～5.9)kW

室内FHCP45EA 226,000円
室外RSRP45BAV ・45BAT 469,000円
別売パネルBYCP160EEF 56,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 995,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7A 48,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SSRC45BAT
AZ-SSRC45BAV

チャージレスP160形（6馬力相当） 30m
14.0(6.3～16.0)kW
16.0(7.3～20.0)kW

室内FHCP50EA×3 699,000円
室外RSRP160BA 997,000円
別売パネルBYCP160EEF×3  168,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 2,158,000円

セット価格 2,175,300円

ワ
イ
ヤ
ー
ド 別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7C 98,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

別売分岐管KHRP58P316H 17,300円

AZ-SSRC160BAM

P80形（3馬力相当） チャージレス30m
7.1(3.4～8.0)kW
8.0(3.6～10.6)kW

室内FHCP40EA×2 430,000円
室外RSRP80BAV ・80BAT 642,000円
別売パネルBYCP160EEF×2 112,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,448,000円

セット価格 1,458,700円

ワ
イ
ヤ
ー
ド 別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7B 68,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

別売分岐管KHRP58P211T 10,700円

AZ-SSRC80BATD
AZ-SSRC80BAVD

チャージレスP160形（6馬力相当） 30m
14.0(6.3～16.0)kW
16.0(7.3～20.0)kW

室内FHCP80EA×2 528,000円
室外RSRP160BA 997,000円
別売パネルBYCP160EEF×2 112,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,931,000円

セット価格 1,941,700円

ワ
イ
ヤ
ー
ド 別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7C 98,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

別売分岐管KHRP58P216T 10,700円

AZ-SSRC160BAD

チャージレスP140形（5馬力相当） 30m
12.5(5.7～14.0)kW
14.0(6.3～18.0)kW

室内FHCP71EA×2 506,000円
室外RSRP140BA 908,000円
別売パネルBYCP160EEF×2 112,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,790,000円

セット価格 1,800,700円

ワ
イ
ヤ
ー
ド 別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7B 68,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

別売分岐管KHRP58P216T 10,700円

AZ-SSRC140BAD

チャージレスP112形（4馬力相当） 30m
10.0(4.8～11.2)kW
11.2(5.1～14.0)kW

室内FHCP56EA×2 482,000円
室外RSRP112BA 749,000円
別売パネルBYCP160EEF×2 112,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,607,000円

セット価格 1,617,700円

ワ
イ
ヤ
ー
ド 別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7B 68,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

別売分岐管KHRP58P211T 10,700円

AZ-SSRC112BAD

トリプル同時マルチ

R32環境影響度
（GWP）
675

（注）◯単 は単相２００V電源機種です。その他は全て３相２００V電源機種です。 冷房・暖房能力の（　）内は能力可変の幅を示します。 （50/60Hz）

ペ　ア

R32環境影響度
（GWP）
675 ツイン同時マルチ

R32環境影響度
（GWP）
675

SSRC40BAV
SSRC40BAT

SSRC45BAV
SSRC45BAT

SSRC50BAV
SSRC50BAT

SSRC56BAV
SSRC56BAT

SSRC63BAV
SSRC63BAT

SSRC80BAV
SSRC80BAT SSRC112BA SSRC140BA

SSRC160BA

SSRC80BAVD
SSRC80BATD SSRC112BAD SSRC140BAD SSRC160BAD

SSRC160BAM

■空気清浄ユニット（別売）、ストリーマ除菌ユニット（別売）、またはストリーマ脱臭ユニット
（別売）をマルチに採用する場合、室内機全てに組込むことも、一部の室内機にのみ組
込むこともできます。設置条件に合わせてご検討ください。（注）1台の室内機に空気清浄
ユニット、ストリーマ除菌ユニット、ストリーマ脱臭ユニットを同時に組込むことはできません。
●同時運転マルチの場合､室内機はいずれも共通です｡そのため複数の室内機のうち､
いずれか1台を親機扱いにして別売リモコンを接続してください。
●同時運転マルチの表示能力は、ツインは室内機2台分、トリプルは室内機3台分の合計です。

「通信ユニット」には、最大4系統の空調機が接続可能です。
そのため「通信ユニット」および「遠隔監視7年」は、2台目
以降は不要です。（詳細はP.6の構成例をご確認ください。）

7 8

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度＊（GWP）について、定められた目標への達
成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。店舗・事務所用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度＊
（GWP）の値が、目標年度（2020年度）において目標値（750）を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

「フロンラベル」の表示について。

使用するフロン類等の種類 GWP値
R32 675

R410A 2090

【冷媒について】
当社が指定する冷媒以外を封入することは、絶対に行な
わないでください。封入冷媒の種類については、機器付属
の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されてい
ます。それ以外の冷媒を封入した場合の誤作動・故障など
の不具合や事故につきましては、当社としては一切その責
任を負いかねますのでご了承ください。

＊地球温暖化係数のこと ： 二酸化炭素を基準とし、地球
温暖化に与える影響を数値化したもので、値が大きいほ
ど温暖化影響が強い。

2020年 675 2020年 2090

■ R32冷媒使用機種ラベル

簡易フロンラベル

■ R410A冷媒使用機種ラベル

簡易フロンラベル

フロンラベル表示の
除外製品について

下記製品はフロンラベル表示の指定製品から対象外となります。
●室内機が床置形および厨房用エアコンのもの
●法定冷凍能力が3冷凍トン以上のもの
●マルチエアコン　　●氷蓄熱式エアコン
●飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする製品

当社の主な除外製品
●FIVE STAR ZEASシリーズ ： 床置形・厨房用エアコンとの組合せ製品
●Eco-ZEASシリーズ ： P224・P280形および床置形・厨房用エアコンとの組合せ製品



本カタログに掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払いください。

（注）◯単 は単相２００V電源機種です。その他は全て３相２００V電源機種です。 冷房・暖房能力の（　）内は能力可変の幅を示します。 （50/60Hz）

標準パネルとの組合せ セット価格
天井埋込カセット形

S-ラウンドフロー〈標準〉タイプ

P160形（6馬力相当） チャージレス30m
14.0(3.5～16.0)kW
16.0(4.0～20.0)kW

室内FHCP160EA 361,000円
室外RZRP160BA 858,000円
別売パネルBYCP160EAF 52,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,565,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7C 98,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SZRC160BA

SZRC160BA

P63形（2.5馬力相当） チャージレス30m
5.6(1.4～6.3)kW
6.3(1.6～8.0)kW

室内FHCP63EB 248,000円
室外RZRP63BAV ・63BAT 504,000円
別売パネルBYCP160EAF 52,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,048,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7A 48,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SZRC63BAT
AZ-SZRC63BAV

SZRC63BAV
SZRC63BAT

P40形（1.5馬力相当） チャージレス30m
3.6(1.2～4.0)kW
4.0(1.0～5.3)kW

室内FHCP40EA 215,000円
室外RZRP40BAV ・40BAT 372,000円
別売パネルBYCP160EAF 52,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 883,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7A 48,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SZRC40BAT
AZ-SZRC40BAV

SZRC40BAV
SZRC40BAT

P140形（5馬力相当） チャージレス30m
12.5(3.2～14.0)kW
14.0(3.5～18.0)kW

室内FHCP140EA 335,000円
室外RZRP140BA 781,000円
別売パネルBYCP160EAF 52,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,432,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7B 68,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SZRC140BA

SZRC140BA

P56形（2.3馬力相当） チャージレス30m
5.0(1.3～5.6)kW
5.6(1.4～7.1)kW

室内FHCP56EA 241,000円
室外RZRP56BAV ・56BAT 471,000円
別売パネルBYCP160EAF 52,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,008,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7A 48,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SZRC56BAT
AZ-SZRC56BAV

SZRC56BAV
SZRC56BAT

P112形（4馬力相当） チャージレス30m
10.0(2.5～11.2)kW
11.2(2.8～14.0)kW

室内FHCP112EA 296,000円
室外RZRP112BA 645,000円
別売パネルBYCP160EAF 52,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,257,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7B 68,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SZRC112BA

SZRC112BA

P50形（2馬力相当） チャージレス30m
4.5(1.2～5.0)kW
5.0(1.3～6.3)kW

室内FHCP50EA 233,000円
室外RZRP50BAV ・50BAT 436,000円
別売パネルBYCP160EAF 52,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 965,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7A 48,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SZRC50BAT
AZ-SZRC50BAV

SZRC50BAV
SZRC50BAT

P80形（3馬力相当） チャージレス30m
7.1(2.9～8.0)kW
8.0(2.2～10.6)kW

室内FHCP80EB 264,000円
室外RZRP80BAV ・80BAT 553,000円
別売パネルBYCP160EAF 52,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,133,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7B 68,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SZRC80BAT
AZ-SZRC80BAV

SZRC80BAV
SZRC80BAT

P45形（1.8馬力相当） チャージレス30m
4.0(1.2～4.5)kW
4.5(1.2～5.9)kW

室内FHCP45EA 226,000円
室外RZRP45BAV ・45BT 404,000円
別売パネルBYCP160EAF 52,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 926,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド

別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7A 48,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

AZ-SZRC45BAT
AZ-SZRC45BAV

SZRC45BAV
SZRC45BAT

チャージレスP224形（8馬力相当） 30m
20.0(7.2～22.4)kW
22.4(5.7～28.0)kW

室内FHCP112EA×2 592,000円
室外RZZP224CF 1,191,000円
別売パネルBYCP160EAF×2    104,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 2,181,000円

セット価格 2,196,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド 別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7C 98,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

別売分岐管KHRP58R228T 15,000円

AZ-SZZC224CFD

SZZC224CFD

チャージレスP280形（10馬力相当） 30m
25.0(11.3～28.0)kW
28.0(12.6～35.0)kW

室内FHCP140EA×2 670,000円
室外RZZP280CF 1,475,000円
別売パネルBYCP160EAF×2   104,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 2,543,000円

セット価格 2,558,000円

ワ
イ
ヤ
ー
ド 別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7C 98,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

別売分岐管KHRP58R228T 15,000円

AZ-SZZC280CFD

SZZC280CFD

P80形（3馬力相当） チャージレス30m
7.1(3.4～8.0)kW
8.0(3.6～10.6)kW

室内FHCP40EB×2 430,000円
室外RZRP80BAV ・80BAT 553,000円
別売パネルBYCP160EAF×2   104,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,351,000円

セット価格 1,361,700円

ワ
イ
ヤ
ー
ド 別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7B 68,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

別売分岐管KHRP58P211T 10,700円

AZ-SZRC80BATD
AZ-SZRC80BAVD

SZRC80BAVD
SZRC80BATD

チャージレスP160形（6馬力相当） 30m
14.0(6.3～16.0)kW
16.0(7.2～20.0)kW

室内FHCP80EB×2 528,000円
室外RZRP160BA 858,000円
別売パネルBYCP160EAF×2   104,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,784,000円

セット価格 1,794,700円

ワ
イ
ヤ
ー
ド 別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7C 98,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

別売分岐管KHRP58P216T 10,700円

AZ-SZRC160BAD

SZRC160BAD

チャージレスP140形（5馬力相当） 30m
12.5(5.7～14.0)kW
14.0(6.3～18.0)kW

室内FHCP71EA×2 506,000円
室外RZRP140BA 781,000円
別売パネルBYCP160EAF×2   104,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,655,000円

セット価格 1,665,700円

ワ
イ
ヤ
ー
ド 別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7B 68,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

別売分岐管KHRP58P216T 10,700円

AZ-SZRC140BAD

SZRC140BAD

チャージレスP112形（4馬力相当） 30m
10.0(4.8～11.2)kW
11.2(5.1～14.0)kW

室内FHCP56EA×2 482,000円
室外RZRP112BA 645,000円
別売パネルBYCP160EAF×2   104,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 1,495,000円

セット価格 1,505,700円

ワ
イ
ヤ
ー
ド 別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7B 68,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

別売分岐管KHRP58P211T 10,700円

AZ-SZRC112BAD

SZRC112BAD

ツイン同時マルチ

R410A

環境影響度
（GWP）
675ペ　ア

R32

チャージレスP224形（8馬力相当） 30m
20.0(10.1～22.4)kW
22.4(10.1～28.0)kW

室内FHCP80EB×3 792,000円
室外RZZP224CF 1,191,000円
別売パネルBYCP160EAF×3  156,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 2,433,000円

セット価格 2,455,800円

ワ
イ
ヤ
ー
ド 別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7C 98,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

別売分岐管KHRP58R328H 22,800円

AZ-SZZC224CFM

SZZC224CFM

トリプル同時マルチ

R410A

チャージレスP224形（8馬力相当） 30m
20.0(10.1～22.4)kW
22.4(10.1～28.0)kW

室内FHCP56EB×4 964,000円
室外RZZP224CF 1,191,000円
別売パネルBYCP160EAF×4  208,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 2,657,000円

セット価格 2,695,400円

ワ
イ
ヤ
ー
ド 別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7C 98,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

別売分岐管KHRP58R422T 38,400円

AZ-SZZC224CFW

SZZC224CFW

チャージレスP280形（10馬力相当） 30m
25.0(11.3～28.0)kW
28.0(12.6～35.0)kW

室内FHCP71EA×4 1,012,000円
室外RZZP280CF 1,475,000円
別売パネルBYCP160EAF×4  208,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 2,989,000円

セット価格 3,027,400円

ワ
イ
ヤ
ー
ド 別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7C 98,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

別売分岐管KHRP58R428T 38,400円

AZ-SZZC280CFW

SZZC280CFW

ダブルツイン同時マルチ

R410A

チャージレスP160形（6馬力相当） 30m
14.0(6.3～16.0)kW
16.0(7.2～20.0)kW

室内FHCP50EA×3 699,000円
室外RZRP160BA   858,000円
別売パネルBYCP160EAF×3  156,000円
別売リモコンBRC1E8 27,000円

合計希望小売価格 2,007,000円

セット価格 2,024,300円

ワ
イ
ヤ
ー
ド 別売アダプターBRP7A6A 22,000円
安心保証7年HH-S7C 98,000円
通信ユニットK-CML4A 69,000円
遠隔監視7年HK-S7 78,000円

別売分岐管KHRP58P316H 17,300円

AZ-SZRC160BAM

SZRC160BAM

トリプル同時マルチ

R32環境影響度
（GWP）
675

グリーン購入法調達基準適合商品新冷媒R32採用
2015年省エネ基準値クリア商品

グリーン

省エネ法

R32 あんしんスカイエア

環境影響度
（GWP）
675 ツイン同時マルチ

R32

■空気清浄ユニット（別売）、ストリーマ除菌ユニット（別売）、またはストリーマ脱臭ユニット
（別売）をマルチに採用する場合、室内機全てに組込むことも、一部の室内機にのみ組
込むこともできます。設置条件に合わせてご検討ください。（注）1台の室内機に空気清浄
ユニット、ストリーマ除菌ユニット、ストリーマ脱臭ユニットを同時に組込むことはできません。
●同時運転マルチの場合､室内機はいずれも共通です｡そのため複数の室内機のうち､
いずれか1台を親機扱いにして別売リモコンを接続してください。
●同時運転マルチの表示能力は、ツインは室内機2台分、トリプルは室内機3台分、ダブルツインは
室内機4台分の合計です。

「通信ユニット」には、最大4系統の空調機が接続可能です。
そのため「通信ユニット」および「遠隔監視7年」は、2台目
以降は不要です。（詳細はP.6の構成例をご確認ください。）

9 10



グ…グリーン購入法調達基準適合商品 …2015年省エネ基準値クリア商品省

R32R32
標準ペア

R32R32
同時運転マルチ 室内機同容量･

同タイプの組合せ

ツイン同時運転マルチ ツイン同時運転マルチ ツイン同時運転マルチ ツイン同時運転マルチ トリプル同時運転マルチ

あんしんスカイエア

P63形
（2.5馬力相当）

P56形
（2.3馬力相当）

P50形
（2馬力相当）

P45形
（1.8馬力相当）

P40形
（1.5馬力相当）

P80形
（3馬力相当）

P112形
（4馬力相当）

P140形
（5馬力相当）

P160形
（6馬力相当）

呼称能力

冷媒

ワイヤード AZ-SSRG45BAT(V)省グ

AZ-SSRK45BAT(V)省グ

AZ-SSRH45BAT(V)省グ

AZ-SSRA45BAT(V)省グ

AZ-SSRB45BAT(V)省グ

AZ-SSRN45BAT(V)

AZ-SSRG40BAT(V)省グ

AZ-SSRU40BAT(V)省グ

AZ-SSRK40BAT(V)省グ

AZ-SSRH40BAT(V)省グ

AZ-SSRA40BAT(V)省グ

AZ-SSRB40BAT(V)省グ

AZ-SSRN40BAT(V)

AZ-SSRG56BAT(V)省グ

AZ-SSRK56BAT(V)省グ

AZ-SSRH56BAT(V)省グ

AZ-SSRA56BAT(V)省グ

AZ-SSRB56BAT(V)省グ

AZ-SSRN56BAT(V)

AZ-SSRV56BAT(V)省グ

ワイヤード

ワイヤード

AZ-SSRG160BAグ 省

AZ-SSRH160BAグ 省

AZ-SSRB160BAグ 省

AZ-SSRV160BAグ 省

AZ-SSRMM160BAグ 省

AZ-SSRM160BAグ 省

AZ-SSRG140BAグ 省

AZ-SSRU140BAグ 省

AZ-SSRH140BAグ 省

AZ-SSRB140BAグ 省

AZ-SSRV140BAグ 省

AZ-SSRT140BA

AZ-SSRMM140BAグ 省

AZ-SSRM140BAグ 省

AZ-SSRG112BAグ 省

AZ-SSRU112BAグ 省

AZ-SSRH112BAグ 省

AZ-SSRA112BAグ 省

AZ-SSRB112BAグ 省

AZ-SSRV112BAグ 省

AZ-SSRMM112BAグ 省

AZ-SSRM112BAグ 省

AZ-SSRG80BAT(V)省グ

AZ-SSRU80BAT(V)省グ

AZ-SSRK80BAT(V)省グ

AZ-SSRH80BAT(V)省グ

AZ-SSRA80BAT(V)省グ

AZ-SSRB80BAT(V)省グ

AZ-SSRV80BAT(V)省グ

AZ-SSRT80BAT(V)グ

AZ-SSRMM80BAT(V)省グ

AZ-SSRM80BAT(V)グ

AZ-SSRG63BAT(V)省グ

AZ-SSRU63BAT(V)省グ

AZ-SSRK63BAT(V)省グ

AZ-SSRH63BAT(V)省グ

AZ-SSRA63BAT(V)省グ

AZ-SSRB63BAT(V)省グ

AZ-SSRN63BAT(V)

AZ-SSRV63BAT(V)省グ

AZ-SSRMM63BAT(V)省グ

AZ-SSRM63BAT(V)グ

AZ-SSRG50BAT(V)省グ

AZ-SSRU50BAT(V)省グ

AZ-SSRK50BAT(V)省グ

AZ-SSRH50BAT(V)省グ

AZ-SSRA50BAT(V)省グ

AZ-SSRB50BAT(V)省グ

AZ-SSRN50BAT(V)

AZ-SSRV50BAT(V)省グ

AZ-SSRMM50BAT(V)省グ

AZ-SSRM50BAT(V)グ

天井埋込ダクト形

高静圧タイプ

標準タイプ

天井埋込カセット形
エコ・ダブルフロー〈センシング〉タイプ

ワイヤード AZ-SSRC45BAT(V)省グAZ-SSRC40BAT(V)省グ AZ-SSRC56BAT(V)省グ AZ-SSRC160BAグ 省AZ-SSRC140BAグ 省AZ-SSRC112BAグ 省AZ-SSRC80BAT(V)省グAZ-SSRC63BAT(V)省グAZ-SSRC50BAT(V)省グ天井埋込カセット形
S-ラウンドフロー〈センシング〉タイプ

ワイヤード

ワイヤード天井埋込カセット形
シングルフロー〈センシング〉タイプ

ワイヤード

ワイヤード

ワイヤード

天吊自在形ワンダ風流〈センシング〉タイプ

壁掛形

天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ

ワイヤード天井埋込カセット形 マルチフロータイプ〈ショーカセ〉

液晶コントロール
パネル床置形

ワイヤード厨房用エアコン

天井吊形〈センシング〉タイプ

P160形
（6馬力相当）

P140形
（5馬力相当）

P112形
（4馬力相当）

P80形
（3馬力相当）呼称能力

冷媒

ワイヤード AZ-SSRG80BAT(V)D省グ

AZ-SSRU80BAT(V)D省グ

AZ-SSRK80BAT(V)D省グ

AZ-SSRH80BAT(V)D省グ

AZ-SSRA80BAT(V)D省グ

AZ-SSRB80BAT(V)D省グ

AZ-SSRN80BAT(V)Dグ

AZ-SSRG160BAM省グ

AZ-SSRU160BAM省グ

AZ-SSRK160BAM省グ

AZ-SSRH160BAM省グ

AZ-SSRA160BAM省グ

グ

AZ-SSRB160BAM省グ

AZ-SSRN160BAM

AZ-SSRV160BAM省グ

AZ-SSRG160BAD省グ

AZ-SSRU160BAD省グ

AZ-SSRK160BAD省グ

AZ-SSRH160BAD省グ

AZ-SSRA160BAD省グ

AZ-SSRB160BAD省グ

AZ-SSRV160BAD省グ

AZ-SSRT160BADグ

AZ-SSRG112BAD省グ

AZ-SSRU112BAD省グ

AZ-SSRK112BAD省グ

AZ-SSRH112BAD省グ

AZ-SSRA112BAD省グ

AZ-SSRB112BAD省グ

AZ-SSRN112BAD

AZ-SSRV112BAD省グ

AZ-SSRG140BAD省グ

AZ-SSRU140BAD省グ

AZ-SSRK140BAD省グ

AZ-SSRH140BAD省グ

AZ-SSRA140BAD省グ

AZ-SSRB140BAD省グ

AZ-SSRN140BAD

AZ-SSRV140BAD省グ

天井埋込カセット形
エコ・ダブルフロー〈センシング〉タイプ

ワイヤード AZ-SSRC80BAT(V)D省グ AZ-SSRC160BAM省グAZ-SSRC160BAD省グAZ-SSRC112BAD省グ AZ-SSRC140BAD省グ天井埋込カセット形
S-ラウンドフロー〈センシング〉タイプ

ワイヤード

ワイヤード天井埋込カセット形
シングルフロー〈センシング〉タイプ

ワイヤード

ワイヤード

ワイヤード

天吊自在形ワンダ風流〈センシング〉タイプ

壁掛形

天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ

ワイヤード天井埋込カセット形 マルチフロータイプ〈ショーカセ〉

液晶コントロールパネル

液晶コントロールパネルヒーター付（※）

床置形

ワイヤード厨房用エアコン

天井吊形〈センシング〉タイプ

シリーズ

受注生産対応

（※）床置形のヒーター付機は受注生産です。発注より納入まで日数を要します。（詳細はお問い合わせください）

受注生産対応 受注生産対応 受注生産対応 受注生産対応

別売アダプターキット一覧

天井埋込カセット形
S-ラウンドフロータイプ

オートクリーンシリーズ
BRP7A4A：22,000円
標準シリーズ
BRP7A6A：22,000円

室内機形状 別売アダプターキット

天井吊形
室内機P40～P160形
BRP7A5：22,000円
室内機P224・P280形
BRP7A3：22,000円

天井埋込カセット形
エコ・ダブルフロータイプ

BRP7A3：22,000円

室内機形状 別売アダプターキット

天井埋込カセット形
シングルフロータイプ

天井埋込カセット形
ショーカセ

天井埋込カセット形
ビルトインHiタイプ

大規模店舗用エアコン

BRP7A3：22,000円

室内機形状 別売アダプターキット

天井埋込ダクト形

天吊自在形 ワンダ風流

壁掛形

床置形

厨房用エアコン

（注）グループ遠方制御アダプターとは併用できません。

安心保証7年一覧

98,000円

P160 ～ P280形

合計価格について

合計価格は、以下の機器構成を合計した価格で表示しています。

・室内機
・室外機
・別売パネル※1

・別売リモコン※2

・別売アダプターキット
・安心保証7年
・通信ユニット
・遠隔監視7年
・別売分岐管※3

※1 天井埋込カセット形の場合
※2 床置形は液晶コントロールパネルが標準付属
※3 同時運転マルチの場合

（注）ワンダ風流〈センシング〉タイプ、シングルフロー
　　〈センシング〉タイプ、天井吊形〈センシング〉タイプ
　　の合計価格には、別売のセンシングユニット
　　（センサーキット）が含まれています。

68,000円

P80 ～ P140形

48,000円

HH-S7CHH-S7BHH-S7A

P40 ～ P63形室外機容量

品番（注）

「通信ユニット」には、最大4系統の
空調機が接続可能です。そのため
「通信ユニット」および「遠隔監視
7年」は、2台目以降は不要です。

（詳細はP.6の構成例をご確認ください。）

（注）室外機容量に合わせて1系統ごとに必要です。

合計価格：1,030,000円

合計価格：1,002,000円

合計価格：986,000円

合計価格：972,000円

合計価格：958,000円

合計価格：1,124,000円

合計価格：1,096,000円

合計価格：1,761,000円合計価格：1,606,000円

合計価格：1,622,000円

合計価格：1,411,000円

合計価格：1,419,000円

合計価格：1,265,000円

合計価格：1,269,000円

合計価格：1,536,700円

合計価格：1,508,700円

合計価格：1,480,700円

合計価格：1,356,700円

合計価格：1,264,700円

合計価格：1,536,700円

合計価格：1,396,700円

合計価格：2,298,300円

合計価格：2,280,300円

合計価格：2,211,300円

合計価格：2,022,300円

合計価格：1,899,300円

合計価格：2,295,300円

合計価格：2,073,300円

合計価格：2,115,300円

合計価格：2019,700円

合計価格：2,027,700円

合計価格：1,979,700円

合計価格：1,829,700円

合計価格：1,745,700円

合計価格：2,011,700円

合計価格：1,880,700円

合計価格：1,993,700円

合計価格：1,689,700円

合計価格：1,703,700円

合計価格：1,633,700円

合計価格：1,515,700円

合計価格：1,427,700円

合計価格：1,689,700円

合計価格：1,547,700円

合計価格：1,560,700円

合計価格：1,882,700円

合計価格：1,458,700円 合計価格：2,175,300円合計価格：1,941,700円合計価格：1,617,700円 合計価格：1,800,700円

合計価格：1,908,700円

合計価格：1,836,700円

合計価格：1,690,700円

合計価格：1,606,700円

合計価格：1,876,700円

合計価格：1,730,700円

合計価格：1,741,700円

合計価格：1,245,000円

合計価格：1,172,000円

合計価格：1,169,000円

合計価格：1,149,000円

合計価格：1,080,000円

合計価格：995,000円合計価格：947,000円 合計価格：1,088,000円 合計価格：1,708,000円合計価格：1,563,000円合計価格：1,365,000円合計価格：1,226,000円合計価格：1,133,000円合計価格：1,039,000円

合計価格：1,074,000円

合計価格：1,051,000円

合計価格：938,000円

合計価格：897,000円

合計価格：1,031,000円

合計価格：960,000円

合計価格：896,000円

合計価格：850,000円

合計価格：986,000円

合計価格：916,000円

合計価格：1,037,000円

合計価格：　993,000円

合計価格：1,124,000円

合計価格：1,053,000円

合計価格：1046,000円

合計価格：1,634,000円

合計価格：1,764,000円

合計価格：1,664,000円

合計価格：1,705,000円

合計価格：1,730,000円

合計価格：1,500,000円

合計価格：1,618,000円

合計価格：1,520,000円

合計価格：1,615,000円

合計価格：1,541,000円

合計価格：1,563,000円

合計価格：1,306,000円

合計価格：1,262,000円

合計価格：1,405,000円

合計価格：1,325,000円

合計価格：1,351,000円

合計価格：1,371,000円

合計価格：1,170,000円

合計価格：1,128,000円

合計価格：1,261,000円

合計価格：1,182,000円

合計価格：1,252,000円

合計価格：1,207,000円

合計価格：1,225,000円

合計価格：1,080,000円

合計価格：1,036,000円

合計価格：1,169,000円

合計価格：1,097,000円

合計価格：1,086,000円

合計価格：1,111,000円

合計価格：1,129,000円

合計価格：　988,000円

合計価格：　947,000円

合計価格：1,079,000円

合計価格：1,005,000円

合計価格：1,001,000円

合計価格：1,021,000円

合計価格：1,037,000円

11 12本カタログに掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払いください。

●機種名で（V）は単相200V電源機種を示します。
　その他は全て3相200V電源機種です。

※フロンラベル
　対象製品において

環境影響度
（GWP）
675



シリーズ
R32R32 R410A

標準ペア

R32R32 R410A
同時運転マルチ 室内機同容量･

同タイプの組合せ

ツイン同時運転マルチ ツイン同時運転マルチ ツイン同時運転マルチ ツイン同時運転マルチ トリプル同時運転マルチ ツイン同時運転マルチ トリプル同時運転マルチ ダブルツイン同時運転マルチ ツイン同時運転マルチ ダブルツイン同時運転マルチ

グ…グリーン購入法調達基準適合商品 …2015年省エネ基準値クリア商品省
あんしんスカイエア●機種名で（V）は単相200V電源機種を示します。

　その他は全て3相200V電源機種です。
※フロンラベル
　対象製品において

環境影響度
（GWP）
675

P63形
（2.5馬力相当）

P56形
（2.3馬力相当）

P50形
（2馬力相当）

P45形
（1.8馬力相当）

P40形
（1.5馬力相当）

P80形
（3馬力相当）

P112形
（4馬力相当）

P140形
（5馬力相当）

P160形
（6馬力相当）

P224形
（8馬力相当）

P280形
（10馬力相当）

AZ-SZRG80BAT(V)AZ-SZRG63BAT(V) AZ-SZRG112BA AZ-SZRG140BA AZ-SZRG160BA省 省グ グ グ 省 グ 省 グ 省

呼称能力

冷媒

ワイヤード AZ-SZRG50BAT(V)省グ AZ-SZRG56BAT(V)省グAZ-SZRG45BAT(V)省グAZ-SZRG40BAT(V)省グ

AZ-SZRU80BAT(V)AZ-SZRU63BAT(V) AZ-SZRU112BA AZ-SZRU140BA省 省グ グ グ 省 グ 省AZ-SZRU50BAT(V)省グAZ-SZRU40BAT(V)省グ

AZ-SZRK80BAT(V)AZ-SZRK63BAT(V)省 省グ グAZ-SZRK50BAT(V)省グ AZ-SZRK56BAT(V)省グAZ-SZRK45BAT(V)省グAZ-SZRK40BAT(V)省グ

AZ-SZZH224CF AZ-SZZH280CFAZ-SZRH80BAT(V)AZ-SZRH63BAT(V) AZ-SZRH112BA AZ-SZRH140BA AZ-SZRH160BA省 省 グ グ 省省グ グ グ 省 グ 省 グ 省AZ-SZRH50BAT(V)省グ AZ-SZRH56BAT(V)省グAZ-SZRH45BAT(V)省グAZ-SZRH40BAT(V)省グ

AZ-SZRA80BAT(V)AZ-SZRA63BAT(V) AZ-SZRA112BA省 省グ グ グ 省AZ-SZRA50BAT(V)省グ AZ-SZRA56BAT(V)省グAZ-SZRA45BAT(V)省グAZ-SZRA40BAT(V)省グ

AZ-SZRB80BAT(V)AZ-SZRB63BAT(V) AZ-SZRB112BA AZ-SZRB140BA AZ-SZRB160BA省 省グ グ グ 省 グ 省 グ 省AZ-SZRB50BAT(V)省グ AZ-SZRB56BAT(V)省グAZ-SZRB45BAT(V)省グAZ-SZRB40BAT(V)省グ

AZ-SZRN63BAT(V)AZ-SZRN50BAT(V) AZ-SZRN56BAT(V)AZ-SZRN45BAT(V)AZ-SZRN40BAT(V)

AZ-SZZC224CFグ

AZ-SZZC280CFグ

AZ-SZZV224CF AZ-SZZV280CFAZ-SZRV80BAT(V)AZ-SZRV63BAT(V) AZ-SZRV112BA AZ-SZRV140BA AZ-SZRV160BA省 省 グ グ 省グ グ グ 省 グ 省 グ 省AZ-SZRV50BAT(V)省グ AZ-SZRV56BAT(V)省グ

AZ-SZRT80BAT(V) AZ-SZRT140BAグ

AZ-SZZM224CF AZ-SZZM280CFAZ-SZRMM80BAT(V)AZ-SZRMM63BAT(V) AZ-SZRMM112BA AZ-SZRMM140BA AZ-SZRMM160BA省 省 グ グ 省グ グ グ 省 グ 省 グ 省
ワイヤード

ワイヤード
AZ-SZZMH224CF AZ-SZZMH280CFAZ-SZRM80BAT(V)AZ-SZRM63BAT(V) AZ-SZRM112BA AZ-SZRM140BA AZ-SZRM160BA グ ググ グ グ 省 グ 省 グ 省

AZ-SZRMM50BAT(V)省グ

AZ-SZRM50BAT(V)グ

天井埋込ダクト形

高静圧タイプ

標準タイプ

天井埋込カセット形
エコ・ダブルフロー〈標準〉タイプ

AZ-SZRC80BAT(V)AZ-SZRC63BAT(V) AZ-SZRC112BA AZ-SZRC140BA AZ-SZRC160BA省 省グ グ グ 省 グ 省 グ 省
ワイヤード AZ-SZRC50BAT(V)省グ AZ-SZRC56BAT(V)省グAZ-SZRC45BAT(V)省グAZ-SZRC40BAT(V)省グ天井埋込カセット形

S-ラウンドフロー〈標準〉タイプ

ワイヤード

ワイヤード天井埋込カセット形
シングルフロー〈標準〉タイプ

ワイヤード

ワイヤード

ワイヤード

天吊自在形ワンダ風流〈標準〉タイプ

壁掛形

天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ

ワイヤード大規模店舗用エアコン マルチフロータイプ

ワイヤード天井埋込カセット形 マルチフロータイプ〈ショーカセ〉

ワイヤード大規模店舗用エアコン 大型4方吹出タイプ

液晶コントロール
パネル

床置形

ワイヤード厨房用エアコン

天井吊形〈標準〉タイプ

P160形
（6馬力相当）

P140形
（5馬力相当）

P112形
（4馬力相当）

P80形
（3馬力相当）

P224形
（8馬力相当）

P280形
（10馬力相当）

AZ-SZZG280CFD AZ-SZZG280CFWAZ-SZRG160BAMAZ-SZRG160BAD AZ-SZZG224CFD AZ-SZZG224CFM AZ-SZZG224CFW省 省 グ 省グ グ グ 省 グ 省 グ 省

呼称能力

冷媒

ワイヤード AZ-SZRG80BAT(V)D省グ

AZ-SZZU280CFDAZ-SZRU160BAMAZ-SZRU160BAD AZ-SZZU224CFD AZ-SZZU224CFM省 省グ グ グ 省 グ 省AZ-SZRU80BAT(V)D省グ

AZ-SZZK280CFWAZ-SZRK160BAMAZ-SZRK160BAD AZ-SZZK224CFM AZ-SZZK224CFW省 省 グ 省グ グ グ 省 グ 省AZ-SZRK80BAT(V)D省グ

AZ-SZZH280CFDAZ-SZRH160BAMAZ-SZRH160BAD AZ-SZZH224CFD AZ-SZZH224CFM省 省グ グ グ 省 グ 省AZ-SZRH80BAT(V)D省グ

AZ-SZZA280CFWAZ-SZRA160BAMAZ-SZRA160BAD AZ-SZZA224CFD AZ-SZZA224CFM AZ-SZZA224CFW省 省 グ 省グ グ グ 省 グ 省 グ 省AZ-SZRA80BAT(V)D省グ

AZ-SZZB280CFD AZ-SZZB280CFWAZ-SZRB160BAMAZ-SZRB160BAD AZ-SZZB224CFD AZ-SZZB224CFM AZ-SZZB224CFW省 省 グ 省グ グ グ 省 グ 省 グ 省AZ-SZRB80BAT(V)D省グ

AZ-SZRN160BAMAZ-SZRN80BAT(V)Dグ

AZ-SZZV280CFDAZ-SZRV160BAMAZ-SZRV160BAD AZ-SZZV224CFD AZ-SZZV224CFM省 省グ グ グ 省 グ 省

AZ-SZZT280CFDAZ-SZRT160BAD ググ

AZ-SZRG112BAD省グ

AZ-SZRU112BAD省グ

AZ-SZRK112BAD省グ

AZ-SZRH112BAD省グ

AZ-SZRA112BAD省グ

AZ-SZRB112BAD省グ

AZ-SZRN112BAD

AZ-SZRV112BAD省グ

AZ-SZRG140BAD省グ

AZ-SZRU140BAD省グ

AZ-SZRK140BAD省グ

AZ-SZRH140BAD省グ

AZ-SZRA140BAD省グ

AZ-SZRB140BAD省グ

AZ-SZRN140BAD

AZ-SZRV140BAD省グ

ワイヤード
AZ-SZZM280CFDAZ-SZZM224CFDグ 省

天井埋込ダクト形 高静圧タイプ

天井埋込カセット形
エコ・ダブルフロー〈標準〉タイプ

ワイヤード

ワイヤード天井埋込カセット形
シングルフロー〈標準〉タイプ

ワイヤード

ワイヤード

ワイヤード

天吊自在形ワンダ風流〈標準〉タイプ

壁掛形

天井埋込カセット形 ビルトインHiタイプ

ワイヤード天井埋込カセット形 マルチフロータイプ〈ショーカセ〉

床置形

ワイヤード厨房用エアコン

（※）床置形のヒーター付機は受注生産です。発注より納入まで日数を要します。（詳細はお問い合わせください）

天井吊形〈標準〉タイプ

グ 省

AZ-SZZC280CFD AZ-SZZC280CFWAZ-SZRC160BAMAZ-SZRC160BAD AZ-SZZC224CFD AZ-SZZC224CFM AZ-SZZC224CFW省 省 グ 省グ グ グ 省 グ 省 グ 省
ワイヤード AZ-SZRC80BAT(V)D省グ AZ-SZRC112BAD省グ AZ-SZRC140BAD省グ天井埋込カセット形

S-ラウンドフロー〈標準〉タイプ
グ 省

グ 省

グ 省

グ 省

グ 省

グ 省
液晶コントロールパネル

液晶コントロールパネルヒーター付（※） 受注生産対応 受注生産対応 受注生産対応 受注生産対応 受注生産対応

合計価格：1,605,000円合計価格：1,462,000円合計価格：1,290,000円合計価格：1,159,000円合計価格：1,074,000円合計価格：993,000円 合計価格：1,031,000円合計価格：948,000円合計価格：909,000円

合計価格：1,565,000円合計価格：1,432,000円合計価格：1,257,000円合計価格：1,133,000円合計価格：1,048,000円合計価格：965,000円 合計価格：1,008,000円合計価格：926,000円合計価格：883,000円

合計価格：1,475,000円合計価格：1,295,000円合計価格：1,160,000円合計価格：1,068,000円合計価格：984,000円合計価格：892,000円

合計価格：1,136,000円合計価格：1,048,000円合計価格：961,000円 合計価格：1,000,000円合計価格：917,000円合計価格：878,000円

合計価格：2,255,000円合計価格：1,879,000円合計価格：1,475,000円合計価格：1,353,000円合計価格：1,182,000円合計価格：1,061,000円合計価格：　979,000円合計価格：898,000円 合計価格：941,000円合計価格：853,000円合計価格：816,000円

合計価格：1,158,000円合計価格：1,039,000円合計価格：　955,000円合計価格：877,000円 合計価格：917,000円合計価格：832,000円合計価格：790,000円

合計価格：1,625,000円合計価格：1,491,000円合計価格：1,301,000円合計価格：1,172,000円合計価格：1,088,000円合計価格：1,009,000円 合計価格：1,048,000円合計価格：966,000円合計価格：926,000円

合計価格：1,016,000円合計価格：935,000円

合計価格：3,139,400円合計価格：2,618,000円合計価格：2,787,400円合計価格：2,533,800円合計価格：2,262,000円合計価格：2,108,300円

合計価格：2,655,400円合計価格：2,331,400円合計価格：2,173,800円合計価格：1,998,000円合計価格：1,760,300円合計価格：1,606,700円合計価格：1,175,700円

合計価格：3,195,400円合計価格：2,676,000円合計価格：2,855,400円合計価格：2,572,800円合計価格：2,284,000円合計価格：2,156,300円合計価格：1,872,700円合計価格：1,447,700円

合計価格：1,934,300円合計価格：1,307,700円

合計価格：2,507,000円合計価格：2,389,800円合計価格：2,151,000円合計価格：1,976,300円合計価格：1,741,700円

合計価格：2,670,000円合計価格：1,854,700円

合計価格：1,323,700円

合計価格：1,585,700円

合計価格：1,443,700円

合計価格：1,456,700円

合計価格：1,479,700円

合計価格：1,749,700円

合計価格：1,603,700円

合計価格：1,614,700円

合計価格：2,566,000円合計価格：2,216,000円

合計価格：1,846,700円合計価格：1,413,700円

合計価格：2,644,000円合計価格：2,536,800円合計価格：2,272,000円合計価格：2,081,300円合計価格：1,848,700円合計価格：1,379,700円

合計価格：3,035,400円合計価格：2,663,400円合計価格：2,464,800円合計価格：2,012,300円合計価格：1,800,700円合計価格：1,351,700円

合計価格：2,400,000円合計価格：2,239,800円合計価格：2,046,000円合計価格：1,823,300円合計価格：1,650,700円合計価格：1,227,700円

合計価格：1,551,700円

合計価格：1,559,700円

合計価格：1,489,700円

合計価格：1,371,700円

合計価格：1,721,700円

合計価格：3,027,400円合計価格：2,558,000円合計価格：2,695,400円合計価格：2,455,800円合計価格：2,196,000円合計価格：2,024,300円合計価格：1,794,700円合計価格：1,361,700円 合計価格：1,505,700円 合計価格：1,665,700円

合計価格：1,741,700円

合計価格：1,669,700円

合計価格：1,523,700円

合計価格：977,000円合計価格：895,000円合計価格：856,000円

合計価格：1,984,000円

合計価格：2,563,000円

合計価格：2,272,000円合計価格：1,875,000円合計価格：1,525,000円合計価格：1,393,000円合計価格：1,221,000円合計価格：1,093,000円合計価格：1,005,000円合計価格：931,000円 合計価格：970,000円

合計価格：1,488,000円合計価格：1,163,000円

合計価格：2,319,000円合計価格：1,935,000円合計価格：1,566,000円合計価格：1,414,000円合計価格：1,247,000円合計価格：1,118,000円合計価格：1,030,000円

合計価格：2,459,000円合計価格：2,027,000円合計価格：1,591,000円合計価格：1,436,000円合計価格：1,267,000円合計価格：1,136,000円合計価格：1,048,000円

合計価格：951,000円

合計価格：967,000円

13 14本カタログに掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払いください。

（注）合計価格については、P.12の「合計価格について」をご覧ください。




