2018年4月

ぐっぴーバズーカ（BZツイン、BZシングル） 別売品一覧表
品名
標準多機能ワイヤードリモコン
※8段変温管理可能
リモコン

品番

希望小売価
格（税別）

備考
標準でありながら多機能な優れ
たリモコン。お奨め

KBOP-34MA1

20,000

リモコンBOX
風量ボリュームコントローラー
(防水タイプ）

ES-RCB1

14,000 推奨品の防水リモコンBOX

KBOP-VA02B

16,000 1セットに1個

冷暖切替ユニット

ES-RDKS01

40,000

室外ﾕﾆｯﾄ用風向ガイド

KBOP-SH96SG

17,000

ハウス内ﾕﾆｯﾄ用可変風向ガイド

KBOP-GV01B

20,000 風向を手動で変更可能。

風量を無段階に変更可能
2016年5月から防水タイプに変更
外部接点信号によって冷房と暖房を切
り替え。
1セットに1個。2016年5月発売

風向を45度程度変更
室外ﾕﾆｯﾄ1台につき2個必要

風向ガイド

ドレンソケット

ハウス内ﾕﾆｯﾄ用ドレンソケット
（ソケット1個＋キャップ1個）
室外ﾕﾆｯﾄ用ドレンソケット
(ソケット1個＋キャップ4個）

推奨品

KBOP-DS05

1,000 ハウス内ﾕﾆｯﾄ1台に1個

KBOP-DS06

1,800 室外ﾕﾆｯﾄ1台に1個

KBOP-50WR7

8,000 まれています。左記価格は別途発注の

ツインタイプ発注時には本体価格に含

分岐管

分岐管

場合。

背面吸込みガード 背面吸込みガード
外部入力用アダプター
※外部信号によるON/OFF制御を可能にする

制御機器

KBOP-SG01A
KBOP-SE55RA

KBOP-SF40RM

26,000

外部出力アダプター

KBOP-AD01

10,000

リモートセンサー リモートセンサー（20ｍ）

KBOP-RS01

ヒンジ付きファン ヒンジ開閉型送風機付ハウス内ﾕﾆｯﾄ

GI-P112-H（A)

集中ドレンパン
天吊バズーカ用
※天吊バズーカ在庫限り

寒冷・雪氷対応

四段サーモ使用時に必要
2,000 １グループに1個
ハウス内ﾕﾆｯﾄに接続

外部入力・出力アダプター
(出力は電源ON/OFF連動)
(出力は室内機ファンのON/OFFに連動)

ダクト接続時
推奨品

10,000 受注生産品

ポリダクト（0.1X90X100）

品番なし

ダクトストッパーバンド（1本の場合）
ダクトストッパーバンド（5本セット）
ダクトストッパーセフティベルト（SUS、
10mm幅、50m巻） ※原則販売店向け
セフティベルト締付金具（50個セット）
※原則販売店向け
ぐっぴーバズーカハウス内ﾕﾆｯﾄ用
集中ドレンパン（イーズ製）
天吊りバズーカ用別付けドレンパン
室外ﾕﾆｯﾄドレンパン用凍結防止ﾋｰﾀｰ
寒冷地用基礎アンカー
（１台用４本セット、イーズ製）
寒冷地用基礎アンカー用治具
※原則販売店向け

IBT-321
IBT-321 ×5

サーモ付テープヒーター

DT2-045-03T

循環扇との連動時（電源ON/OFF連動）
に必要
１グループに1個
ハウス内ﾕﾆｯﾄに接続
循環扇との連動時(室内機ファンの
ON/OFF連動)に必要 １セットに1個
ハウス内ﾕﾆｯﾄに接続

7,000 1セットに1個
送風機のみの販売はいたしません。ヒ

─ ンジ付き室内機として別途価格提示

13,000 厚さ0.1mm、折り径90cm、長さ
100m、定価なし
4,400 切断不要。少し重いが、お客様でも設置簡
12,000 単に可能。一般通販サイトでも購入可能。
8,000 SLS-1Nと組合せて使用。1台当たり約２ｍ使

（参考価格）

SFBT-N10

（参考価格）

SLS-1N ×50

（参考価格）

11,000

用。ペンチで切断して使用。一般通販サイト
でも購入可能
SFBT-N10と組合せて使用。1台で1個使用。
一般通販サイトでもバラで購入可能

ハウス内ﾕﾆｯﾄのドレン水および下面・側面の結露

ES-SDP3

52,000 水の両方を受けるドレンパン。ハウス内ﾕﾆｯﾄと架

ES-TDP1
KBOP-SJ29BH

70,000 天吊室内機本体が在庫限りであることに注意
─ 材工込で都度価格提示予定

ES-SKA40

36,000

SKA-JG30

9,000

台の間に設置。1台に1個。

13,000
（参考価格）

室外ﾕﾆｯﾄの下の地盤凍上被害を防止。北
関東等の軽寒冷地に推奨
左記は販売価格。3000円で１週間のレンタ
ル。２セット以上導入で1週間レンタル無料。
都度お奨め品の変更の可能性あり
（お奨め品の変更しました）
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アグリmoぐっぴー(49シングル・55ツイン) 別売品一覧表
品名

リモコン

品番

定価
（税別）

備考

ワイヤードリモコン

CZ-10RT3

26,000 ノーマルなリモコン

タイマーリモコン(6段変温制御機能付）

CZ-10RT3W

35,000 お奨め

リモコンBOX

ES-RCB1（受注対応）

14,000

タイマー冷暖切換BOX

品番なし（受注対応）

100,000

ミニシリパラ・ワイヤードリ
モコン含む

インテリジェントコントローラ

CZ-10EST3

500,000

ビル管理システム並みの
高度な制御に使用

風向ガイド（ハウス内ユニット用固定タイプ）

STK-FV140B

10,000 風向を45度程度変更

可変風向ガイド(ハウス内ユニット用)

ES-FV1

50,000 風向を手動で変更可能

AD-CZFGXH4F1

23,000

固定タイプ、風向を45度程度変更
2017年製以前はSTK-FV140B

1,000

冷房・除湿する場合は室
内機にも必要

推奨品の防水リモコン
BOX

風向ガイド

２０１８年製(H6品番)室外ユニット用風向ガイド
ドレンソケット

制御機器

STK-DS25T

外部入出力信号による運転

ミニシリパラI/Oユニット

ACC-SP1A

25,000 切替が必要な場合に使用

S－LINKアダプター（室外ﾕﾆｯﾄ取付用）

CZ-CAPSL1

12,000

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｺﾝﾄﾛｰﾗ等高度
な制御時に必要

S－LINKアダプター（室内ﾕﾆｯﾄ取付用）

SHA-KA1-E2

17,000

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｺﾝﾄﾛｰﾗ等高度
な制御時に必要

室内用リレー中継基板（発停のみ）

CZ-01APC3

15,000

四段サーモ使用時に必要
１セットに1個

信号出力基板（出力のみ）

ACC-SG-E

10,000

循環扇との連動時に必要
１セットに1個

リモートセンサー（ﾘﾓｺﾝｻｰﾓ代替）

CZ-RSB3

20,000

防水タイプにするには加
工必要 1系統に1個

リモートセンサー（20ｍ用、ﾎﾞﾃﾞｨｻｰﾓ代替）

CZ-RSAG3

18,000 防水タイプ、1セットに1個

ぐっぴーシリーズ専用ハウス内ﾕﾆｯﾄ用
集中ドレンパン（イーズ製）

ES-SDP2

リモートセンサー

集中ドレンパン

寒冷・雪氷対応

※在庫限り、在庫終了後は
SDP3を流用可能

ハウス内ﾕﾆｯﾄのドレン水および下
面・側面の結露水の両方を受けるド

50,000 レンパン。ハウス内ﾕﾆｯﾄと架台の間
に設置。1台に1個。 ※在庫限り

寒冷地用基礎アンカー
（１台用４本セット、イーズ製）

ES-SKA40

室外機の下の地盤凍上被
36,000 害を防止。北関東等の軽
寒冷地に推奨

寒冷地用基礎アンカー用治具
※原則販売店向け

SKA-JG30

9,000 間のレンタル。２セット以上導入

排水路ヒーター（アサヒ製）
※２～30ｍまであり。

AH-2FBS
AH-3FBS
AH-4FBS

左記は販売価格。3000円で１週
で1週間レンタル無料。

15,600 ２ｍ長の場合
17,100 ３ｍ長の場合
18,900 ４ｍ長の場合
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どくとるドライ 別売品
品名

品番

定価
（税別）

備考

排気口用防風板

DRD-WEA11

10,000

下部排気口から出た風を
拡散

オプション部材 外気取入口用防雪板(2個1セット)

DRD-SOA21

10,000

両サイドとも手当するには
2個(1セット)必要

DRD-IDS31

24,000

どくとるドライを室内に設
置する際に必要な部材

室内設置用ダクト接続部材セット（3点セット）

溶融亜鉛ﾒｯｷ架台 H300mmﾀｲﾌﾟ（ｷｬｯﾁｬｰ製） PB-073-S

54,000 冷凍機用架台を流用

溶融亜鉛ﾒｯｷ架台 H500mmﾀｲﾌﾟ（ｷｬｯﾁｬｰ製） PB-075-S

57,000 冷凍機用架台を流用

保温なしアルミフレキダクト（150φ）

─

どくとるドライ用
架台

ダクト

─

保温付フレキシブルダクト（150φ、1ｍ）

DKT-F1510B

7,000

保温付フレキシブルダクト（150φ、2ｍ）

DKT-F1520B

11,000

保温付フレキシブルダクト（150φ、7.62ｍ）

DKT-F1575B

25,000

ポリダクト（0.07X25X200）

品番なし

標準コントロールボックス

DRD-CBH21

必要な場合、ホームセンター等で現
地手配してください

厚さ0.07mm、折り径25cm、

5,000 長さ200m、定価なし
（参考価格）

プラボックス内に24hタイムス

70,000 イッチと温湿度表示器をセット。
受注生産

制御

80,000

湿度の表示と制御が可能。高分子ｾ
ﾝｻｰ式。

NP1011

190,000

湿度の表示と制御が可能。AC100V
仕様。リチウムイオン固体電解質方
式センサ。

PC-500N

200,000

最新型。操作性良好。湿度の表示と
制御が可能。AC100/200V仕様。非
分散型赤外線吸収方式センサ。

湿度調節計＋高分子センサー（ニッポー製）

DGHK221-1

CO2コントローラ―（ニッポー製）
CO2NAVI（ニッポー製）

ハウス用飽差コントローラー「飽差＋」（ニッポー製） 品番なし

500,000 オープン価格
（参考価格）

寒冷地用基礎アンカー
（１台用４本セット、イーズ製）

ES-SKA40

寒冷地用基礎アンカー用治具レンタル費
※原則販売店向け

SKA-JG30

寒冷対応

36,000

室外ﾕﾆｯﾄの下の地盤凍上被害を防
止。北関東等の軽寒冷地に推奨

左記は販売価格。3000円で１週

9,000 間のレンタル。２セット以上導入
で1週間レンタル無料。
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その他イーズ取扱い 農業用別売品
品名

品番

溶融亜鉛ﾒｯｷ架台 H300mmﾀｲﾌﾟ（ｷｬｯﾁｬｰ製）
溶融亜鉛ﾒｯｷ架台 H500mmﾀｲﾌﾟ（ｷｬｯﾁｬｰ製）
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ用架台
溶融亜鉛ﾒｯｷ架台 H800mmﾀｲﾌﾟ（ｷｬｯﾁｬｰ製）
ぐっぴーバズーカ、
アグリｍｏぐっぴー
溶融亜鉛ﾒｯｷ架台 H1000mmﾀｲﾌﾟ（ｷｬｯﾁｬｰ製）
の室内外機いずれ
溶融亜鉛ﾒｯｷ架台 H1480mmﾀｲﾌﾟ（ｷｬｯﾁｬｰ製）
もOK
溶融亜鉛ﾒｯｷ架台 H1860mmﾀｲﾌﾟ（ｷｬｯﾁｬｰ製）
溶融亜鉛ﾒｯｷ架台 H2145mmﾀｲﾌﾟ（ｷｬｯﾁｬｰ製）
ぐっぴーバズーカ用ﾄﾞﾚﾝｿｹｯﾄのソケット100個
ぐっぴーバズーカ
（取扱説明書なし） ※原則販売店向け
用ドレンソケット
ぐっぴーバズーカ用ﾄﾞﾚﾝｿｹｯﾄのキャップ100個
まとめ買い
（取扱説明書なし） ※原則販売店向け
システムリモコン（三菱電機製）
ぐっぴーバズーカ ※下記給電ﾕﾆｯﾄ、アダプタが必要
冷暖運転切換用
伝送線用給電ﾕﾆｯﾄ（三菱電機製）
システムリモコン
集中制御機器接続用アダプタ（BZツイン用）
集中制御機器接続用アダプタ（BZシングル用）
アナログ型
四段サーモ
アナログ型
（一段）サーモ

循環扇

マイキング2200(ニッポー製）
ＤＴＳ１２１

０～５０℃

サーモ２０ｍ

加湿器

新換扇ⅡDX（フクスイ製）
きのこ栽培用超音波加湿器（ニッポー製）
湿度調節計＋高分子センサー（ニッポー製）
霧霧舞Ⅱ（フクスイ製）

簡易細霧冷房循環
霧霧舞DXⅡ（フクスイ製）
ファン
霧霧舞コントローラ―（フクスイ製）
デマンド
コントローラー

スーパーマックスFVP（大崎電気工業製）

BZツイン室外ﾕﾆｯﾄ 耐塩害仕様
BZツイン室外ﾕﾆｯﾄ 耐重塩害仕様
ぐっぴーバズーカ BZシングル室外ﾕﾆｯﾄ 耐塩害仕様
耐塩害仕様品 BZシングル室外ﾕﾆｯﾄ 耐重塩害仕様
ハウス内ﾕﾆｯﾄ 耐塩害同等仕様
ハウス内ﾕﾆｯﾄ 耐重塩害同等仕様
55ツイン室外ﾕﾆｯﾄ 耐塩害仕様
55ツイン室外ﾕﾆｯﾄ 耐重塩害仕様
49シングル室外ﾕﾆｯﾄ 耐塩害仕様
アグリmoぐっぴー 49シングル室外ﾕﾆｯﾄ 耐重塩害仕様
耐塩害仕様品 55ツイン ハウス内ﾕﾆｯﾄ 耐塩害同等仕様
55ツイン ハウス内ﾕﾆｯﾄ 耐重塩害同等仕様
49シングル ハウス内ﾕﾆｯﾄ 耐塩害同等仕様
49シングル ハウス内ﾕﾆｯﾄ 耐重塩害同等仕様

備考

PC-NJ33
PC-NJ35
PC-NJ38
PC-NJ310
PC-NJ30W
PC-NJ60W
PC-NJ100W

22,000
26,000
34,000
38,000
43,000
51,000
82,000

ES-BZDS100

28,000 室内機にはソケットが1個に

ES-BZDC100

27,000

PAC-SF50AT
PAC-SC51KU
PAC－SJ10MA
PAC－SJ31MA

キャップが1個必要、室外機には
ソケットが1個にキャップが4個必
要。
操作簡単。見た目も良。冷暖切
上記システムリモコンに必須。単

50,000 相100V使用。
13,000 室外機の台数分必要
13,000 室外機の台数分必要
68,000

DTS121 (ES特注)

23,000

FHC-2100
FHC-2203
FHC-2300
NP796
DGHK221-1
MHC-2100
MHC-2203
MHC-2300
MHT-110
MHT-215

45,000
57,000
25,000
80,000
28,000
30,000
46,000
195,000
80,000
40,000
42,000
59,000
─
─

RSM-171

198,000
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

平地高置用
平地高置用
平地高置用
平地高置用
平地高置兼二段置用
平地高置兼二段置用
平地高置兼二段置用

150,000 換運転可能。

VA121-5016

風来望Ⅱ（日農工業製）
風来望POWER（日農工業製）
風来望ジュニア（日農工業製）
風来望制御盤タイマー式（日農工業製）
新換扇Ⅱ（フクスイ製）

定価
（税別）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

農家に馴染みのｲﾝﾀｰﾌｪｲｽでﾋｰﾄﾎﾟﾝ
ﾌﾟを変温タイマー制御。設定温度範
囲外（例えば５℃）の温度設定の場
合にも使用可能。
室外機にアダプター別途必要。
設定温度範囲外（例えば５℃）の温
度設定の場合などに使用。
室外機にアダプター別途必要。
三相200Vか単相100Vか選択
三相200V
三相200Vか単相100Vか選択
温度センサー付き
単相100V
三相200V
三相200V、SUS製
推奨面積はニッポーHPで
湿度の表示と制御が可能。
単相100V
三相200V
三相200V
単相100V。10台まで制御可能
三相200V。15台まで制御可能
単相100V
ヒートポンプを導入して高圧電力契
約になるハウスには導入推奨。客先
へ見積提出前にイーズに相談を。

原則塗装。受注対応品。都度、
価格と納期提示。

原則塗装。受注対応品。都度、
価格と納期提示。

