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品番
希望小売価格

（税別）
備考

標準多機能ワイヤードリモコン
※8段変温管理可能

KBOP-34MA1 20,000
標準でありながら多機能な優れ
たリモコン。お奨め

風量ボリュームコントローラー
(防水タイプ）

KBOP-VA02C 16,000
風量を無段階に変更可能
1セットに1個

一体化セット室外ユニット用風向ガイド(取っ手付き) ES-IFG02T 非売品 一体化セットの室外ユニットの上部ファンに標準組付済

一体化セット室外ユニット用風向ガイド(取っ手なし) ES-IFG02N 非売品 一体化セットの室外ユニットの下部ファンに標準組付済

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。一体化セット品番
ES-IS112A、IS180EXには別売

上吹きガイド 一体化セット室外ユニット用布製上吹きガイド ES-INUG1 15,000
自動車カバーの素材でできた銀色の布製上
吹きガイド。マジックテープで簡単設置。

ドレンソケット 一体化ｾｯﾄ用ﾄﾞﾚﾝｿｹｯﾄ（2022年中に白色から茶色に変更） ES-DS3218 非売品
一体型ユーザーには無償提供可能。
ドレンキャップも無償提供可能。

鋼製架台PC-NJシリーズ用集中ドレン
パン（日晴金属製）

PE-SDP30 21,000
一体化セットの架台または日晴金属製架台のPC-
NJシリーズに据付可能な集中ドレンパン。1台に1
個

PE-SDP30用断熱材（10枚入り） ESOP-DPDZ30 50,000 10枚入りで販売。バラ売りは応相談。

断熱材付き集中ドレンパン FM-DDP30 30,000
日晴金属製集中ドレンパンPE-SDP30に出
荷状態で断熱材ESOP-DPDZ30が貼付済の
ドレンパン

一体化セットES-IS112用の室外ユニット
専用集中ドレンパン（イーズ製）

ES-ODP1 45,000
室外ユニットからのドレン水漏れ防止用。原則とし
て、現地で一体化セットへ組付ける

一体化セットES-IS112A用の室外ユニット専用集中ドレンパン(部品) FM-ODP2 非売品
ES-IS112A、IS180EXには標準付属。ES-IS112には組付不
可

ドレンタンク台車 ESOP-DT100 140,000
容量100Lのドレンタンクが一体化された台
車。一体型の下方スペースにピッタリ収まり
見た目もすっきり。

バケツ置き用トレイ FM-TRB2 15,000
ES-IS112、IS112A、IS180EXのいずれにも簡単に
組付可能。原則として、現地で一体化セットへ組付
ける

ドレンポンプ 揚程5mタイプ K-DU202K 71,000 推奨品。一体型に組み付ける無償アタッチメントをイーズか
ら提供。60Hz地区では揚程６ｍ。(ｵｰｹｰ機材製)

ドレンポンプ 揚程2mタイプ K-DU151KV 64,000 アタッチメントなし。設置部材は現地手配。60Hz地区では揚
程2.5m(ｵｰｹｰ機材製)

結露防止用断熱材(KBOP‐GV01用) GV-DNZ01 15,000
マジックテープで簡単設置。先端部に隙間
があく場合には両面テープを現場施工。下
二つと組合せ可能。

結露防止用断熱材(筐体表面用) DNZ-EXK1 52,000
バズーカ、バズーカEXのﾊｳｽ内ﾕﾆｯﾄに使用
可。マグネット固定で簡単設置。上下二つと
組合せ可能。

結露防止用断熱材(吹出口用) DNZ-EXF1 18,000
バズーカ、バズーカEXのﾊｳｽ内ﾕﾆｯﾄに使用
可。マジックテープで簡単設置。上二つと組
合せ可能。

バズーカ用吸込フィルターセット（ﾌｨﾙﾀｰ枠＋ﾌｨﾙﾀｰ） ES-BZF22 44,000
フィルター枠＋必要なビス＋メインフィルター２枚＋サイド
フィルター１枚のセット 室内ユニット１台に１台（室外機用な
し）

バズーカ用フィルター ES-BZF02 20,000 メインフィルター２枚＋サイドフィルター１枚のセット

推奨レデューサー
(φ570→φ350 溶融亜鉛メッキ鋼鈑製 断熱なし)

品番なし 16,000

推奨ﾚﾃﾞｭｰｻｰ用断熱ﾌﾟﾚｶｯﾄｼｰﾄ（6t、貼付は現地施工） 品番なし 20,000
断熱ﾌﾟﾚｶｯﾄｼｰﾄ貼付用テープ 品番なし 3,200 9.5m/巻＝約4個分

ピタットダクト(窓枠用) SDT-WDS01-XX 40,000

ピタットダクト(ドア枠用) SDT-WDS01-XX 40,000

スポットバズーカ用発電機 ES-VECTOR7000S 1,350,000
ES-IS112A用。収まり抜群。
ES-IS180EXには使用不可。

スポットバズーカ専用発電機用トリクル充電器 品番なし 8,400

スポットバズーカ専用発電機用バッテリー 品番なし 15,600

LPガス10kgボンベ 品番なし 参考：1本22000円 地場のガス会社に依頼してください。

移動・保護用ﾌﾚｰﾑ 吊下げオプション FM-TSG1 135,000
一体型を囲むフレーム構造にし、上部から
吊下げ移動可能にするオプション。重機接
触保護にも使用可能。

※注文集中時期(夏前など)は、別売品も在庫不足になる場合があります。弊社担当者あてに早めに在庫確認の連絡を行ってください。

スポットバズーカ 一体型用 別売品一覧表

品名

リモコン

発電機

一体型室外機用
排気ダクト

マジックテープで簡単設置。一体型室外機
から出る排熱を屋外にダクトを通して排出。
現地の窓枠・ドア枠にピッタリのダクトをセミ
オーダーメイドで製造。返品不可。品番の
XXにはサイズを記載。

ハウス内ユニット
結露防止用断熱材

風向ガイド

集中ドレンパン

フィルター

天地2か所φ5の穴あり、それでL字金具等
で固定する。送料の差が激しいので、送料
別途。
φ350だけでなくφ300など異径も別途製作

ハウス内ユニット
ダクト接続時

推奨品

ドレン対策その他

（参考価

（参考価
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品番
希望小売価格

（税別）
備考

標準多機能ワイヤードリモコン
※8段変温管理可能

KBOP-34MA1 20,000
標準でありながら多機能な優れ
たリモコン。お奨め

リモコンBOX ES-RCB1(受注対応) 14,000 推奨品の防水リモコンBOX

風量ボリュームコントローラー
(防水タイプ）

KBOP-VA02C 16,000
風量を無段階に変更可能
1セットに1個

冷暖切替ユニット ES-RDKS01 40,000
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

室外ﾕﾆｯﾄ用風向ガイド KBOP-SH96SG 17,000
風向を45度程度変更
室外ﾕﾆｯﾄ1台につき2個必要

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。

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）

KBOP-DS05 1,000
推奨品
ハウス内ﾕﾆｯﾄ1台に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）

KBOP-DS06 1,800 室外ﾕﾆｯﾄ1台に1個

分岐管 分岐管 KBOP-50WR7 8,000
ツインタイプ発注時には本体価格に含
まれています。左記価格は別途発注の
場合。

背面吸込みガード 背面吸込みガード KBOP-SG01A 10,000 在庫品払底後廃版予定。

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

KBOP-SE55RA 2,000
四段サーモ使用時に必要
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)

KBOP-SF40RM 26,000
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

外部出力アダプター
(出力は室内機ファンのON/OFFに連動)

KBOP-AD01 10,000
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

推奨レデューサー
(φ570→φ350 溶融亜鉛メッキ鋼鈑製 断熱なし)

品番なし 16,000

推奨ﾚﾃﾞｭｰｻｰ用断熱ﾌﾟﾚｶｯﾄｼｰﾄ（6t、貼付は現地施工） 品番なし 20,000
断熱ﾌﾟﾚｶｯﾄｼｰﾄ貼付用テープ 品番なし 3,200 9.5m/巻＝約4個分

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）

ES-SDP3 52,000
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。

鋼製架台PC-NJシリーズ用集中ドレン
パン（日晴金属製）

PE-SDP30 21,000
一体化セットの架台または日晴金属製架台のPC-
NJシリーズに据付可能な集中ドレンパン。1台に1
個

PE-SDP30用断熱材（10枚入り） ESOP-DPDZ30 50,000 10枚入りで販売。バラ売りは応相談。

断熱材付き集中ドレンパン FM-DDP30 30,000
日晴金属製集中ドレンパンPE-SDP30に出荷状
態で断熱材ESOP-DPDZ30貼付済のドレンパン

バズーカ(一体化セット)用折畳み式防護ネット IS-OBN10 100,000
体育館で一体化セットを使用する際の人の衝突防護と防球
を兼ねる。4面防護(前面・右面・左面・上面)。不使用時は折
畳み収納可能。網目合い100㎜。

バズーカ室内機用防球ﾈｯﾄ付き架台 基本架台 ES-BNK10 240,000
バズーカ室内機用防球ﾈｯﾄ付き架台 壁面オプション ESOP-HKS10 120,000
バズーカ室内機用防球ﾈｯﾄ付き架台 ﾄﾞﾚﾝｽﾍﾟｰｽｵﾌﾟｼｮﾝ ESOP-DPS10 90,000
バズーカ室内機用防球ﾈｯﾄ付き架台 背面ﾈｯﾄ ESOP-HNET10 24,000

バズーカ室内機用防球ﾈｯﾄ付き架台 床置スリムﾀｲﾌﾟ ES-SBK20 180,000
ギャラリー設置向けに開発されたｽﾘﾑﾀｲﾌﾟ。2021
年デビュー。設置性も向上。おすすめ。

ドレンポンプ 揚程5mタイプ K-DU202K 71,000 推奨品。一体型に組み付ける無償アタッチメントをイーズか
ら提供。60Hz地区では揚程６ｍ。(ｵｰｹｰ機材製)

ドレンポンプ 揚程2mタイプ K-DU151KV 64,000 アタッチメントなし。設置部材は現地手配。60Hz地区では揚
程2.5m(ｵｰｹｰ機材製)

結露防止用断熱材(KBOP‐GV01用) GV-DNZ01 15,000
マジックテープで簡単設置。先端部に隙間
があく場合には両面テープを現場施工。下
二つと組合せ可能。

結露防止用断熱材(筐体表面用) DNZ-EXK1 52,000
バズーカ、バズーカEXのﾊｳｽ内ﾕﾆｯﾄに使用
可。マグネット固定で簡単設置。上下二つと
組合せ可能。

結露防止用断熱材(吹出口用) DNZ-EXF1 18,000
バズーカ、バズーカEXのﾊｳｽ内ﾕﾆｯﾄに使用
可。マジックテープで簡単設置。上二つと組
合せ可能。

バズーカ用吸込フィルターセット（フィル
ター枠＋フィルター）

ES-BZF22 44,000
フィルター枠＋必要なビス＋メインフィルター２枚
＋サイドフィルター１枚のセット 室内ユニット１台
に１台（室外機用なし）

バズーカ用フィルター ES-BZF02 20,000 メインフィルター２枚＋サイドフィルター１枚のセット

※注文集中時期(夏前など)は、別売品も在庫不足になる場合があります。弊社担当者あてに早めに在庫確認の連絡を行ってください。

防護・防球ネット

別置型の室内機保護用。室内機を平地設置(ｷﾞｬﾗ
ﾘｰ設置)・天面設置する際はBNK10のみ、壁面設
置する際にはBNK10とHKS10 の両方が必要。ドレ
ンポンプを組込む場合にはDPS10、室内機背面の
保護も必要な場合はHNET10 を併用。

ドレンポンプ

フィルター

ハウス内ユニット
結露防止用断熱材

ドレンソケット

集中ドレンパン

制御機器

ハウス内ユニット
ダクト接続時

推奨品

天地2か所φ5の穴あり、それでL字金具等
で固定する。送料の差が激しいので、送料
別途。
鋼板が値上がり中なので、都度確認必要

スポットバズーカ 別置型用 別売品一覧表

品名

リモコン

風向ガイド

（参考価

（参考価


