
MITSUBISHI 
冷房•暖房兼用セパレート形(インバーター） 

兰菱ルームエアコン 
取扱説明書 

形名 

ェムIス协トゼット王ックスブイ ゼッにリクスフ’イ 

MSZ-ZXV228-ZXV258 ■ T(クリアブラウン） 

MSZ-ZXV288.ZXV288S —T(クUァブラゥン） 

M SZ-ZX V368 - ZX V368S-ち梦撰g頸 
MSZ-ZXV408S’ZXV508S-値貫真踢 
MSZ-ZXV638S-ZXV718S-戦照§期 

/ 

もっと快適•もっと省エネ 
霧ケ峰の 

エアコン活用ガイド 

お游S 

このたびは=憂ルームエアコンをお買いホめいただをまして、まことにありびとうございます。 
♦ご使用の前に、正しくを全にお使いいただくため、この取扱説明書を化ずお読みください。 
そのあと大切に保营し、化要なときにお読みくだごい。 
♦保部醫はおず「お買い上げ曰•眼売店ち」などの記入を確かめて、眼荒店か5おま取りください。 
♦お晋をまご自身では据がけないでください。（ををや機能の確なびで定ません） 

この聲品は国巧用でずので曰本国かでは使用でをません。また、アフターヴービスをでをまだん。 
i.his appliance is designed for use in Japan onlv and can not be used in any other country. No servicing i 
available outside of Japan. 

(リでコン欣ぞ おち表を 

.ををを 

裝品登録のご蚕巧 

E養電機では、ウェブサイトのアンケートにお答えいただくと 
お客さまに役立つ各種ヴービスをウェブサイトにてご利巧でをる、「製品登録サービスJを実施しております， 
詳しくはこちらのホームぺージをご覧ください。http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mvpage 
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かんたんガイ1、 
つで^、！:'/レなシーンでも 
•.亡化.;扭乂 'れェかこ こ） 

活房 除湿M 暖房 

が 

風速は、自動がおすすめ 

自動にするには、リモコンのふたを開け、 
風速ボタンを押す。 

風向は、よけIあるいは/^風あで)がおすすめ 

風よけ:体を包み込むような気流で空調します。 
風あて:人のいるエリアを中ふにを調します。 

識を孤 

べ^ソ 

苗ECOU^易變蛋瓜馨^言《 

^人のいることが多いエリアを学裂して、 
このエリアの温度ムラを抑える運転をします。 

誠^人を見つけて、人のし、るエリアを中也にムダなく空調します 

さらに人の動きを感ミ日して、冷えすぎを抑えたり 
省エネ運転に切り換えたりします。 



ま全のために必ずお守り < ださい 

备部のなまえ僅巧機の表示の点灯/消口を切り換えるには〉 

リモコン 

お部屋を冷やず/暖める(冷房•暖房運お) 

湿気を取り除く/巧濯物を乾かず(除湿•ランドリー運乾) 

かんたん! 
省エネ設定を選ぶ(EC ロレべル選巧） 

不在時に自動で省エネ運輯に切り換える(不在省エネ運捉) 

風速•風向を調節ずる 

すばやく冷やず/暖める(ハイパワー運乾) 

涼しく風をあてる備感運酷） 

おやずみ時の適度や湿度を設定する(ねむり運乾) 

ニオイやほこりを取る(脱臭空清運乾) 

かんたんタイマーを使ラ（かんたん入/切タィマー) 

時刻設定タイマーを使ラ(時刻設定入/切タィマー) 

メニューを切り換をる（体感•不在省エネ•電流•スタ 

温廚調節 湿度いずれかを押す 
▽ 

冷房は、r温度」と「湿度」両方を設定。 
除湿は、「湿度」を設定。 
暖房は、「温度」を設定。 

I jにしレへルと造记ィ、---- 

イ本感「切」のときに比べて、ECOレベルを設定した場合 
は無で約30%、觀で最大40%、爲で最大加 
%の省エネ効果があります。内訳は、床温度をみて体感 
湿度コントロールをする効果が約30%、人が一箇腑こい 

てエリアを紋る効果が10%、人のま動量をみて体感温 
度をコントロールする効果が10%です。 12心.心 

ぶ省エネ効票はMSZ-2：XV408Sで当社類靖試験室（14量、 

夕惊溫なの悟温が齡におしヴ、暖房運転を停止してから 
目時間放置後、同一体感遍度（20で）が得られるように、 

ECOレベルを設定した場合と、体感「切jに設定した場合、 
それぞれ4時間運転した後の積黨電力量の比較。 

画体感「切」を設をした場合は、室巧磯のECOモニター 
は消灯します。 6へ-シ^ 

わで‘人れ 
自動おそラじ機能について 

自動でエアコン内部をクリーンにずる（巧部クリーン運転) 

リモコン操作でフイルターおそうじをずる(手動フィルター掃除運捉） 

部品の取り巧し 

部品のお手入れ(お手入れのめやすとお手入れの方法） 

部品の取り付け 

故障かな？ 

知っておいていただをたいこと 

設置•点検•移設 

長期間ご使用にならないとを 

保証とアフターサービス 

ご相談窓口 •修理窓口のご案內(家電品) 



ま全のために必ずお守りくださし 

A警告 
異常や不具合び発生したとを 

ただちに運輯停止しrお買上げの販売店j 
にご相談ください。 39へ-シ^ 

据付けは、お買上げの販売店また 
は専門業者に依頼ずる 

電源は必ずエアコン専用の 
コンセントを使用ずる 

据付けには専門の知識と技術が〇 
必要です。お客さま自身で据付^^ 
工事をされ不備があると、■■ 
水漏れや感電.火災の原因 
になDまず。 販売店に相談 

専用拟かのコンセントを使巧 
すると、発熱•火災の原因に 
な0まず。 〇 

専田〕ンセント A警告 
可燃性ガスび漏れるおそれのちる 
場所への設置は巧わない 

アース(接地)を確実に巧ラ 

万ーガスが漏れて室が機の周囲にたま 
ると、爆発の原因になります。 

、一一 

w： 
0 
設置禁止 

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-スが不確実な場合は、謂を 

K謡®。峨巧 
た吟;Miアースエ事 

Mm 

長時間を風を体に直接あてたり、 
冷やし過ぎない 

体調悪化•懼康障害の 
原因になります。に 0 

，禁止 

A注思 

の出口や吸込口に指や棒などを 
入れない 

内部でフアンが高速回転 
していますので、 {^ 
ケガの原因に W讀 
なります。 rmt^ m 

〇 i!ル夺取腑 眷 

電源コードは、束ねたtx引っ張ったり、 
重いをのを載はたり、ネジなどで傷つ 
けたり、加熱したり、加工したりしない 

感電や発熱•义災の 
原因になります。 0 

禁止 

A警告 
電源プラグをあいて停止をしない 

乂災•感電•ヶガ•が漏れの 
原因になります。 0 

IBDAブ•か 

〇 

お客さま自身で分解-改造.修理-移動再設置•修理する場きは、お買上げの販売 
移動再設疆をしない 店または云養電機修理相談窓口む目談ずる 

火が•感驅•ケガ•が漏れのyCN不備げあると、感電や 
原因になります。 1\|火災などの原因に ■■ 

なります。 
禁止 販売店に欄 

エアコンび冷えない•暖ま6ない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考 
え5れるので、お買上げの販売店に相談ずる 
を媒の追加を伴う修理の場合は、修理內容をサービスマンに確認ずる 

エアコンに使用されている冷媒は安全です。;を媒は通萬漏れる 
ことはありませんが、万一、冷媒が室內に漏れ、ファンヒーター、 ■■ 
ストーブ、コン□などの义気に觸れると有害な生成物が発生する 
原因になります。 ヴ-ビスのに確認する 

感電や义災の n— 
原因になります。で 0 

禁止 

電源プラグを差し这む際は、電源プラグ 
側だけでなくコンセント側にちほこりの 
付着、詰まり、がたつきびないことを確認 
し、刃の根元まで確実に善し込む 

ほこりの付着、詰まり、がたつきびあると、 
感電や火災の原因になります。 
コンセントにがたつをがある 
場合は、販売岛こf；^ ■墨 
相談に ^.4^ 

くださぃ。[1® IW博命る 



I 
A警告 

輩源コードは、途中で接続したり、 
延長コードの使用’他の電気器眞 
とのタコ足配線をしない 

感電や発熱， 
火ぶの原因 
になります。 

異常時（こけ臭いなど）は、運転を 
停止して電源プラグを抜<か、ブ 
レーカーを切る 

真常のまま達転を続けると故障や感電- 
火災などの原因になりまず。 
お賈上げの販売店または三菱電機修理 
相談窓口に相談してください。 

A注意 
食品•動植物•精密機器•美術品の 
保存など特殊用途には使巧しない 
品質低下または 
動植物への害の 
原因になること 
がちDまず。 

めれた手でスイッチを操作しない 

感電の原因に 
なることがあ 
ります。 - 

めれ手禁止 

燃焼器具と一緒に運乾するときは、 
こまめに換気ずる 
換謂が不十がな 
場合は、酸素不 
足の原因Iしなる 
ことがあります。 

換気 

エアコンの風が直接あたる所に 
燃焼器具を疆かない 
不完を燃焼の 
原因Iしなる 
ことがあり 
ます。 

電源プラグを巧<とまは、電源コ 
ードを引っ張って巧かない 
ち線の一部が断線して発熱 
発义の原因 a 
になること 
があ0ます。 

長期間使用で傷んだままの据巧 
台などで使用しない 
ユニットの落下につなが〇ケガ 
などの原因になることが 
あ0ます。 0 

禁止 

A注思 
エアコンをかないしたり、巧瓶など 
水の入った容器を載せたりしない 

感電や発乂の 
原因になること 
がありまず。 

動植物に直接風をあてない 

動植物に悪影 
響をおよぼず 
原因(<_なるこ 
とがあります。 

室内が機の下に他の電気製品や 
家財などを置かない 
水が滴下ずる塌合があり、 
巧損や巧障の原因になる 
ことがありまず。 0 

設置禁止 

室内列■機の吸込□やアルミフィン 
にさね5ない 
ケガの原因になることがありまず。 

誦^ 禁止 

室外機の上に乗ったり、ものを載 
せたりしない 

落下.輯倒により 
ヶガの原因にな 
ることがありま 
す。 

0 
禁止 

エアコンの操作やお手入れのと 
きは不安定な台に乗6ない 
鼠倒などケガの 
原因になること 
があります。 

殺虫剤•可燃性スプレーなどを吹 
をつけない 
义災•変形の原因になることがあります。 

0 
使用禁止 

雷び鳴り落雷のおそれびあるとさは 
運輯を停止し、輩源プラグを巧く 
被雷ずると、巧障の原因に 
なることがあります。 

乃グを巧く 

お手入れをするときはおず運転を惇止し、 
電源プラグを抜 < か、ブレーカーを切る 
巧部でフアンが高速回窗していまずの 
で、ケガの原因になることが 
ありますC 

回 
含 
乃グを抜く 

長期間使用しない場合は、電源ブラ 
グを巧くか、ブレーカーを切る 
ほこりがたまると、発熱や 
発火の原因になることが 
态Dます。 

乃グを巧く 

窓や戸の開けっぱなしなど、高湿 
(80%1义h)で長時間運輯はしない 
室内機に露がつき、滴下して家，財などを 
め5し、巧損の原因になる 
ことがあ 
0ます。 0 

運転禁止 

乾電池を充電•分解したり义の中 
にお入しない 
液漏れ•破裂 
•発火の原因 
になることが 
あります。 

佩 

=ぶ 0 
禁止 

乾電池の交換は2本とを新しい同 
種のちのにずる 
古い乾電池を混 
ぜて使用ずると 
発熱•液漏れ•破 
裂の原因[Lなる 
ことがあります。 

〇 
同種のをの|[ 

エアコンを数シーズン使用した場 
创ま、通常のお手入れとは別に点 
検整備を巧ぅ 
室內機の内部にゴミやほこりがたまって、 
においが発生したり、除湿かの排水経路 
を詰ま5せ、室内機か5のか漏れの原因 
になることびありまず。 
点検整備には専門の知識 
と技術が必要です。 
お貢上げの販売店に依頼 
して < ださい。 点検整備 

〇 
室内機巧部の洗をはお客さま自 
身では行わず、おずお賢上げの版 
売店または兰菱驅機修理相談窓 
口に相談ずる 

誤った洗浄剤の選定•陣用方法で洗浄を 
行ラと、樹脂部分が破損したり水漏れな 
どの原因になることがあります。 
また、洗浄剤が電気品や 
モータにかかると故障や 
発煙•発义の原因になる 
ことがありまず。 .眼売店に相談 

{女全のためにかずおずりください 



各部のなまえ 

受信部 

丸洗いパネル 

吹出口 

上下風巧フラップ 

※おそうじ機構のを部のなまえ 
2日へージ^ 

參ECOモニター 
省エネ設定を表示します。12へ-ジ 
体感「切」を設をした場合は消灯します。 
21ベージ^ 

©運輯ランプ 
運転中や乂タイマーが設定され 
ているときに点なします。 

一へ- 翔 

雜クリーンモニター 
お部屋のを気や室内機をきれいにして 
し、るときに点灯します。 

/脱臭空清運転、フィルターおそうじメカ、 
、運転、内部クリーン運転 ノ 
11、17、21〜25へージ^ 

參人感ムーブアイ 
人のいるエリアと巧や壁の温度 
を検巧します。 

12、13ベージ^ 

旅急運輯スイッチ 
召べージ^ 

お手入れスイッチ 
30、31ベ-ジ^ 

電源プラグ 

温度センサー 
湿度センサー 

製造年 

お名 

まふ、ストッパー 

^ 

©体感温度モニター 
現をのか感温度や設定温度 
を表示します。7へ—ジ^ 

ぶ点灯色はすべて白です。 
&図は説明のため、全点灯し 
ています。 

©エリアモニター 
人のし、るエリアを表示します。 
ムラなし運転では生'まエリアを 
表巧します012ベ-ジ^ 
お好みの風向を設定した場合 
は消灯します。15へ-ジ^ 

■各モニターが点滅してし、るときは「故隐かな？（モニター表示）」をご覽ください。7,32、33、3日べ-ジ^ 

■ねむり運転のときはモニター表示が自動で暗くなります。のベ-:瓜 

■丸洗いバネルをきっちり閉めてし、如、と、モニター表示がぼやけることがあります。ぶ1立!ぶ^ 
夕 

ア—ス师予 

排水口（下面) 

…お知らせ- 

室外機から水が出る 
故障ではありません。32ベ-ジ^ 



室内機の表示の明るさが気になるときに消灯してくださし’ 

Hねむり運転のときはモニター表示が自動で暗くなります。17ベージ^ 

運転中にlirを押す 
巧コンの表示が「表示入」からr表示切」に切り換わります。 
「運転ランプ」が外の蜜内機の表示が消灯します。お-ジ 

■押すごとにみの順に切り換わります。 

表71^入表W切 

■ r表示切」のとき、「温度/調節」が外のボタンを押すと、「表示入」のときの 
表示内容が室內機に約5砂間表示されます。 

(TQ体感温度をニタ—の穀示内容 
体感温度モニターはリモコンの設定、操作するボタンによって、表示のしかたが異なりますC 

体感温度モニターには溫度が夕快表示される場合があります。 

冷房 

mm 
白巧 €C0タタぶ 

輔口目封 

811—^ 
助:け_ 

本体表示設定 リモコンのボタン1桌作 表示内容 

表示入 

をし 現在の化感通度を常時表示 

r温度/調節」を巧す。 
設を温度を3砂間表示(体感温度モニター外は消な)後、 

現在の化感温度を表示 

r温度/調節」お列■を押す。 現をの体感温度を常時表示 

表示切 

をし 運乾ランプおがは消な 

r温度/調節」を押す。 設ま:温度を3砂間表示後、運転ランプおがは消灯 

r温度/調節」ががを押す。 現をの体感湿度を日砂間表示後、運鼠ランプが外は消灯 

表示 表示の意味 

FL 
(モニターが■すべて点滅） 

ミFに 
上下風向フラップのをん、スト’ソバーががれてし、る可能性があり 

ます。まん、ストッパーが"カチッ"と音がするまで確実に取り付 

けてくださし、。 

dC 
(運転開始時、停止時に表示）」7广 
同時にクリーンモニターも点、;):T ◎し 

ダストボックスのお手入れ時期が来たことをおミロらせしてし、ます。 
冷房、暖房などの積算運転時間が約2万時間を超えるt表示 
します。 

数字が点滅 
(運乾ランプも点減） 

ぶ 
故障ですので、運乾を停止し、「お買い上げの販売店Jまたは 
兰菱電機修理相談窓口に修理をお頼してください。その際、 
点滅している数宇をお知らせください。 

Hi Lo 

HI Lo 
体感涼度は8で〜37でまで0.5できざみで表示します。 
7.5でに^下はし：3、37.5でお上は/-,','と表示されます。 

ソモコン 単4形アルカリ 

乾電池（2本） 

お扱説明書 ※リモコンホルダーは別亮です。 
お近くの兰菱電機ストアまたは取扱店でお 
求めください。 

各部のなきろ室《機の奉一^の点打/消灯を切り換えるには〉 

ロロ 

C3 加名 
おを 

希望小売価格 

リモコンホルダー(別売) 

_MAC-181RH 
630円懒込） 



リモコン 
じたとき 

送信卽 
室内機の受信部へ信号を送ります。 

養を部 

設定:巧態を表示します。 
※説明のため、すべてを表示してし、ます。 
■使用できないボタンを押すと、 
が3秒間表示されます。 

冷房ボタン/暖房ボタン 
冷房/暖房運転を開始します。10へ-シ^ 

除湿切換ボタン 

除湿運乾の種類を選びます。1レ兔 

かんたん入安イマーボタン/ 

かんたん切參イポタン 

設定した時間でエアコンを入/切の状態に 
します。 

いたとき 
メニューボタン 

メニューを切り換えます。 

揀定ボタン 
設定項目の確定などに使います。 

取消ボタン 
タイマー運転の解腺などに使し、ます。 

入タイマーボ袁ン/切务イマーボタン 

10分刻みでエアコンの入/切時剔を設定 
します。巧へ—ジ心 

涼感ボタン 
風向を上下にスイングさせます。16。-ジ 

時刻合わせボ袁ン 
時刻を合わせます。9へ-ジ^ 

麗迦交鎮德狎ずボをン 
電池を交換した後に押します。9ベ-ジ 

^^1 1 

BUS 
か ECO 一 

風に1厘 

\ lTMdv\ Itf'hT^ 
\ Q 圆 
\ タイトタイマン 

選顏入/切ボタン 
運転、停止します。 

湿釀ボタン 
湿度を調節します。J.Q.，..1.1吊二 

湿麗/調節ボタン 
•温度を調節します。10へ-ジ^ 

.時刻を合わせます。9.19へ-ジ^ 

_ •設をを遇択します。1ん20。-ジ^ _ 

脱臭空清ボ复ン 
空気中のニオイやほこりをすばやく取り隙き 
ます0 17へーシち、 

本惊表示入/切ボタン 
室内機の表示を切り換えます。互公 

ECOレベルボ乡ン 
省エネの設定（ぶの枚数）を選びます。 
1之へージ良 

風よけボタン/風島てボタン 
風のあてかたを選びます。12へ-シ 

とびらを開ける 

福画回 1 

關画画 

[T風透1面瓜?1レ\ィバ巧j 
し： '''r•画上下つ 
〔国ち古I居の卸Iち防因I 
巧扭.まあ W 

6リ-ンII赚I [ねむりI 

リモコンの襄ブタを外し、室内機の据付位置にツマミををわせ 

てください。 と主~1 ?マミ1 

リモコンには々のように表示されます。 
cS cS 

左 や巧ち 
■運転停止中もリモコンに表示されます。 
■据付な置を正しく設定しないと、冷えや腊まりが遐くなる場 
合があります。 

風遮ボタン/風ロングボタン/風左容ボタン 
/風上下ボタン（お映出、吾吹出） 
風速や風向を調節します。15へ-シ^ 

ハイバワ—ボタン 

__すばやく冷やしたり、暖めたりします。1お.：:ぉ 

内卽クリ…ンボタン 

運転停止後にエアコン内部を乾燥させて、 
ヵビの発生を防ぎます。24。-シ^ 

亭動禪除ボタン 
リモコンからの操作でフイルターおそうじメカ 
運転を巧います。25へ-ジ^ 

ねむりボタン 

おやすみ時の温度•湿度を設定します。 
17ヘーン心 

室内機の据付位置のめやす 
50cmLソ巧のときは左提付 SOcm^Uソ內のときは右提付 

(左）（中央）（を） 

苗''お客さまの部屋で 
' U ^の室内機の提付 

'と户f—^pi'卿く な置を確認してく 

■壁やタンスから50〇の1^^上離れた前こ据え付けた場合は 
「中央」にツマミを合わせる。 



モ 
n 

■時刻を合わせたら、化ずSBを押してください。点ミ成が点灯に切り換わり、時刻が確をされます。 
■約30抄間操作をしないと時刻合わせを解除します。 

リモコンの操作について 

■なのことをずってください。 
♦室み機から直線で6mが内で操作してください。 

♦室内機の受信部に向けて操作してください。 

•室内機との間に、信号をさえぎるものを置かなし、でください。 

■直射日光があたる場所やストーブなどの近くには置かない 
でください。 

I操作中は、々のように動作します。 

•信号が壺内機に届くと運転中は"ピッ"と鳴ります。 
•ボタンを連続のに押すと、押し終わったあとにリモコン信 

号を送信します。 
•使用できなし、ボタンを押すと、リモコン表示部にI 
が3秒間表示されます。 

■信号を受信しない、表示が出ない、表示がうすい。34へ-心 

■リモコンを壁などに取り付ける場合は、リモコン 

の上がり裏にあるフック程卜け巧を"カチッ"と音 
がするまで引き出して、フックに引っ掛けて使用 
してください。 
リモコンホルダーは別売です。7ヘーン 

霜池交換について 
■アルカリ乾電池の寿命は約1年です。ただし、推巽期限が 
切れてし、ると寿命が短くなります。 

■充電式乾電池を使用しなし、でください。 

■マンボン乾電池を使用しなし、でください。 

(誤動作することがあります） 

■リモコンの電池がかなくなるとリモコンの信号が届きにくく 

なり、表示がうすくをります。2本とも新しい単4おアルカリ 
乾電池(LR03)と交換してください。 

リモコンが故障したり、電池が消舞したときには室内 
機の応急運転スイッチを巧って運乾することができます。 

運転ランプ 応急運転スイッチ 

応急運転スイッチを押す 
■押すごとに次の順で切り換わります。 

応急冷房一応急暖房一停止 
{_I 

く体感温度モニターの表示> 

応急冷房 応急腊房 

…:N 
※これが外の運転はできません。 

最初の30分間は温度調節が働かず連続運転になり、 
風速はイj (強）じなります。 

30み後の運転内容は々のようになります 

運転内容 冷房 暖房 
設定温度 乙4。仁 24。仁 

風 速 -•(中） ィ忡） 
上下風向フラップ 自動 自動 

停止応急運転スイッチを押す 



お部屋を冷やす/暖める 
冷房•暖房運転中は、体感コントロールで室温や巧温度、湿度を考慮して、 
よりきめ細やかに運転をコントロールします。13ぺ—ジ^ 

■養庸を押して運転を開始した場合は、停止前と同じ運転内容になります。 

例）前回、冷房運転をしてし、た場含は;令房運転になります。 

■省エネ推奨温度 

冷房 暖房 

28たな上（設定湿度60%) 20たむ下 

お知らせ-—- 

■「体感」を「切」に設定すると、室温だけで運乾をコントロールします。20,21 

■「体劇を「切」に設定すると、冷房時の湿度調節はできません。ぶんぶhzジ 
■風速を圆、•(弱）、「自動」で運転してし、る場合、冷えや暖まりが遐くなることがあります。 
このような場合は、風速を•■(中）または(強）に垫更してください。 

■聽房運乾が定期的に止まる 
気温が低いときに暖房運転をするt室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなときは、自動で定期的 
に暖房運転が止まり、霜取り運転を巧し、ます。このとき、室内機のフラップが水平にをり風が出なくなります。また、霜取り 
により融け出した水が堂外機の下に流れ出したり、湯気が白い煙のように見えることがありますが、異常ではありません。 

流れ出す水の量は、使用環谢こよって異なります。 



湿気を取り除く/洗濯物を乾かす1_ 
除湿運転:室温の低下を抑えながら、湿気を取り除き、お部屋の空気をサラサラにします。 

(再熱除湿） 
ランドリー運転:洗濯物をお部屋の中で早く乾かします。 

■ 

ごお知らせ- 

■驗湿•ランドリー運転のときは、温度を設定できません。 
■ランドリー運幸云のときは、湿度を設定できません。 

■除湿運転では、お部屋の湿気が多し、とき、外気温が低し、ときなどは詰をした湿度にならない場合■があります。 
■ランドリー運転のときは、室温、湿度が変動する場合があります。 

お部壓に人がいないときに使用することをおすすめします。 
■ランドリー運転では自動で脱臭を清が働きます。 

湿気を取り除く/洗濯物を乾かす 



>エリアモニターSSI #亩涅度モニター 

微日 
腳 

PM 
m SCO夕ぶみ 

卽広:D卽 

1運転を選ぶ 
■を房I ■因田留I •[履房Iのいずれかを押します。 

■ランドリー運転では操作できません。 

湿度I離腐县 

Iち房觸鹏I巧房 

を押して^の孜数を選ぶ貨Sる 
GCOぶ 偏）：生活エリアの温度ムラをなくす運転をします。 

eco夕ぶ（扫）：人のし、るエリアを中'レに空調します。 

GCOぶぶぶ（fili):さらに、人の動きの大小を感知して、温度をコントロールしますC 

ecoぶ、巨COぶぶぶになると室内楼が"ピピッ"と鳴ります。 

■ご購入時の設定はecoぶぶぶです。 
■お好みで風向を調節したときはGCOぶになります。（錠）は表示されません。 

化へ—ジ 

^蟲または蟲を押して風のあてかたを選ぶ 
風よけ:風あたり感を弱めて体を包み込むような気流で空調します。 
風あて:人のし、るエリアを中ん、に空調します。 

■ご購入時の設赴よr風よけ」です。 
■ ECOぶのときに赢またはを押すと、ECOぶぶになります。 

(風向は自動になります） 

} Iエリアモニターについて 

■ ECOレベルにより、エリアモニターに表示される内容が異なります。 

ECOレベル 1 表71^内容 表示例 ECOレべJレ 

GCO夕 学習した生活エリア 

表7F例 

G言。 
C3 。 

表示なし 

黨心甚i;_現を、人がぃるェリ7 ° 

ecoぶお巧みの風向に設定時立班^ 帛一_ S 
体感「切」2ん2レ-シ^_ _ 

国運転開始から人を見つけるまではすベてのランプが点灯します。 
■リモコンで設定した室内機の据付f立置お或^によって、室内機の正面ち向に人がし、る場を 

に点灯するランプの位置が異なります。運転中に据付位置を変更しても表示は変わりません。 

エアコンの正面ち向に人が中^が ™ ホf付 
いる場合に点灯するランプ 己 こ! 一 一口一ーエアコンに近し、ときに点な 

I_i 。 しJsエアコンから遠し、ときに点な 

, ■同じ場所でも座ってし、るときと立ってし、るときでは、点なするランプが異なることがあります。 

^お知らせ.... .、 

■「体感切」に設定してし、るときにを押すと自動的に「体感入」になりますが、ecoぶり枚）のときに)を押しても「体感 
切」にはなりません。「体感」を「切」に設定したい場創よメニユー切換で設定してください。地ぶ心立^ 

■風よけを選んでも、風あたりが気になるときは、おさ子みで風向を調節してください。 

人のいるエリアを見つけて、自動で人のいるエリアをムタなく、より快適にできます。 
さらに人の動きを感知して自動で省エネ運転に切り換えます。 

省エネ設定を選ぶ 

省エネ設定を選ぶ 



1X3人感ムーブyイの颤暑について- 

人感ムーブアイは人のいるエリアを空調したり、風あたり感を 
抑えた運転を巧うために、人のいるエリアや周囲のホ温度を 
横な]するセンサーです。 

■人感ムーブアイが左右に動きながら、人のいるエリア（左- 

中央•を)や巧温度を調べます。 
視酵角約160度の範囲で人のいるエリアや温度を測を 
します。 

■「体感Jを「切」に設定した場舍、脱臭を清運転•ランド 
リー運転の場合は、人感ムーブアイは動きません。 

PJ人感ムーブアイでの人鞭細について- 

人感ムーブアイは人の巧虜の温度を検知して、人のいるエリ 
アを特定:します。このため、皮麼があらわれていない場含には 
反応しにくしにとがあります。 

次のような場合、エリアモニター表示と風向きが人のし、るエリ 
アと合いにくしにとがあります。 

P□動客感知について- 

体感温度は人の動きの大小で変わります。このため、人感 
ムーブアイで人の動きを感知して、人の動きが多いときは低 

めの温度に、じっとしてし、るときは高めの温度にコントロール 
します。 
例えば、冷房時にソファに座ってくつろいでし、るときなどは高 
めの温度にコントロールして、冷えすぎを抑え省エネ運転します。 

のムラをし運觀じついて- 

生活エリアの温度ムラを抑えるために、部屋全体ではなく生 
活エリアの中で、暖房時は巧温度の低い巧へ風を向けて、冷 

房•除湿時は巧温度の高い巧へ風を向けて運転をします。 

生活エリア:人がし、ることが多いエリアをエアコンが学習して、 

自動的に生活エリアを設定します。 

<生活エリアのリセット> 

引遮しやお部屋の模様替えをした場含、学習した生活エリ 
アをリセットできます。運転中にリモコンのfHiボタンを長押 
し（約2砂間）すると"ピピッ"と受信音が鳴り、生活エリアが 

リセットされます。 

僻臟コントロールについて- 

床温度と室温の両方を見て、エアコンの能力をコン阳ールし 
ます。そのために暖房時は足もとの冷えを防ぎ、冷房時は冷 
え過ぎを抑えます。 

暖房時 暖房時 

左か5測定開巧 お画しなが5測定 ち端で測是巧了 

左 中央ち 

左端に戻る 

■リモコンで左据付に設定した場合は中央一右、右据付に 
設定した場をは左W•中央の範囲で動きます。8へ—ジ^ 

■巧温度が高いとき 
■エアコンとの間に障害物（家具•沸濯物など）があるとき 

■温度変化が大きい発熱休があるとき 

■動きのをい人と少ない人が一緒にし、る場をな&よ、 
ecoぶぶ（己)を選ぶことをおすすめします。 

■除湿時はecoぶぶぶ（ffli)に設をしても、 
ecoタタ（fi )と同じ運転をします。 

生まエリアの例: 

体感冷房運転時は、冷房運転と除湿運乾を自動で切り換えて、 
ミ互度.湿度をコントロールします。 
■外気温度が低し、場合、湿度が下がらなし、場合があります。 
■ r体感jを「切」に設定してし、るときは、除湿を巧わなし、ため 
湿度をコントロールしません。 



iS®/園節 で入/切を選んで度量を押す 

室内機が"ピピッ"と鳴ります。 

■ご購入時の設定は「切」です。 

(Tp不を省てネ擢蘭の設定温度について 

■お部屋に人がし、をし、ときは自動で設定温度を邸J換えて省エネ運転になります。 
(リモコンの表示は変わりません） 

•冷房：設を温度を約1で上げる 
•暖房：設定:温度を約1で下げる 
•除湿：設定湿度を約10%上げる 

■自動で設定温度を切り換えるため、リモコンに表示されてし、る設叔品度と室内機に表示される 

現在の温度に差が出ます。 

く暖房時の例> 

設定温度 

在室になれば、 
設定通度はでし 
戻る 

約10分が上お部屋に人がいないと、 
不を省エネの設定湿度に切り換わる 

医互を押して不在省エネを選ぶ 

選択されてし、る頂目のが則にr ► Jが表示されます。 

■押すごとに次の順に切り換わります。 

体感一不在省エネー電流ースタート脱臭 

不在時に自動で省な運転に切り換える 
お部屋に人がいなくなったと割こ、省エネ運転に切り換えます。 
人を検知すると、再び元の運斷こ自動で戻ります。 
国不在省エネ運転を行うには、「体感」を「入」に設定してください。20'21心.^ 



お好みに合わせて風速と風向を設定します。 

田風速と風上下をr自動」に切り換えたときや風おもを甲に切り換えたときは、"ピヒV’と音がします。 

を妨 

心 盛1 

還咳 送風因固1 1 
▽ ^ j 

立 
■A-. 

-…一I Iみま）巨ニュ-I 

活巧1化》イ习曲W?-〕 

-®画をJを押す 
■押すごとに次の順に切り鞭わります。 
自動—同—^ • —^ 

u (恥（中）（巧） 

1_I 

圓區圧巧を押すt風速が上がります。風を遠くまで届けたし、ときに押してください。 

もう一度押すと解除されます。 
暖尉寺、上下風向は一段階、上向きになります。 

P匿i圏または匿i固を押す 
1■押すごとにみの順に切り換わります。 

I左の出I商細 

r►自動にD pHD自動 

辱（1) 

ID (2) 

口。) 

1)」(4) 

去 
0^ (5) 

-古(が 
f一 へ.一へ 

.(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

11~—J 妨 

-ム(6) 

※左右で面じ上下風向を選 
んでも、上下フラップの位 
置がを右でずれることがあ 
ります。 

自D 口 
冷房•餘湿•脱臭空清時は項コ>い)、 
媛房時は戸になります。 

叹(1) 

哼ぶ） 

口。） 

口 (4) 

口ほ） 

お巧みし舍せて選んでくたさい。 上下風向フラップの 

田リモコンに表示される泻度と案廣の上ま陪の動作範囲- 

下風向フラップの角度は異なります。 ?作範囲‘ 

H冷房•除湿•脱臭空清運転時は、風 IISvXU 

向は真下に向きません。 / 

■風向が自動妳こ変わる場合があります。 / 
32.3Sへ-シ^ 暖ち'^ 

(スイング） 

スイングさせたいときに選んでください。 

^上で臟商フラップのスイング離圏について 

風速設定 冷房•除湿•空清 暖房 

風ロングが外設定時 呼，。）〜行巧） にが）〜行(5) 

風ロング設定:時 呼，…〜EQ(3) 口。）〜CLD(3) 

■スイング範固の上端と下端で、しばらくフラップが止まります。 

U區圖を押す 
B押すごとに右の順に巧り換わります。 

戸 雨 
t \ 

^~]—ら化山•山.化S：L —の...、;2 

(ス石グ） 

田手で風向の調整をしなし、でください。 
上下•左右風向フラップを手で動かすと故障の原因になりますC 



^冷房•暖房運転中に陋固を押す 
リモコンに「ハイパワーJが表示されます。 

角军除もう一度極固を押す 
■庭题)画蜀歴量を押した場合や、運乾モードを切り換えた場合も解除されます。 

■ハイパワー運転開始後、約1時間で自動的にハイパワー運転は解除され、 

「ハイパワー」の表示が消えます。 

に.14ハイパツ-運離について 
■暖房時、約15巧間フルパワーで運転し、吹出し温度を高める運転をします< 

その歡室温を約3で高めに設をして運転します。 
■冷房時は、室温を約3で化めに設をして運転します。 

^叔知らせ- 

■冷房•暖房お外の運転では、ハイパワー運おできません 
■入タイマーで、ハイパワー運転は設定できません。 

1「体劇を「入」に設定し、冷房運転をしているときは(7\ィ/の-1を押しても、すぐにハイパワー運転 
に切り撒わらない場合があります。この場合は、約3分後にハイパワー運転に切り換わり、冷風 
が出ます。 

動をあてる 
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@屈I iXタイ?-i個がH 

〔恩理」垣□パ11/\削巧 

: 崖下-': 

画ち司をのぉI匡のが. 

ちしく J 

=ま坛ランブ *も夕ECOモニター 

ぶ SA エリアモニター g另至任忌涅ちモニター 

風向を上下にスイングさせて、風が体にあたることで涼しく感じます。 

理拓ランプ，だECOモニター 

>エリアモニターSSI冉国留度モニター 

G取消I d巧定I区ニュ-I 

[游孩jをが7-1恩9か」 

n画趣〕'恼D巧レ怖が: 

わし巧 
;恼定自[ちのホ)をの出]; 

冷房運転中に歴園をま甲す 
リモコンに「涼感」が表示され、上下風向はrスイング」の表示になります< 

解除もう一度區動を巧す 
區顾I商厕(7^でも解除します。 

:お知らせ- 

■風よけでは涼感運転の設赴よできません。 

すばやく冷やす/暖める 

♦夕 

すばやく冷やす/暖める•涼しく取をあてる 
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湿度盈度簡窗;---1 

I取消つ「細たュ-1 

r涼副[[な河画而] 

す風狸3〔困日ン巧をが巧: 

r-.暦上下一， 

す想左司运の曲I石欧固; 

巧部宇到 り' 

\巨リ-ンI醉萄[ねむりb 

-1冷房•除湿•暖房運振中に固をま甲す 
リモコンに「ねむり」が表示されます。 

^ 2ねむり運転の温度I湿度を設定する（冷房•除湿•暖鼠 
■暖房時は湿度を設定できません。 
■除湿時は温度を設定できません。 

解除をう一度廊河を巧す 
■(MS)画量画を押した場合や運乾モードを切り換えた場合も辭腺されます。 

の骑むり麗颤について 

■冷房•腰房•除湿時は、約30々間は盾を^を押す前の設を温度•湿度で運転を続けます。 
約30分後にねむりの設定温度•湿度に運転が切り換わります。 

■一度ねむり温度•湿度を設定すると、ホ回吊五巧]を押したときに、前回の設定温度•湿度が表 
示されます。 

■面を巧を押すと、壺内機の表示が暗くなり、風速は「自動」になり、静音運転を巧し、ます。 

オイやほこりを取る 

注拓ランプ吾 

冷房暖房 

ザ eco 节 
@1^-1■他の運転中に脱真空清運転もしたし、ときは 

、かんたんII尉みj j [ち房]固团到I因房]のいずれかの運転中に!^を押します。 

|s艾ゾy 押すごとに脱臭空清一••辭除の順に切り換わります。 

'-’お知らせ- 

■脱臭空清運転では、タバコに含まれる一酸化炭素やお部屋の中で発生するを害ガスをすべて取り除くことはできません。 

■各運転と脱臭空清運転を併用してし、るときに1111で停止し、再度胃で運転を開始した場合には停止前と罔じ運転内執こなります< 

H脱臭空清運転を単独で巧ってし、る場創よ、風あて•風よけ•涼感•ハイパワーの操作は無劾になります。 

停止中に員空滸を押す 

リモコンにr脱臭空清」が表示されます。 

停止 入/切 を押す 

お部屋のま気中のニオイやほこりをすばやく取り除き、空気を浄化します。 
脱臭空清の運転だけをしたし化きに使用してください。 

おやすみ時の温度や湿度を設定する 
おやすみになるときの冷やしすぎや暖めすぎが気になるときに使用してください。 

おやすみ時の温度や湿度を設定する三オイやほK 



設定した時間後にエアコンを入/切することができます。 
ボタン1つの操作で、かんたんにタイマーが設定できます。就寝中の運転の入/切に便利です。 

-^ V く一 
かん?かんが 

か》化 

I取消Ir巧定Iけ二：1-1 

r就割[g而1 

巧風I屈巧I f7怖词 
应上下 

區互吉j r左の出Iを欧巧 

巧部ミを） 一 

、巧■トンI r掃廚rねむりIィ 
V錯を版卜墙嫁 

かんたん切タイマーのほいかた 
里eランプ 
入タイマーがををな〇ている 
とさにをお打しまず。 運転中に を押す 

I押すごとに次の順に切り換わります。 

(現在時刻表示） 
タイマー解除 

^間樹 

■かんたん切タイマーは0.5、1、2、4、7時間後の設定ができます< 

かんたん入タイマーのほいかた 

運転中または停止中に\,®.を巧す 

■押すごとにみの順に切り換わります。 

L時間を 

(現在時刻表示） 
タイマー解陈 

■かんたん入タイマーは0.5、1、2、3、4、5、日、7、8、9、10、11、12時間後の設定:がで 
きます。 

■運転中に入タイマーを設定すると、設定後は自動で運転が停止します。 

解除兩菊!を押す 

を押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。 

Iタイマー予約すると、時刻の表示は消えます。 

かんたん切タイマーのiを定f列I !日:孤 

かんたん乂タイマーのIき定巧!! 
\ zr/ot/w 

\夕巧. 

を押す。 
が離に 

.--お知らせ- 

■かんたん入タイマーとかんたん切タイマーは巧^用できません。 

■かんたん入/切タイマーと時刻設を入/切タイマーは併用できません。 

圏かんたん入タイマーが設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯します。 



涅远ランプ 

入タイマーび技るさ打でいる 
とさにるな灯します。 運転中に豚を)または陋图を押す 

國ら挪—固巧孤 

福 

輔 扣〇ダタタ 
强口目固 

ail- 

Iし心…")!!巧定！[メニ马| 

涼刻盼5か1间Wみ1 

Iを蜀r臣ロンヴ!內ィ低i 

应i上下 
•陋在ち 11左のを]醜出r 

の邑5 寺封 
、例巧嗎梯IIりむりレ 

V!總。リむ卜。醫 

調聞 を押して予約したい時刻に合わせる 

■10々単位で切り換わります。押し続けると早送りします。 

3屆量を押す 
室内機が‘‘ピピッ"と鳴ります。「0 Jまたはr励」が点灯し、タイマーが設定 
されます。 
■温度•湿度を変更する場合は[MJを押したあと、設定してください。 
■入/切タイマーを組み合わせて使いたし、ときは1崎2一呂の手順を繰り返 
し巧ってください。 

■設定時刻を変更したい塌合は、1 一2 一 3の手順で行ってくださし、。 
■運転中に入タイマーを設をすると、設を後は自動で運転が停止します。 

解除醒国をま甲す 

■入/切のどちらか一方だけを解除したいときは、解除したいタイマーボタンを巧して 
から[H]を押してください。 

■ fcを押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。 

乂タイマー/切タイマー組み合わせ例 

例）現在時刻22:00、23:00に停止一翌朝6:00に運転を開始 

1耐究巧を押し、離關で時刻ををわせ、愛1を押す 

獅 i - 

鮮^ 

2 |A》か!を押し、骗Mで時刻を合■わせ、時到を押す 
L ▼ J 

®ら:孤一励巧孤 ■現をの時刻に近し、方からタイマ-が働きます。 

M ■こ表示はタイマーが働く順序を表します。 
/ 

-お宾日らせ.. 

■タイマー運転中はリモコンからの信号が室内機に届く巧にリモコンを置いてくださし、。タイマー設定時刻になったときに、 

リモコン信号が届かないと設定時刻がずれることがあります。（最大10々程度） 
■乂タイマーが設定:されてし、るときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯します。 
■乂タイマーが設をされてし、るときは、運転停止中もリモコンに運転設を内容が表示されます。 
国「间」r圆」が点滅している状態で約30砂間操f乍をしないと、タイマー設定時刻合わせを解除します。 

時刻設定入/切タイマーの巧いかた 

エアコンの入/切時刻を組み合わせて、10分刻みで設定できます。 
タイマーは設定した1回限りの運転になるので、そのつど設定してください。 

■現を時刻を合わせてから詰をしてください。時刻を設定しないと、時刻設走:入/切タイマーを使えません。9ベ-ジ^ 

■入タイマーは停止中も設をできます。 

ミIJ設定タイマーを使う 
時刻設定タイマ—を使ぅ 
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1区豆3を押して選択する項目を選ぶ 
選択されてし、る項目の左側に►が表示され、選巧されている項呂从/切•通常 

/小）が点減します0 

■押すごとにみの順に切り換わります。 

体感一不在省エネー電流ースクート脱臭 

2湿鼠围節 で設定を選択する 

設定項目（入/切•通常/小)が点減します。 

3度量を押す 
室内機が"ピピツ"と鳴ります。 

■画を巧さなし、と変更內容が有効になりません。 

■設定中に厘覆、Iぶ^*]を押すか、約30砂間操作をしないとメニュー切換の 

設定は解除されます。 

:あ知らせ- 

■電池交換をどで「電池交換後押すJボタンを押すと、畜■設面まご購入時の設定に戻りますC 

ユ 一を切W換える •すを扣ホ•ち流•スタ-卜£}£が1^1 

メニュー切換では、次の設定が巧えます。 

♦体感コントロール設定 参不在省エネ •電流値 •スタート脱臭 

巧いかた ■ 



ココタニュー切換の麗颤内容と設定後のリをコン表示について 

10麗流切換にぶる最大運颤麗流値について 

おを 電流/j、 電流通常 

MSZ-ZXV228 約11アンペア 約15アンペア 

MSZ-ZXV258 約11アンペア 約15アンペア 

MSZ-ZXV288 約15アンペア 約20アンペア 

MSZ-ZXV288S 約7.5アンペア 約10アンペア 

MSZ-ZXV368 約15アンペア 約20アンペア 

おを 雷流通常 

MSZ-ZXV368S 約10アンペア 

MSZ-ZXV408S 約15アンペア 

MSZ-ZXV508S 約15アンペア 約20アンペア 

MSZ-ZXV638S 約15アンペア 約20アンペア 

MSZ-ZXV718S 約15アンペア 約20アンペア 

選お項目 設定 運転内容説明 設定後のリモコン表を 

体感 
(ご購入時の設定=入） 

入 
室温•湿度•巧温度を常にセンサーが測り、それらをもとに部屋に 
し、る人が実際に感じる温度（体感温度）を推測して運転するモード 
です。 

体感 

切 
室温のみで運転するモードです。 
■体感温度モニターには室温を表示します。 6へ-シ 

表示しません 

不巧省エネ 
(ご購入時の設定=切） 

人 
お部屋に人がいないときに自動で省エネ運転に切り換わります。 

14へ— 
不在 

切 通常の設定温度で運転を巧います。 表示しません 

電流 
(ご購入時の設定=通常） 

通常 
最大運転電流値を通常にします。 
最大運転電流値は下表を参照してください。 

表示しません 

小 
他の家電製品を同時に使しヴレーカーが落ちる場合に、電流r小」 
でお使いください。 
「通常」より暖まりや冷えが遅くなる場合があります。 

電流小 

スタート脱臭 
(ご購入時の設定=切） 

A 

冷房•除湿運転開始時のいやなニオイを抑制します。 

スタート脱臭 
送風停止\ 

(約1分間）/ 

を房.除湿運転 \ 
ロラズマ入J 〉 
(約30分間）/ 

を房•除湿運転 
ロラズマ切） 

運華 ち入 すクU—ンモニター点な クu—ンモニター消な 

切 通常の冷房運転を行し、ます。 表示しません 

<1^=131- 

メニユ[を助り換える 



自動おそうじ機能について 
自動おそうじ機能とは、内部クリーン運転とフィルターおそうじメカ運転の2つを組み合わせた 
動作でエアコンのエアフィルターや熱交換器を自動で清潔に保ちます。 

■內部クリーン運転はリモコンでr内部クリーン」が設をされている場合に働きます。 

ふだんは内部クリーンを設定することをおすすめします。24ベ-ジ^ 

〉エアフィルターや熱交換器をr自動おそうじ機制が自動でお手入れします。 

こんなとぶは ^ダストボックスのほこりを捨ててください。 
^巧れが気になる部品を取りかしてお手入れしてください。26〜31へ-ジ^ 

[U内部クリ—ン還觀について- 

運転停止後、熱交換器やファンに付着してし、るカビ菌をプラズマ放電で発生した低濃度のオゾンで壊します。（オゾンシャワーミ先浄) 

送風、弱暖房でエアコンの内部を乾燥させ、カビの成長を抑制します。24ベ-ジ^ 

く運転の流れ> 

〇 

て 

※最大約1日せ間の弱い暖房運商をするため、お部屋の温度び2〜3で上がる場合があります。（冷房-除湿-ランドリー 
運較後） 



■「内部クリーン」が設定されてし、る場合は、内部クリーン運転の勸こフィルターおそうじメカ運転が始まります。 

■フィルターおそうじメカ運転は、運転の積遂時間が24時間ぷSlii上経過した場含に働きます。 
24時間未満の場合は、運転停止衡こフィルターおそうじメカ運転は巧いません。 

■約加時間連続運転すると、自動で運転を停止して、フィルターおそうじメカ運転を巧し、ます。 
フィルターおそうじメカ運転完了後、元の運転に房ります。 

■内部クリーン運転中やフィルターおそうじメカ運転中はクリーンモニター言が点なします。 

巧部クリーン運輯が設定されている場合。 
内部クリーン運輕が設定されている場合は巧部クリーン運転を運転時間に合計をれます。 
標準は24時間でずげ、エアコンの運乾中に人げ甫に動をまわっている攝合や、ねむり運転を3日巧な上した場怠は吕2時間、 
エアコンの運輯中の人の動きが巧常にがない場合は26時間に変わりまず。 

^お知らせ.- . . .. 

■エアフィルター位置の自動確認について 
エアコンの運転を開始したときや電源プラグを差し込んだとき、内部にほこりが入るのを防ぐために、エアフィルターが正し 

し、位置にあるかどうかを自動で確詔します。 
エアフィルターが正しい位置にない場合には、最大約1か間かけて自動でエアフィルターを正しい位置に移動させます。 
(エアフィルターの移動中は、クリーンモニターが点灯します） 

■切タイマーで運転停止したときは、積算時間が24時間経過した場合でも、フィルターおそうじメカ運粒よ行いません。 

毎回切タイマーを使う場合は、定期的にリモコン操作で手動フィルター掃除運転を行ってください。25へ—-心 

フィルターあそうじツカ運颤について-:- 

面倒なエアフィルターのおそうじを自動で斤し、ます。 

エアフィルターを約2分間で上下に1往復移動させ、フィルう一のほこりをおそうじブラシにか着させます。おそうじブラシにほこりがた 

まってきたら、かき取りプレートでおそうじブラシからほこりをかき取り、ダストボックスにためます。 
■クリ—ンモニタ-が点滅したら、エアフィルタ-、ダストボックス、フィルタ-台が正しく取り付けられてし、るか確認し、もう-度取り付 

け直してください。 
■フィルターおそうじメカ運転中に吸化口に手を入れたりしなし、でください。 
ケボの原因になることがあります。 

■室内機からはブラシの回転する音や、エアフィルターとブラシのこすれる音がします。 
■ほこりに油かや水分が含まれてし、ると、フィルターにほこりが残ることがあります。 
巧れが気になる場合は、エアフィルター、ダストボックス、フィルター台を取り出してお手入れしてください。2S〜31ページ 

[Xj選離停止から自動為'そうじ機能への流お- 

自動おそうじ機能は運転を止めた勸こ自動で働きます。 

く冷房運転の運転例> 

自動おそうじ機能について 

12 3 
《《《 



自動でエアコン内部をクリーンにする 
運転停止後にエアコン内部を乾燥させて、カビの発生を防ぎます。 
いつも設定しておくことをおすすめします。 
■次のときに内部クリーン運乾が働きます。 
♦運転「切」でエアコンの運転を停止したとき >切タイマーで運転停止したとき 

麗を押す 
■—度設定すると解除するまでを効です。 

2各運転を巧った後、 
停止させる 

運輯 

入/协 を}甲してエアコンを 

内部クリーン運転が働き、クリーンモニターが；^^、灯します。 

解除もう一度を押す 

を押しても、内部クリーン運転の設をは解除されません。 
さ運运ミ 

戀谢 

■最大約10々間の弱い暖房運転をするため、お部屋の温度が2〜ざC上がる場合があります。（冷房•除湿•ランドリー運転後） 

■お部屋の湿度が上がることがあります。 
■エアコン内部の熱交換器などが巧れてし、るtニオイが発生することがあります。この場合は、エアコン内部をお手入れして 

ください。26〜31へ-シ^ 

■内部クリーン運転中に再度冷罵•除湿•暖房を健いたし、ときは、運転ボタンに§國|^を押してください。 

自動でエアコン内部をクリ—ンにする 



運転を停止して、 
手動 

を押す 

■約2分間、フィルターおそうじメカ運転を行います。 
■フィルターおそうじメカ運転を巧ってし、る間は、クリーンモニターが点灯します 
■人タイマー詰を中でもでフィルターおそうじメカ運転ができます。 
■フィルターやおそうじブラシのほこりが気になる場合は、運転停止後に 
フィルターおそうじメカ運転を行なってください。 

き助 
で 

•ぉ知らせ- 

■エアコン運乾中にiH]を押しても、フィルターおそうじメカ運転は斤いません。運転を停止してを押してください。 

■[illを連統して押すと約30か間動かなしにとがあります。その間にHiを巧すと"ピピピツ"と音がします。もう一度手動フィ 
ルター掃除運転を巧う場合は、約30分後に斤ってください。 

■内部クリーンが設をされてし、る場合は、内部クリーン運転を行ってから手動フィルター掃除運転を巧います。ぶ也を^ 

■内部クリーン運転を斤いたく机、ときは、内部クリーン運転を解除してから[gjを押してください。 

リモコン操作でフィルタ-おそうじをする_ 
ふだんはエアコンが自動的にフィルターおそうじメカ運転を巧いますが、リモコンからの操作 
でフィルターおそうじメカ運転を巧うこともできます。 

■毎回切タイマーでエアコンの運転を停止してし、る場合には、自動ではフィルターおそうじメカ運転が行われま 
せん。定期的にリモコン操作でフィルターおそうじメカ運乾を行ってください。 

リモコン操作でフィルタ1おそぅじをする 



水平まで持ち上げ、輿側を持ち手前に引く 
健)お手入れのときは不ま定を台に乗らをし、でくださし、。 

転倒などによるケガの原因になります。 

丸洗いパネルのお手人れ28へ-ジ杉^ 

/丸洗いバネル 

^9 

f上下風向フラッフ||手前、おの在右4巧J 

■ダストボックス、エアフイルター、フイルター台、 

アレル除菌脱臭空清フィルターをお手入れする 

ときは、'ぶず画〜Hの順番で取り外す。 

※画〜隱は、巧れが気になるときにお手入れしてください。 

■その他の部品をお手入れするときは、 

各部品の取り外しかたに従う。 

部品の取り外し 

安むストッパー 安むストッK一 

お手入れするときは、ま全のために電源プラグを 

コンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。 

上下風向フラップのお手入れぶをこ ーシ^ 



ストッパ-①、⑤(2か所）を 
矢印の方向に動かす 

《•スト’ソバー横に作業手順を番号で 

刻印しています。 

手前に引き出す 

タストホックスのお手入れS8へ-シ^ 

部品の取り外し 



1ダストボックスを 
開ける 

2たまったほこりを 
捨てる 

3おそうじブラシ、 
かき取りプレート 
にが着したほこかき扱り 

りを蹈ブラシなルート 

どを巧って取り 
除く 

おそうじブラシ 

■ちれがひどい場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯で 
就って、完全に乾しヴから取り付けてください。 

■おそうじブラシを回転させることで付着したほこりは取 
れやすくをります。 

室内機に取り忖けたあと必ず「お手入れス 
イッチ」を押し、体感温度モニターの，二!しの 
表示が消灯していることを確認してください。 

方日、。Iベーシ^ 

1掃除機でほこりを吸い取るか、水洗いする 

2やわらかい布で水分を巧き取り、陰干しする 

参ブラシやたわしでこすらないでください。 
参巧れがひどし、とき、中性洗剤を'溶かしたぬるま湯を使ってくださし’ 

参直が日光や火にあてて乾かさなし、でくださし、。 
参約50°CiiLhのお湯でホわないでください。 

1水洗いする 

2やわらかい布で拭:き取り、陰干しする 

■巧れが目立つときは、ホに中性嫌剖を洁かしためるま場を含ませて执、てくださいC 

■ポソリン■ベンジン•シンナー-磨き粉を使用しなし、でくださし、。 

■たわしやスポンジの硬い面などで沸わないでください。 
■長時間に時間お上)攝水や水につけておかをし、でください。 

■直が日光やスト-ブなどで乾燥させないでください。変形や変をの原因じなりますC 

あらかじめ、ダストボックス、エアフィルター、フイルター台、 
アレル除菌脱臭密青フィルターは取りかしておく。 

掃除機のブラシでほこりを吸い取る 
■ブラシは強くこすりつけをし、でくださし、。 
■手袋等を薦用してください。 
■冷房•除湿運転後は熱交換器が濡れている場合がありますC 

内部クリーン運乾をして熱交換器を完全に乾かしてから、 
お手入れしてくださし、。24ページ^ 

やわらかい布でからがきや水もtきする ■ファンが停止していることを確認してください。 
■巧れが目立つときは、ホに中性ミ先剖を遮かしためるま場を含ませて拭し、てくださいC 

■ポソリン.ベンジン*シンナー•磨き粉を使用しないでください。 

■たわしやスポンジの硬い面をどで嫌わないでください。 
■長時間に時間が上)漫水や水につけておかなし、でください。 

■直射日光やストーブをどで乾燥させないでくださし、。変形や変をの原因にをりますC 

匯奧にあるファンに強い力をかけなし、でください。割れるおそれがあります。 

部品のお手入れ(ぁ手入れのめゃすと紳入れの方法) 

体感湿度モニターにc/rが点好したり、巧れが気になるときはダストボックスのほこりを捨て、 

おず室内機の悚手入れスイッチ]を押してください。 3日べ—ジ^ 

を）ほこりっぽし、場所、タバコの煙の多い場所、キッチン周りをど油の多い巧でご使用の塌合をど、巧れが気になるときはダストボックスに力日えて、 
エアフィルター、フィルター合も室巧機から取り外してお手入れしてください。 

部品のお手入れ某手入れのめやすとぉ手入れの方凌 



※を印方向にかる〈ブラシ 
で拭き取ってください。 
フイルターを巧さえつけて、 
変形させないでください。 掃除機でほこりを吸い取るか， 

水洗いする 
完全に乾いてから巧りがけてください。 

方 _A 

旅一 

を 

1掃除機で表側のほこりを吸い取るか、 
30じ〜45にのお湯に約15分つけ置きする 
巧れがひどし化きは、アルカリ性洗剖、中牲嫌剖を 
溶かしためるま湯を使ってください。 

2上下左右にゆすり、流水ですすぐ 

3水をよく切り、風通しのよい日陰で 
よく乾かす 

巧手 ※置いて乾かす場合は、 
取手を上にして立てる。 

■洗うと脱臭性能が回復します。 

参ブラシやたわしでこすらないでください。 
• r漂白剤」は使わないでくださし、。 
参へアドライヤーなどの熱風で乾かさないでく 
ださい。 

•完全に乾いてから取り付けてくださし、。 

巧れがひどく、巧ってもニオイが取れない場合 

アレル除菌脱臭空清フィルターを 
新しし、ものと交換する〈交換のめやす〉約10年 

•廃棄するときは、お住まいの地域のゴミ収集 
規則に従って処分して〈ださい。 
淋質:セラミックほか） 

掃除機の専用ブラシ(別売）を使うと、熱交換器やファンのお掃除がしやすくなります。 

.万能アダプター 

-カンタンブラシ 
スミズミブラシ 

接揣ホース 

ぞ口 を専用おそうじカンタンセット 
お を MAC-093SS 
希望み売佩き3,675円（税込） 

取り巧かない場合は 
巧能アダプターを使用 

ヵンタンブラシ 
i妾続ホースまたは 

スミス'ミプラシ 

品 名アレル除困脱臭 
を清フィルター 

お を MAC-302FT 
荐勤靖砸S 2,100円（税込） 
交換の目安約10年 

専用iaかのものを使用するとを属部(おな換器)などの巧損の原因と 
なりますので、を用ブラシを使うことをおすすめします。 
掉細は専巧おそうじカンタンセットの取扱説明靈をご度ください。 

部品の取りがし... 26、27ベ —ジ^ 

部品の取りがけ…30、31ベ-ジ^ 

■約2万時間運転すると、運転開始時と停止時に体感温度モニターにこ/しと表示されます。调秘こクリーンモニターも点なします） 

モニター表示はお手入れ時期の目をです。お客さまのごfま用になる環撤こより、巧れの程度が異なりますので、定期的にお手入れし 

ていただくことをおすすめします。 

■体感温度モニターにじ/rが表示される状態のまま約1,500時間運転すると、ダストボックスのほこりがあふれるのを防ぐため、フィル 

夕一おそうじメカ運転が働かなくなります。 

部品のお手入れ(お手入れのめやすとお手入れの方凌 



'I画.お 

左右上部の溝にはめ达む 

を右風向フラップ 

"カチッ"と音がするまで 
差し込む 
注）金属部（熱交換器）に直接 
素手で触れないでください。 
ケガの危険があります。 

ガイドの上測に 
差し込む 

■風向フラッフ 

巧产i\\.塵^寝網\\まふストッパーを"カチッ"と 
音がするまで差し込む 

まもストッパーが正しくセットされて 

いないとすべてのモニターが点:滅し、 

運転ができません。 

左右上部の 
溝にはめる 

ストッパー®、⑥(2か巧）を矢印の 
方向に"カチッ"と音がするまで 
差し込む 

I 

①電源プラグを差し込む 
■クリーンモニターが点灯した場合は、エアフィルターの位置合わせをしています。 
化ずクリーンモニターの消灯後にホの操作を行ってください。23へ--瓜 

@お手入れスイッチを押す(丸就いパネルを開いたも娜こぁります） 
クリーンモニターが点滅するときは、ダストボックス、エアフィルターの取り付け状態を 
確認してくださし、。 

@リモコンの圈を押して、運転する 
休感温度モニターが〇也と表示しなしにとを確認してください。 

■お手入れスイッチを巧すと運転橫算時間（拘2万時間で体感温度モニターに01と表示）を 

リセットしますので、ダストボックスお手入れ後ががはお手乂れスイッチを押さないでください。 
フィルターおそうじメカ運転の動作確認はリモコンの還]ボタンで巧ってください。25へ-ジ^ 

お手入れスイッチを押すと、エアフィルターの送り出 
し/戻しが自動で巧われ、取りがけられたが態を確認 
します。（フィルター作動中はクリーンモニター点な） 

■ダストボックス、エアフィルター、フィルター台、 

アレル除菌脱臭を清フィルターをお手入れした 

あとは、'ぶず圏〜Hの順香で取りがける。 

■その他の部品をお手入れしたあとは、 

各部おの取り付けかたに従う。 

部品の取りがけ お手入れするときは、安全のために電源プラクを 

コンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。 

■ 4 

部品の取り付け 



お手入れスイッチを巧すと 
麵フィルターおそうじメカ運輕をしていなし化き： 

エアフィルター、ダストボックスが正しく取り 
かけられてし、るか確認するためにフィルター 
おそうじメカ運転を1回行し兮す。 

画フィルターおそうじメカ運転をしているとき： 
フィルターおそうじメカ運転を中止し、エアフイ 
ルターがその位置で止まります。 
もう一度お手入れスイッチを押してくださし、。 

1"カチッ"と音がするまで 
水平に差し込む 

みクッ] 

34か巧を押す 
■丸洗いパネルをきっちり閉めて 
いないと、モニター表示がぼや 
けることがあります。 

，ブエアフィルター左右2枚 

II^S 

K ft 

iタストホノクス在右2個 

I 

I Jし I 

エアフィルター⑥は文字が 
書いてある方を手前にし、 
確実にはめ込む 

(を）上下の向きにを愚して 
取り付ける 

エアフィルターはどの位置に 
取り付けられてもホのときに 
自動で正しい位置に戻ります。 

源プラグを差し込んだとき 
♦エアコンの;を開始したとき 
参お手入れスイッチを押したとき 

部品の取り付け 



■冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。 

■■暖房時で室外槪こついた霜を落かすときに、水や湯気が出るためです。湯気が白い煙 

に見えることがあります。 

■暖房時に、熱交槪器についた水が滴下するためです。ミ品度•湿度によって、水の量は 

異なります。 

故障ではありませんが、濡れてお困りのときは、お買い上げの販蒂店へ排水工事のご 

相談をお願し、します。 

なお、一部寒を地域では室か機氷結のおそれがあり、工事できない場合があります。 

■室か機についた霜を溶かしています。（約30み〜1時間に1回程度動作する場合があります） 

外気ミ息が低く、湿度が富し、ときに霜ががきやすくなります。 

霜胁J運お中は、冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、微風運乾じをります。 

最大10み間で終了します。その後、腿房運転を毎開しますが、外気温によっては暖かい風を映き出すための準備に、さらにおみがかかる場合 

があります。 

■室温(体感ミ旦度)が設定温度より上がったときに、約3み間運窗を停止します。 

このとき冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、微風運較じなります。 

冷房•除湿時:スタート肢臭が設をされていませんか？ 20、21へ-ジ^ 

暖房時:暖かし、風を出すための準備をしています。しばらくお待ちください。 

■内部クリーン運転中または、フィルターおそうじメカ運転中です。 

22~24ベージ峰 

■上下風向フラップが正しく取り付けられてし、ません。 
正しく取りせけてください。 30ベ-ジ^ 

■丸洗いパネルをきっちりと閉めていないと、 
表示がぼやけて見えにくしにとがあります。 31^-y^ 

■ダストボックス、エアフィルター、丸ホいパネルがしっかり 

取り付けられてし、るか確認してください。 30、31へ-ジ^ 

■お部屋の換気扇をご使用の際、エアコンのドレンホースから室かの空気を目ぶい込むことがあります。このとき、ドレンホース内の水が空気と一緒 

に吸し、上げられることで出る音です。お部屋の給気口を開けることで改善されることがあります。 

また、風が強し、ときにも音が発生する場合がありますので、ドレンホースの先端を風が当らをし、方向へ向けてくださし、。 

対応部品「ドレンエア逆流防止部品」（別売部品:お名MAC-850GB)も用意しています。胁咐けはお買い上げの販売店へごネ目談ください。 

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。 

故障かな 



お答えします。(故障ではありません) 

電源プラグを差し込んで 

すぐに、クリ-ンモニタ-が琴 

点灯する ^ 

Iエアフィルターの位置合わせをしてし、ます。 
クリーンモニターが消'灯するまで、そのまましばらくお待ちください。（最大約1巧間） 

23、30ページ^^ 

クリーンモニクーが’ 

点減する 

、ち/ ■エアフィルター、ダストボックス、フィルター台が正しく取り巧けられてし、るか確認して 

/み、 ください。 30、31ベ-ジ以 

運転開始時や停止時に 

体感温度モニターに 

「〇。と表示される 

■ダストボックスのお手入れを巧ってください。（冷房や暖房など約2万時間運転する 

と表示されます） 

室内磯のお手入れスイッチを巧して、体感温度モニターが(ぶ1と表示しをいことを 
確認してください。（同時にクリーンモニターも点灯します） 26~31ベ-ジ^ 

エリアモニターと、実際に人がいる 

エリアが違う 

■人のし、るエリアをお知するのに最大約3分かかる場含があります。 

■化の温度を横知するため、肌の露出が少ない場合をどは正し〈檢知されをし、墙会 

があります。 

■麻互度が高い場含、人のし、るエリアが正しくお知されをし、場合がをります。 

■ムラをし運転のときは、エリアモニターには人のいるエリアではなく、生活エリアを表 

示します。 に、13ベ-ジ^ 

モニター表示が暗くなる ■ねむり運転中は表示が自動で暗くなりますC 1/ベージ皆 

モニター表示がミ肖える リモコンの設をが「表示切」になっていませんか？ 7ベージ^ 

室内執交換器"*-^のマ,いフィンが ■室内熱交換器製造時点で変色したものです。（溶接の熱でアルミフィン表面の 
ホな^’- — 樹脂コーティングが変色します）エアコンの運転によるものではありません。 
父をレ、しけたよつしなつてい々 また、熱交換器の性能にも影響はありません。 

運転しない 
■ブレーカーが切れていませんか？ 

■電源プラグがかれていませんか？ 

クリーンモニターが点なし — ■エアフィルターの位置合わせをしています。 
動かない ^ クリーンモニターが消灯するまで、そのまましばらくお待ちください。 23ベ-ジ^ 

再度運転にしても3みほど動かない 
Iエアコンイ呆護のため、止まってし、ます。 

3分たてば運転しますので、そのままお待ちくださいC 

除湿運転中に風が止まる 
■室温の低下を防ぐため、室外機の運転を停止します。 

このとき風が弱くなります。 



故障かな 



お答えします。(故障ではありません) 

‘ピシッ"、"ガチッ"という音 
■温度変化で丸洗いパネルなどが膨張、収縮してこすれるとともに音が出ることが 

あります。 

■冷媒制御弁が動作する音です。（冷房•除湿•ランドリー運を時） 

水が流れる音、"プシュッ"としう音 
■エアコン内部をを媒が流れているときに出る音や冷媒の流れが切り換わるときに 

出る音です。 

エアコン停止中 

フィルターおそうじメカ運転中 

"カサカサ"、‘‘ンー"、‘‘カタカク" 

という音 

Iフィルターを清掃してし、る音です。 

I内部クリーン運較が設をされている場合、内部クリーン運輕後に、フィルターおそ 

うじメカ運おを巧うことがあります。音が気になる場合は、内部クリーン運起を解除 

することで、運窗停止後すぐにフィルターおそうじメカ運乾を巧います。 
2么~24へージ^ 

フィルターおそうじメカ運転中 

"ガタッ"としう音、連続して"ボタボタ’ 

という音 

■フィルター台、フィルター、ダストボックスが正し〈取り付けられ、スいパーでロックさ 

れているか確認してください。 30、31へ-ジ以 

室内機の吹出口から霧が出る 
■部屋の空気中に含まれる水かがエアコンから吹き出す冷たい風じより急速に冷や 

され霧がになるためです。 

室内機から水が漏れる 

■丸洗いパネルがしっかり装着されていますか。しっかり装着されていなし、と露たれの 
原因にをります。 30、31へ-ジ^ 

B室夕fのドレンホースの先端がつぶれたり、持ち上がったりしていませんか。が上の 

ことを確認して、直らない場合は、「お買い上げの販売店」にご相談くださし、。 

風が右（左）に向かない 
■据か位置設をが間違っていませんか。 
リモコンの据が位置を正しく設定して〈ださし’ bへーン 

冷房•除湿運転中、 

上下風向が違中で変わる 

調節がきかない 

r風よけJにしても、風があたる 
「風あて」にしても、風が来ない 

■上下風向フラップを下向きの状態にして約30分間〜1時間たつと、上下風向 

フラップから水滴が滴下するのを防ぐため、自動で風向が動きます。 

■人感ムーブアイが人を検知しにくい場合があります。 

風向がご希望にそわをし、場含は、お好みで設ますることもできます。 . 

12s 1 1 口へージ良^ 

冷房運転中 

設定温度になっても風が止まらない 

I冷房運転時、室温り本感温獻が設定温度になっても、室内機の風は止まりませんC 

設をした風速で運転します。 

故障かな 

m 



が上のことをお調べになって、それでも不具をがあるときは使用を中止し、「お買い上げの販売店」にご相談ください。 

■運転ランプとが感温度モニターの数字が点滅する場をは故障です。運転を停止し、「お買い く化感温度モニター点滅例> 

上げの販売店」または=菱電機修理相談窓口に修理を巧頼してください。その際、体感温 \つ/ 
度モニターで点滅している数宇をおミ日らせください。39ベ-ジ^ /に\ 

知っておし、てし、ただきたしにと 

♦右の温度環境が外で運転すると保護装置が働き、運乾ができない場合があ.冷房運転 

卜ほす。 除湿運転 
♦室内側の湿度が如％が上で長時間冷房•除湿運転すると、室内吹出口をど…篇漂赢 

に露が付き、滴下する場合があります。 -- 

外気温度約21〜43で 

外気温度約1〜43で 

外気温度24でが下 

r手動掃除Jボタンを押しても、 
フィルターおそうじメカ運転を行わ 

ない 

■冷房や暖房などの運転中ではありませんか？ 

を房や暖房などの運転中は、「手動掃除jボタンを巧しても、フィルターおそうじメカ 

運転は巧いません。 

■室内機の体感温度モニターがfc/rjの表示になっていませんか？ 

ダストボックスのお手入れを巧ってください。 

お手入れが終わったら室内擺のお手乂れスイッチを押して、運転開始時や停止時 

に体感温度モニターにc/[と表示しをしにとを確認してください。 

■室内機のクリーンモニター(ミ）が点減していませんか？ 

エアフィルター、ダストボックス、フィルター台が正しく取り付けられているか確認して 
ください。 10、13ベ-ジ^ 

再度、「手動清掃」ボタンを押して、クリーンモニター（言）が点減した場合は、 

ご相談窓口にご連絡ください。 39ベ-ジ^ 

■"ピピピッ"と鳴りませんか？ 

手動フィルター掃除運匿を行ってから約30み間は、保護のため手動フィルター掃 

除運転を行いません。 

フィルターおそうじメカ運転が行われず 

エアフィルターが巧れたまま 

I切タイマーで運転停止したときは、橫算時間が24時間経過した場合でも、フィル 

夕一おそうじメカ運起は巧いません。をに切タイマーでご使用される場合、走:期的 

にリモコンのr手動掃除」ボタンを押し、手動フィルター掃除運転を巧ってください。 
zSベージ^ 

冷房•暖房などの運転中に運転が 
止まり、フィルターおそうじメカ運転を 

開始する 

■約4々間お待ちください。フィルターおそうじメカ運転完了を、自動で元の運跡こ戻 

ります。 

冷房•暖房をどが連続50時間経過した場合、運拉を停止し、フィルターおそうじメカ 

運転を行し、ます。 23ベ-ジ^ 

エアコンの風がにおう 

■エアコンが壁やじゅうたん、家具、ホ類などにしみこんだニオイを吸い込んで、風を吹 

き出すためです。 
エアコンのミ青掃をおすすめします。 28、29ベ-心 

それでも解ミ央しなし、場合は尊巧業者による内部洗浄をおすすめします。 

■お真空清運乾や内部クリーン運輯時にオゾンがわずかに発ちし、ニオイを感じるこ 

とがあります。 

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。 

お答えします。（故障ではありません) 

故障かな 



設置•点検•移設 
■「ま全のために'ぶず守ること」をこ’確認ください。 4、Sベージfe、 

なの場所への糖え付けはさけてください。 

S可燃性ガスが漏れるおそれのある巧 

H高周波機器、無線機器などがある戸斤 

圍機械油が多い巧 

圏’海浜地区など;原分が多い巧 

圆温泉地などや硫化ガスが発生する巧 

闘油の雕まつや油煙がたちこめる所 

a積雪により室外機がふさがれる巧 

圆クレーン車、船舶など移動するものへの設置 

※室内磯の排水ホースからの排水は、水はけのよい巧にしてくだ 

さし、。 

※風通しが悪くシヨートサイクルが'起きやすし郁では、冷房*暖房 

能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。 

その場合吹出ガイド(別売部品）をお使いになると、;令房•暖房 

能力および消費電力の改善が國れます。 

テレビ•ラジオのアンテナとエアコン(室が擦）は3mむ上難して < ださい。 

範巧の弱り化域では、テレビ•ラジオなどにノイスび入る場合びありまず。 

その場をはノイスび入6なくなるまで難してくだごい。 
\........ 

H電源はかずエアコン専用回路にしてください。 H増改築•引越しのためエアコンを取り外したり、巧据え付けす 

画ブレーカー容量はがずホってください。 る場合は、專門の巧術や工事がか要になります。 

100V用磯種はAC100Vで、200V用磯種はAC200Vで使用 

してください。 

H据え付けにあたってはエアコンの重亞に十みに尉え、振動が 

:t曽大しなし、場巧を選んでください。 

H室外磯の吹出口からの湿風や運転音が隣家の迷惑にならな 

い場所を選んでください。 

己室外機の吹出口近くにはものをおかないでください。 

機能低下や運転音增大のもとにをります。 

圏使用中、異常音がする場合は、「お買い上げの販売店」に 

ご相談ください。 

長期間ご使用にならないとき 
エアコンの故障を防ぎ、長く巧うために;夕のことをしてください。 
1夏場は、約10か間の冷罵運転したあと、内部クリーン運転を 

行う。を場は、約10か間の贈房運転を巧う。 

2運き云を停止後、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。 

3液漏れによる故障をさけるために 

1ダストボックスにたまったほこりを捨て、取り付ける。 

2室内機•室外機の吹出□•吸込口がふさがれていなしにとを 

確認する。 

3アース線が外れていなしにとを確認する。 

室内機側に取りかけてある場合もあります。 



保証とァフター 
r 祕嚇^^ 
修理を依頼される前にもう一度、巧のことをご確認ください。 

Iこんなときは、故障で掉蟲り靈哲儿。 

ご不明な点や修理については、 

あ'覽い上げの販請岛こご相談（ださし、。 

H區居などで、お買い上げの販売店に巧頼でをないとを39へ-ジ^ 

■「故曠かな？」をもう一原確認して〈ださい。32〜36へ-ジ^ 

•暖房運転中に.• . /-S 

約10分間ほど運乾が止 
| jPまり、上下風向フラップが 

か下にな口 32ヘーン; 

.すべてのモニターが点減する。 〇2へ-ジ^ 

■体感温度モニターに0と表示される。.さ.写''ご二-と.^ 

-リモコン信号を愛信しをい。 

Iこんなときは、修理を依頼する。 

室が•機から 

0 

運転を止めたのじ 

水または 
白い煙が出る 

^2ベージ^ 

クリーンモニターが点灯する。32へ-ジ^ 

■ 35ベ-シ^の確認をしても室内機から 
水が漏れる。 

■リモコンで操作できない。 
/インバ—夕—绝光なを点なしたとき 

\あ晶、プラズマテレビの電源を乂れたとき 

■電源コードが熱くなる。 
(ゆるいコンセントを使っているとき） 

H運乾ランプと体感温度モニターの数字が点滅する。 

田電源コードの一部が破れている。 

田テレビやラジオにノイズが出る。 

(電波の弱い地域では増幅器の取りせけをおすすめします) 

田異物を入れたり、水をかけてしまった。 

因ブレーカーがたびたび切れる。 

I修理を依頼するときは、必ずお知ら社くだ吞い。 

1. 品名互菱ルームエアコン 3.お賈い上げ年月日 

2. お名を測イラストをもとに室内機4.故障内容（できるだけ具体的に） 

をご確認ください。 5.住所.ぉ名前.電話番号、 

付近の目印など 

形を聲i1 

■保証書は、化ずお買い上け'日•販売店名などの記入をお確 
かめのうえ、販売店からお受け取りください。 

■内容をよ〈お読みのあと、大切にイ呆管してください。 
保証期間…お賽い上げ日から1年間。 

ただし、冷媒回路については5年間です。 

■当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を製造打切 
りお、9年間保有しています。 

圆補修用性能部品とは、その製品の機能を縮持するために 

追、要な部品です。 

函保詔期間中は 
修理に際しては、お証書をご提示ください。 
イ呆証書の規定におつて販売店が修理させていただきます。 

Hイ呆卽期間がすぎているときは 
値理すれば使巧できる墙合には、ご希望により修理させて 
いただきます。 
修理料金は、ほ術料+部品代(+出張料)をとで構成されてし、ます。 

•描お料…が障した商品を正常に修復するための料金です。 
-部品が"修理に使用した部品巧金です。 
-出張料…商品のある場巧へ巧術者を派遣する料金です。 

家電リサイクル法では、おをさまがご使用済みのルームエア 
コンを廃棄される場合は、収集-運搬斜金と再商品化等料を 
(リサイクル料金）をおを化いいただき、が象品を販茜店や 
市町がに適正に引き渡すことがポめられています。 

保証とアフターサービス 



ご相談窓□•修理窓口のご案内（家電品) 
取扱い-修理のご相談は、まず 

®お買上げの販売店にご依頼でをない塌含 
(転居や贈答品など）は、 

へお問い台わせください。 

Bお問合せお□におけるお客さまの晒人情巧のお巧0扱いについて 
ミ憂歯機株式会社は、お客さまか5ご提供いただをました恼人睛勸ホ、下記のとおり、 
お取り巧いします。 
1. お問合わせ（ご巧箱）いただいた格理•保守•工事および製品のおおりのいに 
関連してお客さまよりご堤ないただいた個人情霜は、本目的並びに製品品質- 

サービス品質の改璧-製品情報のお知らせに利用しぎす。 
2. 上記利用目ののために、お問合わせ（ご巧頼）巧宮の記録を残すことがありまず。 
3. 巧6かじめお客をまからご了解巧いただいてし巧場合恩び下記の場合を除き、当社 

しソがの第=普に個人情報を提巧-開示ずる事はおりません。 
①±1巧リ用目的のために、皆なグループ会な-協力を化などに業務雷託ずる場合。 
⑤ミ去令寄の定める規定に基づく場合。 

4. 個人情報に巧ずるご相談は、お問合せをいただきましたお□にご運経ください。 

ご相談窓口 家電品の購入相談•取巧い方ミ去 受付時間365日24時間 

@兰養電機お客さま相談センター 
を国どこか5でをおかけいただけるフリーコール 

130120-139-365 
いつ6ヴン卒ユー 365曰 

携帯亟話-PHS • IP電話の場合 

云憂電機お客さま巧談センターI,_一、. 
で154-0001 
巧京な世田さ芭-池尻3-10-3 

FAX (03) 341卜4049 {稱I) 

(03》3414-96點 

圏ご相談巧な平日 9 : 00-19： 00 
±•日•祝•磐な化日9 : 00-17 ： 00 

上記Wかの時旧は掛3のみ巧おです。 

修理窓□ 家電品の修埋の巧をせ•修埋の巧巧 
片‘ごヴ:が;^お品; 

受付時間36己日24時間 

化海道I化海道 
載ヒi宮城 

東曰本フロントセンター 

111111^|1| 

が田（018)865-4471 

横手（0182)32-1785 

大館（0186)42-2781 

山形 

鶴岡 

部山（024)959-6543 

会津（0242)27-4426 

原町（0244)24-2842 

し、ねき（日246)26.1822 

関東東京 

甲越巧蔚II 

干葉 

茨城 

培玉 

栃木 

君擺 

山誤 

新谓 

長野 
喊田强区をおく) 

長野 
(飯田地区） 

西日本フ□ントセンター 

東日本フロントセンター 

雨ロホつ口 *んわ、/々— 

大阪/奈房 

和歌山/ 

お庫/京都 

滋賀 

西日本フ□ントセンター 広島/山口 

島お/鳥取 

岡山 

雷リン徳島 

高知/愛媛 

福岡/佐寶 東曰本フロントセンター 

長崎 長崎（095)834-1116 

佐巧保（0956)30-7740 

11お 11も巧ぶ;Ml] 大分 

宮崎富崎（0985)56-4900 

延岡（0982)21-3540 

鹿お隱鹿巧島（099)260-2421 

沖縄；'申縄（098)898-3333 

め東曰本/西日本フ□ントセンタI 

フリーダイヤル 

函0120-56。浸834 
S. ；W 端ISGXO.jp (無料) 

携帯亟話.PHS • IP里話の場合 

東日本フロントセンター(03) 3424-1111 
FAX (03) 3424-1115用科） 、 ' (ち料） 

西日本フ□ントセンター(Q6) 6454-3901 
FAX (06) 6454-3900(ち料） （有料） 

®巧巧1田，巧な面弓などについてはを風こなることびありまずので、巧6びじめご了巧閱います。 KOフ呂 



仕様 图 
巧をの化学な目のを巧が基な恼凹下であり， 
巧邸こ田拓した巧針をしな、ます。 省エネで守る環境豊かな客Sし 

おる 

仕樣 

MSZ-ZXV228 MSZ-ZXV258 MSZ-ZXV288 MSZ-ZXV2朋 S MSZ-ZX的68 MSZ-ZXV368S MSZ-ZXV408S MSZ-ZXV508S MSZ-ZXV638S MSZ-ZXV718S 

-W (クリアホワイト）-T(クリアブラウン） 

電 源 単ネ目100 V 単ネ目100V 単巧10OV 単相20OV 単ネ目10OV 単相20OV 単相200V 単ネ目200V 単相20OV 単相200V 

A け 

房 

能 力く kW〉 2.5 warn 
消費電力州〉 400 460 
運お電流〈が ■&圍 ■mi 
室巧側運お音（強）くdB〉 WKsm HE91 48 

室外側這 重お音〈dB〉 42 47 52 

面積の 
めやす〈rrO 

鉄筋アパ-卜 
南向ま室 m B B 国 m Hi m 43 49 

木造南向ネロ室 mm ■nn mm mm mm 29 32 

1 
2.8 3.6 mam 7.1 7.5 

■1 ■ ■ ■llllll 490 630 1330 1685 1900 
運転電流（A〉 ■1国 4.94 6.35 ■eseh 4.85 6.70 8.50 9.55 

室内側運転音（強）（dB〉 44 46 49 49 49 49 50 51 52 52 

室か側這 [転音〈dB> 43 44 46 46 48 48 56 

面穂の 
めやす〈m2〉 

鉄15アバ-卜 
南向洋室 

11 13 16 m — B 34 

木造南向が室 wmm 10 mm mm mm mm hsmi 
ぶ年エネルギー消贊効率(APF) 6.3 6.3 6.3 6.3 5.7 5.7 n HEDH 4.4 msm 
質 量みg) 

室内機 ■Hi mim mm mm mam WBM 
室外機 27 30 31 31 31 31 33 36 37 39 

夕f形寸法(mm) 
室內機 高さ295X 幅798X11行268に73) 

室外磯 高さ550X幅800 (+69) X奧巧285 

♦この仕様値は、JiS規格(JにC 9612)にもとづいた数値です。 

♦仕權値は加Hz • 60Hz共通です。 

♦リモコンで「停止」したときの消費電力は0.9ワットです。 

•運転音は反經音のかない無變室で測定した数値です。美際に据付けた状態で測をすると周囲の音や反響を受け表示数値より 
大きくなるのが普通です。 

•J-Moss{JIS C 0950)の規定に基づき、お象とをる目物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての 
情報公開をしております。詳しくはホームぺージをごらんください。www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/ 

I愛情点検I 修長年ご使用のエアコンは点検を！ 用憶部品の保有期間は 

の 
ご使巧の際 
このよラな 
ことは 
ありませんか 

♦擊源コード、プラク’び異常に熱い。 
こげ < さい臭いびする。 

参運転音が異常に大き < なる。 
♦室内機か5水び漏れる。 
参漏電ブレーカーびひんぱんに落ちる。 
参その他の異常や故障びある。 

► 
ご使巧 
中止 

故障や事故防止のため、スイッチを切 

り、コンセントから電源プラグをはず 
して必ず販売店に点検•修理をごネ目 
談ください。 

お買上げ販売店名 電話 、 

お買上げ(据付）曰 年 月 日. 

乂^兰菱電機株式会社 
請岡製作所f422-8528静岡市駿巧区か鹿3-18-1 SG79F204H06 08/04 


