
このたびはパッケージエアコンをお買いあげいただき、まことに
ありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使
いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。お読
みになったあとは、いつでも見られるところに保証書（別添）と
ともに保管してください。
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上手に使って上手に節電

1）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられて
います。

2）この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が
必要です。

3）冷媒の数量は、本ユニットが接続されている室外ユニッ
トや接続室内ユニット台数、配管長等により異なります。
システム全体での数量は、室外ユニットに記載されてい
ます。

4）使用しているフロン類の地球温暖化係数は、2090です。

フロン排出抑制法　第１種特定製品

パッケージエアコン

取扱説明書

＜ハウス栽培用＞

も く じ

室内ユニット

CS-P112AG3
CS-P180AG3

品番

CS-P180AG3CS-P112AG3

CS-AG3シリーズ
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このエアコンはハウス栽培用の冷暖房装置です。
居住空間、動物の飼育、食品貯蔵等に使用しないでください。

●水気のある場所にリモコン等を設置しない。
リモコン等の制御機器は水のかかるおそれのある場所や湿度の高い場所では、内部の電子部品
が故障するおそれがありますので、機器を保護できるボックス等の内部に設置してください。

●高温雰囲気に放置しない。
停止時に雰囲気温度が高温にならないようにしてください。
夏場、使用しない期間はハウス内温度が高くなりますので、制御機器を取り外し、あるいは断
熱を行ってください。

●農薬、肥料等を直接散布しない。
農薬、肥料散布時には、機器にカバーを掛けるなど農薬等が直接かからないようにしてください。

■ご使用にあたってのご注意

次のことにご注意ください。

●硫黄を含む農薬等は使用しない。

●外気温度が低下し、暖房能力が不足する場合は油焚暖房機と併用をお願いします。

使用環境に応じて、次の対応をお願いします。

●ハウス内に温度むらが発生する場合は、循環扇の設置をお願いします。
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注　意

安全上のご注意
ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、「 警告」、「 注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な
内容を記載していますので、必ず守ってください。

●表示と意味は次のようになっています。

警告 取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

注意 取り扱いを誤った場合、人が軽傷を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が
想定される場合

●図記号の意味

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。

据え付け上の注意事項
警　告

ご自分で据え付けはしない 小部屋へ据え付ける場合は万一
の冷媒漏れへの対策を

別売品は必ず当社指定の製品を
据え付けは、お買いあげの販売店また
は専門業者に依頼してください。
ご自分で据え付け工事をされ不備があ
ると、感電や火災、水漏れ等の原因に
なります。

万一冷媒が漏れても限界濃度をこえな
い対策が必要です。
限界濃度をこえない対策として、開口
部や換気扇の取り付け等があります。
お買いあげの販売店にご相談ください。
万一冷媒が漏洩して限界濃
度をこえると酸欠事故の原
因になります。

別売品は、必ず当社指定の製品を使用
してください。
また、別売品の取り付けは専門の業者
に依頼してください。ご自分で取り付
けをされ、不備があると、感電や火災、
水漏れ等の原因になります。

漏電しゃ断器の
取り付けが必要

アース工事をする 漏電しゃ断器を取り付ける

可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置
しない

ドレン配管は、確実に排水するように施工する

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、
電話のアース線に接続しないでくださ
い。アースが不完全な場合は、感電の
原因になることがあります。

漏電しゃ断器が取り付けられていない
と感電や火災の原因になることがあり
ます。

万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜ると、発火の原因に
なることがあります。

配管工事に不備があると水漏れし、家財等を濡らす原因に
なることがあります。

禁　止

別売品は当社
指定の製品を

限界濃度をこえ
ない対策が必要

アース
工事をする

ドレン排水
を確認する

「禁止」を表します。 必ず実行してほしい行為を表します。

禁　止

1

指定冷媒を使用していることを
販売店や専門業者に確認する
指定以外の冷媒を使用すると機器の故
障や破裂、けがなどの原因になります。

確認する
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安全上のご注意
使用上の注意事項

警　告

室内・外ユニット内部の洗浄はお客様自身で行
わず、必ずお買いあげの販売店に依頼する

冷媒が漏れたら火気厳禁

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部分
が破損したり水漏れ等の原因になることがあります。
また、洗浄剤が電気部品やモーターにかかると故障や発煙、
発火の原因になることがあります。

エアコンに使用されている冷媒は安全で、通常漏れることは
ありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター・
ストーブ・コンロなどの火気にふれると有毒ガスが発生する
原因になります。燃焼器具などの火気を消して部屋の換気を
行い、お買いあげの販売店にご連絡ください。
冷媒漏れの修理の場合は、漏れ箇所の修理が確実に
行われたことをサービスマンに確認のうえ、運転し
てください。

禁　止

ユニット洗浄は
販売店に依頼

体調悪化・健康障害の原因になります。

長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎ
ない

空気の吹出口や吸込口に指や棒を入れない
内部でファンが高速回転しており、けがの原因になります。

禁　止

異常時（こげ臭い等）は、運転を停止して漏電しゃ断
器を切る
異常のまま運転を続けると感電や火災、故障等の原因になり
ます。お買いあげの販売店にご相談ください。

漏電しゃ断器
を切る

感電や故障の原因になります。

濡れた手でスイッチを操作しない

注　意
エアコンの風が直接当たる場所に燃焼器具を置
かない

室外ユニットの吸込口やアルミフィンにさわら
ない

植物には直接風を当てない

室内ユニットには洗剤スプレーをかけないでく
ださい

ユニットの上に乗らない・物を載せない

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。

けがの原因になることがあります。

植物に直接風が当たる場所には設置しないでください。
植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。

洗剤スプレーをかけて掃除すると故障や、電気ショートに
よる感電、火災の原因になることがあります。

落下・転倒等により、けがの原因になることがあります。

禁　止 禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

禁　止

禁　止
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注　意

移設・修理時の注意事項

こまめに換気する

掃除をする時は必ず運転を停止して、漏電しゃ断
器を切る

燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気してくだ
さい。換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になること
があります。

内部でファンが高速回転しており感電や、けがの原因にな
ることがあります。

警　告
移動再設置は、販売店に相談する改造・改修は絶対にしない
エアコンを移動再設置する場合は、お買いあげの
販売店または専門業者にご相談ください。
据え付けに不備があると感電や火災、水漏れ等の
原因になります。

修理に不備があると、水漏れや感電・火災の原因
になります。
修理はお買い上げの販売店またはサービス会社に
ご相談ください。

換気する

漏電しゃ断器
を切る

販売店に
相談する禁　止

長時間運転しないときは漏電しゃ断器を切る
土や、ほこりがたまると発熱・発火の原因になることがあ
ります。

漏電しゃ断器
を切る

可燃性スプレー等を直接吹きかけない
可燃性スプレー等をエアコンの近くに置いたり、エアコン
に直接吹きかけないでください。発火の原因になることが
あります。

禁　止
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各部のなまえとはたらき

市販の換気扇等を接続したときに使用します。 
換気ボタンを押すと換気扇が運転、停止しま 
す。エアコンを運転、停止したときは、換気 
扇も同時に運転、停止します。（リモコンの表 
示部に　　　が表示されます。） 
※換気ボタンを押したとき、リモコンの表示 
　部に　　　　  　が表示された場合は換気 
　扇が接続されていません。 

換気ボタン 

● このリモコン１台で、室内ユニットを最多8台まで 
 運転することができます。 
● 一度運転内容を設定すると、その後は運転／停止 
 ボタンを押すだけでご使用になれます。 
● CZ-10RT3Aは省エネボタンなし。 

本製品では使用しません。 

フィルターボタン 

本製品では使用しません。 

オートフラップボタン 

省エネボタン（CZ-10RT3のみ） 
運転中にボタンを押すとリモコンの表示 
部に　　　が表示され、省エネ運転を開 
始します。もう一度ボタンを押すと表示 
は消え、通常の運転になります。 
　　　　　　　　　 （　　 21ページ） 
※CZ-10RT3Aには省エネボタンはあ 
　りません。 

タイマー設定時に使用します。 
（　　8ページ） 

タイマー設定ボタン 

サービス時に使用します。 
※通常は使用しないでください。 

点検ボタン 

温度設定ボタン 

設定温度を１℃ずつ下げ 
ます。 
設定温度を１℃ずつ上げ 
ます。 
 

通常は室内ユニットの温度センサー 
が温度を感知していますが、リモコ 
ン周辺の温度を感知させることもで 
きます。詳しくはお買いあげの販売 
店にご相談ください。 

リモコンセンサー 

（グループ制御時は設定しないでください。） 

操作部《上の図はふたを開けた状態を示しています。》 

運転
置動

運転

運転

運転

運転

運転

お好
送風

風速

表示

（CZ-10RT3/10RT3A）

ワイヤードリモコン（別売品）
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標準のワイヤードリモコンをお使いの場合

ます。 
しま 
換気 
の表 

表示 
換気 

のみ） 
表示 
を開 
表示 

ージ） 
はあ 

ます。》 

設定温度を表示します。 

タイマー設定中を表す表示です。 

タイマーの時間を表示します。 
（異常時には警報を表示します。） 

　　 を押すと、　 切タイマー 
　　　　くり返し切タイマー 
　　  入タイマー　 表示なし 
の順に切り換わります。 

CS-P112AG3の場合 
　　　   、  　 　 、  　　 、 
のいずれかを表示します。 

CS-P180AG3の場合 
　　　　、   　　 、　　　のいずれ 
かを表示します。 

ユニット選択ボタンで選択されてい 
る室内ユニットや異常表示をしてい 
る室内ユニットNoを表示します。 

市販の換気扇等を接続したとき換 
気扇運転中に表示します。 

省エネ運転中に表示します。 

リモコンセンサー使用時に表示します。 

運転モードを表示します。 

ボタンを押しても操作できないとき 
に表示します。 

保護装置動作時および異常時 
に表示します。 

運転中は点灯します。異常時、保護装 
置動作中は点滅します。 

運転ランプ 

運転モードを切り換えるときに使用します。 

運転切換ボタン 

運転／停止させるときに使用します。 

運転／停止ボタン 

お好みの風速にします。 
送風時は自動になりません。 

風速切換ボタン 

遠隔運転時に表示します。遠隔側でリ 
モコン操作禁止を設定している場合、 
運転／停止・運転切換・温度設定のボ 
タンを操作したとき　　　　　　 が 
点滅し、変更を受け付けません。 

●漏電しゃ断器を最初に入れたとき、リモコンの表示部に 
　が点滅します。この表示中は自動機種確認中ですので　　  が 
　消えた後、リモコンの操作を行ってください。 
●このページ以降では、リモコンのボタン名はすべて「ボタン」を 

　省略して表示しています。例：運転／停止ボタン→ 

表示部《液晶部の表示は、説明用のもので実際とは異なります。》 
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室外ユニット

6

室内ユニット

排水口（底面）

吸込口
（裏面・左側面）

吹出口

各部のはたらき
冷房運転時には温風を、暖房運転時には冷風を吹き出します。吹出口

各部のはたらき

冷房運転時に取り除かれた室内の水分を排出します。排水口

冷房運転時には冷風を、暖房運転時には温風を吹き出します。吹出口

室内の空気を吸い込む部分です。吸込口

CU-P224X3
CU-P280X3
CU-P224X4
CU-P280X4

CS-P180AG3

各部のなまえとはたらき

排水口（底面）

据付固定穴

吸込口
（裏面・左側面）

吹出口

据付固定穴

電源取込口
（2か所）

メンテパネル

CS-P112AG3

排水口（底面）

吸込口
（裏面・左側面）

吹出口

据付固定穴

電源取込口
（2か所）

メンテパネル

●高効率インバーター　Xシリーズ
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運転のしかた

グループ制御は、一つの広い部屋を複数台のエアコ
ンで空調する場合に適しています。
●1台のリモコンで室内ユニット最多8台まで操作できます。
●温度センサーは室内ユニット側をご使用ください。

（グループ制御）

リモコン 
信号線 

室内ユニット 

室外ユニット 

冷暖自動､暖房､ドライ､冷房､送風

複数台の同時運転について

●機種によって、運転開始から設定風速
に到達するまでに、時間がかかること
がありますが、故障ではありません。

●暖房時、風速「弱」で運転して暖まり
が良くない場合は風速を「急」または
「強」（風速「強」はCS-P112AG3の
み）に切り換えてみてください。

●温度センサーが感じる温度は室内ユニッ
ト吸込口付近の温度ですので、据付状
態により室温とは多少異なります。設
定温度は室温の目やすとしてください。

設定温度と室温の差によって、暖房、冷房
運転を自動的に行います。

冷暖自動について

電源
漏電しゃ断器を入れてください。
・運転開始12時間以上前

停止

●通常の方法で停止できないとき
漏電しゃ断器を切ってから、お買いあげの販売
店へお知らせください。

1 を押します。

2 を押して､冷暖自動､暖房､ドラ

イ､冷房､送風のいずれかにします。
（ドライ運転　　 21ページ)

4 温度設定　　　　　を押して、お好
みの温度にします。

※送風時は温度設定ができません。

を押します。

標準のワイヤードリモコンをお使いの場合

3 を押して、お好みの風速にします。

自動にすると、風速は自動的に切り換
わります。
（送風時は自動になりません。）

冷 暖 自 動  
暖 房  
ドライ・冷房 

上限（℃） 
30
30
30

下限（℃） 
10
7
10
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（例）30分後に運転を停止させたいとき

を1回押すとリモコンに

が表示されます。

とタイマーの時間が点滅します。

運転のしかた

●運転中にタイマー設定を行ってください。

タイマーの表示について

表示なし 

切 入 切 

タイマー運転のしかた

①

②

③

を押すごとに次のように切り換わります。

標準のワイヤードリモコンをお使いの場合

こんなときにお使いください

設定した時間後にエアコ
ンを停止させたいとき 切タイマー

くり返し
切タイマー

入タイマー

毎回、設定した時間後
にエアコンを停止させ
たいとき

設定した時間後にエアコ
ンを運転させたいとき

表示部

切 

入 

切 

タイマー時間について
設定時間を0.5時間（30分）ずつふやし
ます。上限は72.0時間です。

設定時間を0.5時間（30分）ずつへらし
ます。下限は0.5時間です。

（例）8時間後に運転をさせたいとき

入タイマー設定

切 

入 

を押して、タイマーの時間を0.5に合わせます。

〈使用例〉

くり返し切タイマー設定

切タイマー設定

①

②

③ を押します。

が消えてタイマーの時間が点灯します。

（例）毎回2時間30分後に運転を停止させたいとき

を3回押すとリモコンに

が表示されます。

とタイマーの時間が点滅します。

を押して、タイマーの時間を8.0に合わせます。

①

②

③
を押します。

が消えてタイマーの時間が点灯します。
入タイマー設定直後、エアコンは停止します。

を2回押すとリモコンに

と が表示されます。

とタイマーの時間が点滅します。

を押して、タイマーの時間を2.5に合わせます。

①

②

③
を押します。

が消えてタイマーの時間が点灯します。

切タイマーが働き2時間30分後に運転が

停止します。再び　 を押して運転す

ると、2時間30分後に運転が停止します。

切 

8

タイマー運転を中止させるとき
を押します。タイマーの時間とタイマーの表示が消えます。
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各部のなまえとはたらき
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運転中は点灯します。異常時、保護装置動作 
中は点滅します。 

運転ランプ 

運転モードを切り換えるときに使用します。 

運転切換ボタン 

通常は室内ユニットの温度センサーが温度を感知していますが、リモコン周辺の温度を感知させること 
もできます。詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。 

リモコンセンサー 

（グループ制御時は設定しないでください。） 

省エネボタン 
運転中にボタンを押すとリモコンの表示部に　　が 
表示され、省エネ運転を開始します。もう一度ボタ 
ンを押すと表示は消え、通常の運転になります。 
　　　　　　　　　  　　　　（　　  21ページ） 

操作部　《上の図はふたを開けた状態を示しています。》 

サービス時に使用します。 
※通常は使用しないでください。 

点検ボタン 

本製品では使用しません。 

フィルターボタン 

タイマー設定時に使用します。 
（　　　14ページ） 

タイマー設定ボタン 
本製品では使用しません。 

オートフラップボタン 

運転／停止させるときに使用します。 

運転／停止ボタン 

お好みの風速にします。 
送風時は自動になりません。 

風速切換ボタン 

市販の換気扇等を接続したときに使用します。換気ボタンを押すと換気扇が運転、停止します。 
エアコンを運転、停止したときは、換気扇も同時に運転、停止します。（リモコンの表示部に　　 
が表示されます。） 
※換気ボタンを押したとき、リモコンの表示部に　 が表示された場合は換気扇が接続されていません。 

換気ボタン 

温度設定ボタン 

設定温度を１℃ずつ上げます。 

設定温度を１℃ずつ下げます。 

 タイマープログラムや現在時刻設定時に曜日 
を変更するときにも使用します。 

タイマーリモコンをお使いの場合

●このリモコン１台で、室内ユニットを最多8台まで
運転することができます。

●一度運転内容を設定すると、その後は運転／停止
ボタンを押すだけでご使用になれます。（CZ-10RT3W）

ワイヤードリモコン（別売品）
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各部のなまえとはたらき

10

木曜日 
金曜日 
土曜日 

日曜日 
月曜日 
火曜日 
水曜日 

プログラム予約表示（　 印) 
プログラムをセットした曜日 
を表示します。 

現在時刻表示 

表示 
エラー時に表示します。 

表示 
タイマー機能が無効に 
なっているときに表示 
します。 

タイマープログラム表示 
タイマー設定された時刻に運転します。 
タイマー設定された時刻に停止します。 

表示 
保護動作中や、異常時に 
表示します。 

表示 
室内ユニットNo.を表示 
します。 

表示 
系統No.を表示します。 

ユニット選択ボタンで選択されている 
室内ユニットや異常表示をしている 
室内ユニットNo.を表示します。 

ユニットNo.表示 

表示 
設定中に点滅します。 

表示 
タイマー設定中に表示 
します。 

現在曜日表示（ 　印） 

液晶表示
●全体図

●左上図
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タイマーリモコンをお使いの場合
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表示 

省エネ運転中に表示します。 

表示 

除霜中に表示します。 

表示 

市販の換気扇等を接続したとき 
換気扇運転中に表示します。 

風速表示 
選択されている風速を表示します。 

風速自動 急風 

強風 弱風 

（CS-P112AG3のみ） 

表示 
試運転中に表示します。 

表示（この機能は使用できません） 
ボタンを押しても操作できないときに 
表示します。 

表示 
リモコンセンサー使用時に表示します。 

運転モードを表示します。 

設定温度を表示します。 

表示（集中管理中） 

遠隔運転時に表示します。遠隔側でリ 
モコン操作禁止を設定している場合、 
運転／停止・運転切換・温度設定のボ 
タンを操作したとき　　が点滅し、変 
更を受け付けません。 

冷暖自動 暖房 

ドライ 冷房 

送風 

●左下図

●右図
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現在時刻のあわせかた タイマーリモコンをお使いの場合

火曜日の8時30分に現在時刻を設定する例を示します。

曜日“▼”、“時”が点
滅表示します。

1. を2秒以上押すと、現在の曜日・時刻設定画面
に切り換わります。

2.現在の曜日“▼”を合わせます。
を押すと、曜日“▼”が左右に移

動するので (火曜日)に合わせます。

3. を押すと、現在の“時”が変わります。

4.“ ”に合わせて を押します。

5. を押すと、現在の“分”が変わります。

6.“ ”に合わせ を押すと、曜日・時刻が

設定され、元の画面に戻ります。

※設定中に を押したとき、または、3分間操作をしなかった場合、時刻設定を終了します。
この場合、途中までの設定は全て無効となります。

※現在の時刻が設定されていないときは、“ ”表示になります。
１時間以上の停電があったときは、曜日・時刻設定が無効になっていないかご確認ください。

時刻設定画面のとき温
度設定ボタンは曜日設
定ボタンになります。

“時”が点灯し、
“分”が点滅します。

AM／PM設定にしている場合、AM0～11／
PM0～11の表示になります。

1

2

43

65
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運転のしかた タイマーリモコンをお使いの場合

グループ制御は、一つの広い部屋を複数台のエアコンで
空調する場合に適しています。
●1台のリモコンで室内ユニット最多8台まで操作できます。
●温度センサーは室内ユニット側をご使用ください。

（グループ制御）

リモコン 
信号線 

室内ユニット 

室外ユニット 

冷暖自動、暖房、ドライ、冷房、送風

複数台の同時運転について

●機種によって、運転開始から設定風速
に到達するまでに、時間がかかること
がありますが、故障ではありません。

●暖房時、 弱風で運転しても暖まりが
良くない場合は風速を 急風また
は 強風（ 強風はCS-P112AG3
のみ）に切り換えてみてください。

●温度センサーが感じる温度は室内ユニッ
ト吸込口付近の温度ですので、据付状
態により室温とは多少異なります。設
定温度は室温の目やすとしてください。

設定温度と室温の差によって、 暖
房、 冷房運転を自動的に行います。

冷暖自動について

電源 漏電しゃ断器を入れてください。
・運転開始12時間以上前

停止
●通常の方法で停止できないとき
漏電しゃ断器を切ってから、お買いあげの販売
店へお知らせください。

1 を押します。

2 を押して､ 冷暖自動､
暖房、 ドライ、 冷房、 送風

のいずれかにします。
（ドライ運転　　 21ページ）

4 温度設定 を押して、
お好みの温度にします。

※送風時は温度設定ができません。

を押します。

3 を押して、お好みの風速にしま
す。

自動にすると、風速は自動的に切
り換わります。
（送風時は自動になりません。）

冷 暖 自 動  
暖 房  
ドライ・冷房 

上限（℃） 
30
30
30

下限（℃） 
10
7
10
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プログラムのあわせかた

1
2
3
4
5
6

Su Mo Tu We Th Fr Sa

曜日 

指定したい区間とパターンを 
組み合わせてタイマーを設定します。 

●プログラムタイマーの機能
曜日ごとに任意のタイマーを割り当て、プロ
グラムを設定します。
1日に6回、1週間に最大42種類のプログラ
ムを設定できます。
タイマーのパターンは4種類あります。

1. を押すと、
プログラム確認画面（ が点灯）に切り換わります。
初めて設定する場合は、現在の曜日と “ ”
が表示されます。
時刻は“ ”を表示します。

2. を押して
曜日“▼”を左右に移動し曜日を選択します。

3. を押して、
TIMER No.1～6のいずれかを選択します。

プログラム確認画面を終了する場合は を押します。

パターン1.運転
パターン2.停止
パターン3.運転＋設定温度変更
パターン4.設定温度変更

●プログラムタイマーの確認

3

1

参考（プログラムタイマーのイメージ）

2
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タイマーリモコンをお使いの場合

エアコン操作画面 

プログラム 
確認画面 

“時”の変更 

“分”の変更 

“パターン”の変更 

コピー元の選択 

コピー先の選択 

プログラム 
設定画面 

プログラム 
コピー画面 

:Check（チェック） 
:Program（プログラム） 
:Copy（コピー） 

1.プログラム確認画面（ が点灯）で
を押して火曜日（Tu）を選択します。

2. を押して “ ”を選択します。

3. を押すと“時”の設定画面（ が点灯）に切
り換わります。

●プログラムタイマーの変更
火曜日の “ ”に、8時30分のタイマーを設定する例を示します。

4. を押し、“時”を合わせます。

5.“ ”に合わせ を押すと“時”が確定し、

“分”の設定画面（ が点灯）に切り換わります。

6. を押し、“分”を合わせます。

7.“ ”に合わせ を押すと“分”が確定し

“パターン”の設定画面（ が点灯）に切り換わり
ます。

32

54

76

参考（設定モードの状態遷移）

と“時”が点
滅表示します。

と“分”が点
滅表示します。

1
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8． を押して“パターン”を変更します。
プログラムパターンは4種類あります。

パターン2
火曜日の8時30分に室内ユニットが停止します。

パターン4
火曜日の8時30分に設定温度を24℃に変更しま
す。

温度表示が点滅
を押して設定温度を変更しま

す。

9.パターンを選択し を押すと、プログラムタイマー
設定を確定しプログラム確認画面（ ）に戻ります。
曜日の下にプログラム予約表示（ 印）が表示しま
す。パターン1を選択した場合、下図のようになり
ます。

※タイマーを複数設定した場合、自動的に時刻順に並び換えを行います。
※設定中に を押したときは、プログラム確認画面に戻ります。
※設定中に、3分間操作をしなかった場合は、通常画面に戻ります。
この場合、途中までの設定は全て無効になります。

パターン1
火曜日の8時30分に室内ユニットが運転します。

パターン3
火曜日の8時30分に設定温度24℃で室内ユニッ
トを運転します。

と と温度表示が点滅
を押して設定温度を変更しま

す。

9

8

と が点滅 と が点滅
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タイマーリモコンをお使いの場合
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●プログラムタイマーのコピー
すでに設定しているプログラムを曜日単位でコピーすることができます。
火曜日のプログラムを水曜日にコピーする例を示します。

1. を押して、
プログラム確認画面（ ）を表示します。

2. を押して、
コピー元設定画面（ ）を表示します。

とコピー元の
曜日“▼”が点滅しま
す。

3. を押して、コピー元の火曜日を選
択します。

4. を押すと、コピー元を確定しコピー先設定画面
（ ）を表示します。

とコピー先の
曜日“▼”が点滅しま
す。

5. を押して、コピー先の水曜日を選
択します。

6. を押すと、コピーが完了しプログラム確認画面
（ ）に戻ります。
水曜日の下にもプログラム予約表示（ 印）が表示
します。

※すでにプログラムされている曜日をコピー先に設定した場合は、プログラムが上書きされます。

1、2

4 3

6 5
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●プログラムタイマーの消去
火曜日の “ ”を消去する例を示します。

1. を押して、プログラム確認画面（ ）を
表示します。

2. を押して、火曜日を選択します。

3. を押して、 “ ”を選択します。

4. を押して、プログラム設定画面（ ）を表示し
ます。

5. を押して、プログラムを消去します。
プログラム予約表示（ 印）が消えていることを確
認します。

※TIMER No.1以外のタイマーが設定されている場合はプログラム予約表示（ 印）も表示されたま
まになります。

※消去後はプログラム確認画面（ ）に戻ります。
※設定中に を押したときは、プログラム確認画面（ ）に戻ります。
※設定中に3分間操作をしなかった場合は、通常画面に戻ります。

1

4

3

5

2
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●プログラムタイマー無効
プログラムタイマーを休止する場合、下記の方法で全てのタイマーを無効にすることができます。
タイマーを無効にすると、無効を解除するまでプログラム運転を行いません。

≪タイマー無効の設定方法≫

を2秒以上押し続けてください。

液晶画面に が表示されると次のプログラムから無効になります。

≪タイマー無効の解除方法≫

を2秒以上押し続けてください。

液晶画面の が消えると次のプログラムから有効になります。

●停電について
短時間の停電から復帰したときは、復帰後の時刻のプログラムから有効になります。
1時間以上停電したときは、現在時刻情報が消えてしまうことがあるので現在時刻をご確認ください。
現在時刻が設定されていないとプログラムは行いません。
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お手入れのしかた

日常のお手入れ

ユニットの掃除を行うときは、必ず手袋
（軍手等厚手のもの）をはめて行ってくださ
い。素手で行うと見えないところで、けが
をするおそれがあります。
また、ご自分でユニットを分解することは
絶対に避けてください。

熱交換器（室内側および室外側）が汚れると
冷暖房能力が下がり、故障の原因になりま
すので、定期的にゴミ除去や洗浄を行って
ください。
掃除は外側から行ってください。

熱交換器の掃除

やわらかい布でからぶきしてください。
汚れがひどい場合は、布を40℃未満のぬる
ま湯か水にひたし、よくしぼってからふい
てください。その後は乾いた布でふいてく
ださい。

外装の掃除

お手入れの前に

必ず運転を停止して、漏電しゃ断器を切る

40℃以上のお湯は使わない

揮発性のもの等は使わない

内部でファンが高速回転していますので、
けがの原因になることがあります。

変形・変色の原因になることがあります。

ベンジン・シンナー・みがき粉等でふいた
り、市販の液状殺虫剤などをかけないでくだ
さい。変形・変色の原因になります。

注　意

シーズンの終わりには
晴れた日に半日ほど送風運転をして、内
部をよく乾燥させてください。
送風運転については「運転のしかた」
（ 7、13ページ）をご覧ください。

外装を掃除してください。

運転が停止しているのを確認してから、
漏電しゃ断器を切ってください。
● 電源が入っていると電力を消費します。
● 電源が切れたら、リモコン表示部の仕切
り線が消えます。

シーズンの始めには
確認してください。
● 室内・室外ユニットの吸込口、吹出口がふ
さがれていませんか？
障害物のある場合は取り除いてください。
正常な運転ができません。

● アース線が途中で断線したり、はずれてい
ませんか？

● 熱交換器のフィンにゴミや、ほこりが付着
していませんか？
付着していると、能力が低下し故障の原因
になります。
※異常がある場合は、お買いあげの販売店に
ご連絡ください。

外装を掃除してください。

漏電しゃ断器を入れてください。
● 運転開始12時間以上前
● 電源が入ると、リモコン表示部に仕切り線
が表示されます。

● シーズン中は漏電しゃ断器を切らないでく
ださい。

注　意
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知っていただきたいこと

エアコンを正しく使っていただくために、制御機器を含み、次の条件で運転してください。

●運転中停電した場合は、すべての運転が停止したままになります。

通電後、 （ ）を押すことにより、停電前の内容で運転を再開します。

※また、電源復帰後に自動的に停電前と同じ運転を行う設定を有効にすることができます。
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

●運転中、雷、無線等により誤作動し、再運転しないときは、漏電しゃ断器を切ってください。
再開するときは、もう一度漏電しゃ断器を入れたうえで、運転をしなおしてください。

注　意

■運転条件

●右記の条件以外の温度で長時間運転しますと、
保護装置が働き運転できないことや故障の原
因になることがあります。

●湿度の高いとき長時間運転すると、エアコン
の表面に露がつき滴下したり、霧を吹き出す
ことがあります。

暖房能力について 霜取りについて

外気の熱を吸収して室内へ運び暖房するヒート
ポンプ方式のため、外気温度が下がるにつれ暖
房能力は低下します。また、ハウス全体を暖め
る温風循環方式ですので、暖房運転を開始して
から暖まるまでしばらく時間がかかります。暖
まりが不足するときは、他の暖房器具と併用し
てお使いください。

暖房時、外気温度が低く、湿度が高いとき室外
熱交換器に霜がつき暖房能力が低下します。
このようなときに霜取装置が働き暖房運転がいっ
たん止まり、室内ファンは停止します。
元の暖房運転に戻るまで約5～10分程度の時間
がかかります。

リモコンの省エネボタンを押すことにより消費電
力、吹出空気温度をコントロールすることで省エ
ネ運転を行います。

省エネについて

外気の温度　
（湿球温度）－20℃以上 15℃以下

室内の温度 7℃以上 30℃以下
部屋の湿度 85％以下

冷 房
運転時

暖 房
運転時

外気の温度 －5℃以上 43℃以下
室内の温度 10℃以上 30℃以下
室内の湿度 85％以下

ドライ運転について

この製品は「フロン排出抑制法」に定める「第一
種特定製品」です。
●この製品を廃棄またはリサイクル（部品や材
料の再利用）する場合には「フロン排出抑制
法」に基づく冷媒の回収・運搬・破壊・書面
管理が義務付けられています。

●この製品を移動・再設置する場合で、冷媒回
収が必要なときは「フロン排出抑制法」に基
づく冷媒の回収･運搬･破壊が義務付けられて
います。

機器廃棄時の扱いについて

●室温が設定温度に近づくと
自動的に冷房能力を落とします。

●外気温15℃以下のときは、ドライ運転はでき
ません。
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①運転開始時、設定温度と室温により冷房・暖房が選択されます。
室温≧設定温度→冷房
室温＜設定温度→暖房

②選択された運転モードで運転開始後、設定温度は自動的に冷房運転では＋2deg、暖房運転で
は－2degシフトします。

例）リモコンでの室温設定が20℃の場合

③運転中の室温の変化による運転モードの変更（暖房→冷房、冷房→暖房）は以下の通りです。
暖房→冷房　室温≧シフト設定温度（設定温度＋2deg）＋0.5deg
冷房→暖房　室温≦シフト設定温度（設定温度－2deg）－1.0deg

例）リモコンでの室温設定が20℃の場合

冷暖自動運転について

1 

2 

シフト設定温度 リモコン表示 

冷　房 

暖　房 

22℃ 

18℃ 

20℃ 

20℃ 

選択された運転モード 

1 

2 

運転モードの変更 シフト設定温度 

暖　房 → 冷　房 

冷　房 → 暖　房 

20＋2＋0.5＝22.5℃以上 

20－2－1.0＝17℃以下 

⇒ 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

暖房 冷房 暖房 

冷房選択温度 ＋2.5deg
シフト設定温度 ＋2deg　 

リモコン設定温度 

シフト設定温度 －2deg

暖房選択温度 －3deg

知っていただきたいこと
冷媒ガスについて

警　告
小部屋へ据え付ける場合は万一の冷媒漏
れへの対策を
万一冷媒が漏れても限界濃度をこえない対策
が必要です。限界濃度をこえない対策として、
開口部や換気扇の取り付け等があります。
お買いあげの販売店にご相談ください。
万一冷媒が漏洩して限界濃度をこえる
と酸欠事故の原因になります。

冷媒が漏れたら火気厳禁
エアコンに使用されている冷媒は安全で、通常漏れる
ことはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファ
ンヒーター・ストーブ・コンロなどの火気にふれると
有毒ガスが発生する原因になります。燃焼器具などの
火気を消して部屋の換気を行い、お買いあげの販売店
にご連絡ください。冷媒漏れの修理の場合は、
漏れ箇所の修理が確実に行われたことをサー
ビスマンに確認のうえ、運転してください。

禁　止

限界濃度を
こえない
対策が必要

CS-AG3_177006.qxd  15.7.28 9:16 AM  ページ 24



23

据え付け場所について

次のような場所での使用は避けてください。

室内ユニットの近くで暖房器具を使用しないでく
ださい。

室内ユニットのプラスチック部分が熱により変
形、変色することがあります。

テレビ、ラジオ、パソコン等は
室内ユニットから１ｍ以上離してください。映像
の乱れや雑音が入ることがあります。

水のたまりやすい農地等では
ユニットが水没しないように必ずユニットの基礎
の高さを確認してください。

ハウス内のビニールカーテン等は

室内ユニットの吸込口をふさいでしまうことのな
いようにしてください。

注　意

据え付けについてのご確認

● 可燃性ガスの漏れるおそれのある所
●海浜地区等、塩分の多い所
●温泉地帯等、硫化ガスの発生する所
●水や油（機械油含む）の飛散や蒸気の多い所
●電圧変動の大きい所
●電磁波を発生する機械のある所
●有機溶剤の飛散する所

電気工事について

※電気工事・アース工事〔D種接地工事〕
を行うには資格が必要です。

お買いあげの販売店に依頼し、ご自分で
は行わないでください。

電源はエアコン専用回路をご使用です
か？
他の電気製品と共用しますと、ブレーカー
やヒューズが切れることがあります。

アース工事はされていますか？
感電事故を防止するため、アース工事
〔D種接地工事〕が義務づけられています。

漏電しゃ断器を取り付けていますか？
漏電しゃ断器が取り付けられていないと
感電や火災の原因になることがありま
す。

注　意

警　告

騒音にもご配慮を

次のような場所を選んでいますか？
● エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しないような場所。
●室外ユニットの吹出口からの温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所。

室外ユニットの吸込口や吹出口の近くに障害物がありませんか？
機能低下や騒音増大のもとになります。

エアコンの使用中に異常音がする場合は、「故障かな？と思ったときは」（ 24、25ページ）を
ご覧いただき、お買いあげの販売店にご相談ください。

注　意

降雪が予想される地域では、室外ユニットに防雪
ダクト・防風板（別売品）、もしくは雪よけの屋
根や囲いなどを取り付けてください。

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
室外ユニットが雪で埋もれないよう除雪が必要です。
※室外ユニット底板の下面が塞がれると、ドレン水
が排出されず故障の原因となります。
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故障かな？と思ったときは
次の場合は、故障ではありません。

音がする

においがする

露がつく

白い霧が出る

運転しない

音がする

湯気が出る

症　　　状 原　　　因
室内ユニット

室外ユニット

運転中や停止後等に水の流れるよう
な音がする。

リモコンで停止した場合、室外ユニットの圧
縮機が停止しても、室外ユニットファンは、
しばらく運転するときがあります。

暖房運転中、ときどき「ブシュン」と
いう音がする。

運転中や停止時に「ピシピシ」という
音がする。

運転中吹き出した風がにおう。

運転を停止後すぐに再運転したとき。

暖房運転中、ときどき湯気が出る。

冷房運転中、吹出口付近に露がつく。

冷房運転中、白い霧が出る。

エアコンの内部に冷媒が流れている音です。

部品が温度変化により伸縮するためです。

霜取運転を行っているためです。

円滑な運転をするためです。

ハウス内のにおいがエアコンに付着し、吹
き出されるためです。ユニット内部が汚れ
ていますので販売店にご相談ください。

空気中の水分が冷風で冷やされ、付着する
ためです。

圧縮機を保護する回路がはたらいているた
め、最初の約3分間は運転しません。

ユニット内部（熱交換器）が汚れていますの
で洗浄が必要です。洗浄には専門の技術が
必要ですので販売店にご相談ください。

運転停止してもファンがしばらく運転する ●円滑な運転をするためです。
●設定によっては熱交換器を乾燥させるた
めにファンが回転する場合があります。

ほこりが出る 室内ユニットに付着したほこりが吹き出る
ためです。

リモコンの （ ）を
押したとき。

暖房運転中、白い霧が出る。 霜取運転を行っているためです。
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サービスを依頼される前に次のことをお調べください。

以上のことをお調べいただき、それでもなお異常のあるときは運転を停止してから漏電しゃ断器を切
り、お買いあげの販売店に品番と症状をご連絡ください。なおご自分での修理は、危険ですから絶対
にしないでください。また、リモコンの液晶表示部に点検マークと　　　　　　　 のアルファベット
と数字の組合せが表示されたときは、その内容もご連絡ください。

●エアコンに不具合が発生した場合の表示例
〔標準のワイヤードリモコンをお使いの場合〕

リモコンの
（ ）

を押しても
運転しない

よく冷えない

よく暖まらな
い

症　　　状 原　　　因 処　　　置

室内・室外ユニットの吸込口や吹出口の
まわりを障害物でふさいでいませんか？

熱交換器が目づまりしていません
か？

「お手入れのしかた」（ 20ページ）をご
覧ください。

冷房運転中、室内に熱源が多すぎま
せんか？

冷房運転中、在室人員が多くありま
せんか？

設定温度を下げる、風速を「急」「強」に切り
換える等してみてください。
「強」はCS-P112AG3のみ

風速切換が「弱」になっていませんか？

停電中ではありませんか？

漏電しゃ断器が切れていませんか？

ヒューズが切れていませんか？

停電復旧後、再度リモコンの

（ ）を押してください。

●漏電しゃ断器が切れている場合は電源を
入れてください。

●漏電しゃ断器がトリップ位置の場合は、
電源を入れずに販売店にご連絡くださ
い。

切れていたらお買いあげの販売店にご連
絡ください。

障害物を取り除いてください。

風速を「急」「強」に切り換えてみてください。
「強」はCS-P112AG3のみ

熱源の使用は少なく短時間に。

警報表示 点検マーク 不具合が発生している 
室内ユニットNo
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保証とアフターサービス よくお読みください

●保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただき
ます。

※修理料金は次の内容で構成されて
います。 当社は、このパッケージエアコンの補修

用性能部品（製品の機能を維持するため
の部品）を、製造打ち切り後9年保有し
ています。

※補修用性能部品の保有期間 9年

診断・修理・調整・点検
などの費用

部品および補助材料代

技術者を派遣する費用

技術料

部品代

出張料

使いかた・お手入れ・修理
メンテナンスなどは

修理を依頼されるときは

「故障かな？と思ったときは」（24、25ペー
ジ）でご確認のあと、直らないときは、まず漏
電しゃ断器を切ってから、お買い上げ日と下
の内容をご連絡ください。

●製品名 パッケージエアコン 

●品　番 ○○-○○○○（表紙参照） 

●故障の状況 できるだけ具体的に 

■まず、お買い上げ先へ
ご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 

電　話（　　　　）　　－ 

お買い上げ日　　　年　　月　　日 

二次災害に対する保証について

製品事故による、冷却物・営業保証などの二次保証はいたしません。二次災害のおそれのある
場合には、定期的な温度管理を行っていただくとともに、お買い上げの販売店とご相談のうえ
警報システムの設置・予備機の設置などをご検討ください。また、事前に損害保険への加入を
お願いします。
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種類――冷房･ヒートポンプ暖房兼用, 分離形, 直接吹出形（冷媒R410A使用）

●この仕様値はJIS  B8616パッケージエアコンディショナに基づいた数値です。

室内ユニット

種類――冷房･ヒートポンプ暖房兼用, 分離形, 空冷式（冷媒R410A使用）

室外ユニット

能　　力　（kW） 運転音 dB（Ａ）

16.0
（7.3～21.3）

16.0
（12.5～28.0）

18.0
（6.8～25.0）

18.0
（9.0～31.5）

冷　　房 暖　　房 冷房暖房低温 暖房
CU－ P224X3, P224X4

（CS-P180AG3との接続）
P280X3, P280X4
（CS-P112AG3×2との接続）

製品質量
（kg）品　　　番

56

57

18.0

18.0

57

57

119

133

●この仕様値はJIS  B8616パッケージエアコンディショナに基づいた数値です。
●能力の（ ）内は能力範囲を示します。
●室外ユニット品番末尾にＥが付く場合は耐塩害仕様、Ｊが付く場合は耐重塩害仕様を示します。

運 転 音 dB（Ａ）

CS－ P112AG3

P180AG3

製品質量（kg）品　　　番

46
47

37
56

冷媒封入量（kg）

5.30

6.50

CU－ P224X3, P224X4
（CS-P180AG3との接続）
P280X3, P280X4
（CS-P112AG3×2との接続）

品　　　番

仕様
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主要部品の点検と保全周期の目安について
■「点検周期」および「保全周期」の一覧 
●  保全周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。 
●  本表は主要部品を示します。詳細については保守点検契約に基づいて確認してください。 
この保全期間は、製品を長く安心してご使用していただくために、保全行為が生じるまでの目安期 
間を示していますので、適切な保全設計（保守点検費用の予算化など）のためにお役立てください。 

●  保守点検実施の場合でも予期せぬ突発的偶発故障が発生することがあります。この場合、保証期 
間外での故障修理は有償扱いとなります。 

注1.  
①頻繁な発停のない、通常のご使用状態であること。 
②製品の運転時間は、10時間／日、2,500時間／年と仮定しています。 

注2.  
①温度・湿度の高い場所、変化の激しい場所でご使用される場合 
②電源（電圧、周波数、波形歪み等）や負荷変動が大きい場所でご使用される場合 
③振動、衝撃が多い場所に設置されてご使用される場合 
④塵埃、塩分、亜硫酸ガスおよび、硫化水素などの有害ガス・オイルミスト等が飛散する場所でご使用 
　される場合 

主　要　部　品　名 点検 
周期 

保全周期 
〔交換・修理〕 

主　要　部　品　名 点検 
周期 

保全周期 
〔交換・修理〕 

圧縮機 

1年 

20,000時間 膨張弁 

1年 

20,000時間 

モーター（ファン、フラップ、 
ドレンポンプ用等） 

20,000時間 
バルブ（電磁弁、四方弁等） 20,000時間 

センサー（サーミスタ、圧力 
センサー等） 

5年 
ベアリング 15,000時間 

ドレンパン（注3） 8年 
電子基板類 25,000時間 熱交換器 5年 

■消耗部品「交換周期」の一覧 

注3.  

●  交換周期は保証期間を表示しているものではありませんのでご注意ください。 
●  本表は主要部品を示します。詳細については保守点検契約に基づいて確認してください。 
●  交換周期は製品を長く安心してご使用していただくために、交換行為が生じるまでの目安期間を 
示していますので、適切な保全設計（保守点検費用の予算化など）のためにお役立てください。 

注1.  

注2.  

主　要　部　品　名 点検 
周期 

交換周期 主　要　部　品　名 点検 
周期 

交換周期 

ロングライフフィルター 
1年 

5年 ヒューズ 
1年 

10年 
銀イオン系抗菌剤（注2） 2,500時間 自然気化式加湿器（注1） 3年 
ファンベルト 5,000時間 クランクケースヒーター 8年 

上記の一覧表は以下のご使用条件の場合です。 

以下の項目に適合するときは、「保全周期」および「交換周期」の短縮を考慮する必要があります。 

建築物衛生法（旧ビル管理法）の対象となる建物にご使用の場合は、定期的な点検が必要となり 
ます。 

建築物衛生法（旧ビル管理法）の対象となる建物にご使用の場合は、定期的な点検が必要となり 
ます。 
銀イオン系抗菌剤は消耗品です。交換周期は一般事務所での冷房運転下においての周期になりま 
す。また自然気化式加湿器（別売品）をご使用の場合は、暖房運転時間も加味して2,500時間 
となります。 
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便利メモ （お問い合わせや修理依頼のときのために、記入されると便利です。） 

お買い上げ日 年　　 月　　 日 

電話（　　）　　　－ 電話（　　）　　　－ 

品　　　　番 

販 売 店 名  お近くの当社 
ご相談窓口  

〒370-0596　群馬県邑楽郡大泉町坂田1丁目1番1号 

試運転・引き渡し時の確認 

据え付け工事 

試運転チェック 

お客様への取扱説明 

会　社　名 担当者名 実施日 

（備考） 

（備考） 

電話（　　　） 

担当者名 

定期点検整備契約のおすすめ 

契 約 会 社  

契 約 日  

点検日　 1  

点検日　 2 

常に最良の運転状態を維持するためには、ご利用になるシーズン前後の点検整備が必要で
す。契約されるだけで需要家様に代わり専門家が設備全体を定期的に点検整備する「定期
点検整備契約」への加入をお勧めいたします。「定期点検整備契約」の詳細については、
お買い上げの販売店または、工事店にご相談ください。 

移設について 
・エアコンを移動・再設置する場合は専門の技術が必要ですので、お買い上げの販売店に 
　ご相談ください。 

本製品を所有されているお客様へ 
フロン排出抑制法に基づく点検の実施および点検結果の点検整備記録簿への記載のお願い 

●   本製品は「フロン排出抑制法」に定める「第一種特定製品」です。本製品を所有され 
ているお客様は、フロン排出抑制法に基づく点検の実施および点検結果の点検整備記 
録簿への記載を行ってください。 
点検整備記録簿には、機器を設置したときから廃棄するときまでのすべての履歴を記 
載してください。 

●   廃棄・整備するときは、都道府県に登録された第１種フロン類充填回収業者にフロン 
類の回収を依頼してください。このときフロン類の回収処理費用は機器廃棄者に負担 
いただくことになっています。 

●   フロン排出抑制法に基づく点検、点検整備記録簿、廃棄時のフロン類の回収の詳細に 
ついては、お買い上げの販売店または弊社窓口へお問い合わせ、または下記サイトを 
ご覧ください。 

一般社団法人　日本冷凍空調設備工業連合会 http://www.jarac.or.jp/
一般社団法人　日本冷凍空調工業会 http://www.jraia.or.jp/

ご確認ください

Printed in Japan
85464609177006
BE0412-60815
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