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暖冷工業株式会社は、東京都中央区の本社及び茨城県茨城
町の水戸工場を拠点に、送風機技術、熱交換器技術をはじ
めとする空気調和・換気に関するさまざまな技術をベース
に、空気調和設備機器及び換気扇を､日本全国に供給して
います。
暖冷工業は、創業以来今日までに蓄積された基本的な空調
機器の設計製造技術、システム構築技術など、これまで
培ってきた技術と知識をもとに、空調機器や換気扇分野で
の事業の拡充・強化を計りつつ、新分野における新たな事
業展開を積極的に推進していきます。
そして、良好な地球環境の確保に配慮した、人類・産業に
役立つ技術を提供し、社会の健全な発展に貢献したいと考
えています。

代表取締役社長取締役会長

千賀 勝彦

ご 挨 拶

会社概要 会 社 名 暖冷工業株式会社（DANREY KOGYO CO.,LTD）
水戸暖冷工業株式会社（MITO DANREY KOGYO CO.,LTD）

会 社 設 立 昭和39年10月9日（昭和35年12月創業）
資 本 金 暖冷工業株式会社： 1億4千4百万円

水戸暖冷工業株式会社 ： 5千万円
（令和 3年4月21日現在） 

従 業 員 数 160名（暖冷工業株式会社及び水戸暖冷工業株式会社の合計）
業 務 内 容 冷暖房空調設備機器、送風機、換気扇及び制御機器の設計、製造、販売並びに保守管理
売 上 高 年間26億円（暖冷工業株式会社　2020年度）
本 社 所 在 地 〒104-0043　東京都中央区湊3丁目3番2号　前田セントラルビル

TEL03-3552-0351　FAX03-3552-5725
所 属 工 業 会 日本電機工業会（正会員）、日本冷凍空調工業会（正会員）、日本暖房機器工業会（正会員）
品 質 保 証 品質管理システム　ISO9001 ： 2015 認証取得

登録の範囲 ： 空調及び換気機器の設計、開発、製造及び販売
登録事業所 ： 暖冷工業株式会社 本社営業部、水戸暖冷工業株式会社（水戸工場） 

事業所一覧 本 社 〒104-0043　東京都中央区湊3丁目3番2号 前田セントラルビル 6F
TEL03-3552-0351　FAX03-3552-5725

水 戸 工 場 〒311-3115　茨城県東茨城郡茨城町前田1680番
TEL029-292-0811　FAX029-240-7009

仙 台 営 業 所 〒980-0011　宮城県仙台市青葉区上杉1丁目16番8号
TEL022-262-4021   FAX022-217-1338

北関東営業所 〒320-0834　栃木県宇都宮市陽南4丁目6番47-405号
TEL028-615-2210   FAX028-615-2250

東関東営業所 〒311-3115　茨城県東茨城郡茨城町前田1680番
TEL029-292-6121　FAX029-292-8895

関連会社 （有）暖冷サービス 所在地 ： 〒104-0043 東京都中央区湊3丁目3番2号 前田セントラルビル 6F
電話 ： 03-3552-5721
設立 ： 昭和46年4月8日
資本金 ： 300万円　売上高 ： 1億2千万円（年間）
事業内容 ： 冷暖房空調設備機器及び換気設備機器の保守管理、部品販売

  冨士機材（株） 所在地 ： 〒102-8373 東京都千代田区一番町12　一番町冨士ビル
電話 ： 03-3556-4500
設立 ： 昭和20年10月5日
資本金：3億円　従業員数：856名（男507名、女349名）売上高：1325億円（2021年4月）
代表者：代表取締役社長　千賀　信宏
事業内容 ： 住設機器、空調機器、配管資材、上下水道環境資材の販売

審査登録機関：ペリージョンソンレジストラー（PERRY JOHNSON REGISTRARS,INC）
登 録 番 号：C2021-01110
登録更新年月日：2021年3月17日

笠原　薫
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社史沿革
1960年（昭和35年） 創業
1964年（昭和39年） 株式会社冨士暖冷房機製作所として設立。水戸工場においてファンコイルユニット、コンベクタ、

ベースボードヒータ、クーリングタワーの生産を開始。
1965年（昭和40年） 社名を暖冷工業株式会社に変更。エアハンドリングユニットの生産を開始。
1966年（昭和41年） 仙台営業所を開設。
1971年（昭和46年） 宇都宮営業所（現　北関東営業所）を開設。
1972年（昭和47年） 中高層住宅用ダクト換気扇「ベントファン」を開発。
1974年（昭和49年） 水戸工場を分離し、水戸暖冷工業株式会社として独立。
1975年（昭和50年） 日本住宅公団（現　UR都市再生機構）向けにダクト換気扇の大量納入を開始。
1976年（昭和51年） 「ベントファン」中高層公共住宅向けダクト換気扇として国内トップシェア。
1977年（昭和52年） 高層住宅用「ブース形レンジフードファン」を開発。
1979年（昭和54年） 遠心送風機用風量制御機構「ダンフラップ」を開発。ＶＡＶ（変風量）システム用AHUの生産を開始。
1980年（昭和55年） 空気清浄機を開発。工場施設の大幅拡充、生産設備の増強を実施。
1981年（昭和56年） 自動巻き取り形ロールフィルタを開発。
1982年（昭和57年） 風量自動制御装置「ＩＣコントローラ」「マノフロータ」を開発。
1984年（昭和59年） エアハンドリングユニット専用工場を新設。大形送風機専用工場を増設し、多翼送風機の量産を開始。
1987年（昭和62年） 強制給排気形レンジフードファンの量産を開始。
1988年（昭和63年） 高層住宅用換気・給湯・冷暖房装置「フラットコアシステム」用強制給排気ファンを開発。

「ＣＰＵコントローラ」「電子式マノフロータ」を開発。　
1989年（平成元年） ＤＤＣシステムエアハンドリングユニットを開発。
1990年（平成2年） エアハンドリングユニット専用工場を増設する。電子制御サーモコントローラの量産を開始。
1991年（平成3年） コンパクト形空気調和機の量産を開始。ダクト式冷暖房システムを開発。
1992年（平成4年） 熱交換気・外気処理ユニットを開発。
1994年（平成6年） ファンコイルユニットのニューモデルを発表。高層住宅用セントラル換気ユニット「ニューフラット

コアシステム」を開発。住戸全体の常時小風量換気システムを発表。
1997年（平成9年） 強制給排気形レンジフードファンのニューモデルを発表。
1999年（平成11年） ステンレス製レンジフードファンのニューモデルを発表。
2000年（平成12年） 品質保証の国際規格：ISO9001の認証を取得。
2001年（平成12年） アイランド形、ウォールマウント形レンジフードファンのニューモデルを発表。
2002年（平成14年） アイランド形、ウォールマウント形レンジフードファンの給排気タイプを発表。
2003年（平成15年） 品質保証の国際規格：ISO9001の2000年版への移行を実施。認証の更新登録を完了。
2004年（平成16年） 高気密形マンションを模した換気扇実演施設が完成。実際の超高層マンションに合わせた気密度の

試験室内で、局所換気と常時換気の同時運転シミュレーションなどの試験を開始。
室内外差圧の変化や、これに応じた玄関扉の開閉力の違いなどが体験できる。

2005年（平成17年） 本社事務所を東京都中央区八丁堀2-8-5 第2長岡ビルに移転
2006年（平成18年） 仙台営業所を仙台市青葉区上杉1-16-8 プロスペール本田に移転。
2008年（平成20年） ネオ・オーセンテックデザインを標榜する最新の「デザインフード」を発表
2009年（平成21年） 天吊カセット形ファンコイルユニットの新シリーズDCR-KV、KWを発表。
2010年（平成22年） 本社事務所を東京都中央区湊 3-3-2 前田セントラルビルに移転。
2011年（平成23年） レンジフードファンをモデルチェンジ。FFUS、SFUS、NUS シリーズ、FFSES、SFSES、SECS シリーズの

納入を開始。DC モータ組込ファンコイルユニットの生産を開始。
冷媒自然循環式サーバ冷却ユニットの生産を開始。

2012年（平成24年） コンパクト形空調機をモデル変更。プラグファン組込みタイプを充実。
2014年（平成26年） DC モータ組込 1 モータ 2 ファン方式の、強制給排気形レンジフードファンの生産を開始。
2016年（平成28年） 空調機増産に合わせて新倉庫棟を建設。DC モータ組込給気ファンフィルターユニットを発表。
2018年（平成30年） 品質保証の国際規格：ISO9001 の 2015 年版への移行を実施。

関連会社 （有）暖冷サービス 所在地 ： 〒104-0043 東京都中央区湊3丁目3番2号 前田セントラルビル 6F
電話 ： 03-3552-5721
設立 ： 昭和46年4月8日
資本金 ： 300万円　売上高 ： 1億2千万円（年間）
事業内容 ： 冷暖房空調設備機器及び換気設備機器の保守管理、部品販売

  冨士機材（株） 所在地 ： 〒102-8373 東京都千代田区一番町12　一番町冨士ビル
電話 ： 03-3556-4500
設立 ： 昭和20年10月5日
資本金：3億円　従業員数：856名（男507名、女349名）売上高：1325億円（2021年4月）
代表者：代表取締役社長　千賀　信宏
事業内容 ： 住設機器、空調機器、配管資材、上下水道環境資材の販売

本社：東京都中央区湊 3-3-2 前田セントラルビル 6F
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水戸工場概要

水戸工場外観

会 社 名 水戸暖冷工業株式会社（MITO DANREY KOGYO CO.,LTD）
会社設立 昭和39年10月9日（昭和35年12月創業）
資 本 金 5千万円（令和3年4月21日現在） 
従業員数 110名
業務内容 冷暖房空調設備機器、送風機、換気扇及び制御機器の設計、製造、保守管理
所 在 地 〒311-3115 茨城県東茨城郡茨城町前田1680番

TEL029-292-0811 FAX029-240-7009
敷地面積 50,000平方メートル
建物面積 20,000平方メートル
交　　通 JR常磐線 水戸駅より車で20分（バスで約35分）

北関東自動車道 茨城町東インターより車で5分
常磐自動車道 水戸インター又は岩間インターより車で20分

製造品目 空調設備機器：
エアハンドリングユニット、コンパクト形空調機、エアワッシャ、ファンコイルユニット、ファンコンベクタ、
コンベクタ、パネルコンベクタ、汎用片吸込形多翼送風機、両吸込形多翼送風機、プラグファン、
ファンユニット、コイルユニット、フィルタユニット、ダクトコイル、ユニットヒータクーラ
換気扇：
集合住宅用レンジフードファン、ダクトファン、24時間常時換気システム

品質保証 品質管理システムISO9001：2015認証取得
登録の範囲：空調及び換気機器の設計､開発､製造及び販売

審査登録機関：ペリージョンソンレジストラー（PERRY JOHNSON REGISTRARS,INC）
登 録 番 号：C2021-01110
登録更新年月日：2021年3月17日



4

工場設備.1

空調機用プラグファン 空調機用シロッコファン コイル漏れ検査水槽

PQ測定-空調機

倉庫棟　2016年竣工

倉庫棟　内部

AHU第一組立工場 

AHU組立工場

AHU組立工場

暖冷工業では､ファンコイルユニット、コンパクト形空調機、エアハンドリングユニット、ファンコンベクタ、コンベクタ、ユニッ
トヒータなどを水戸工場内で生産しています。また、空調機の心臓部である送風機（多翼送風機、プラグファン）も自社生産してい
ます。このため、小形機器から大形機器までに対応した組立工場のほか、大形空調機器が収容できる倉庫棟などを揃え、万全の生産
体制を整えています。
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暖冷工業では､NTパンチングマシン、NTベンディングマシンなどを揃え、ファンコイルユニット、ファンコンベクタ、エアハンドリ
ングユニット、コンパクト空調機などの主要部材を水戸工場内で生産しています。また、空調機の心臓部である送風機については、
シロッコファンのファンロータ、ファンスクロールなどの製造のためのフランジングマシン、ロボット溶接機、検査用のバランシン
グマシンなどを揃えて自社生産しています。

工場設備.2

空調機組立工場

機械工場

機械工場　NTパンチングマシン

溶接ロボット

ファンコイルユニット組立工場 塗装工場 - 焼付乾燥炉

バランシングマシン
シロッコファンロータ
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工場設備.3

ユニットクーラ組立 ユニットヒータ組立

ヒーポンデシカント空調機 デシカントロータ

サーバ冷却ユニット

サーバ冷却ユニット MR形用パネル組立

ベントファン組立工場 工場トイレ

暖冷工業では、製品開発に必要な各種の試験設備、実際の建物の使用状態に近い状態に設置して試験を行う各種試験室を揃え、機器
の性能検証を行っています。また、全熱交換・換気ユニット、ダクトファン、レンジフードファンなどの住宅用換気設備機器のほ
か、産業用の機器としてユニットヒータ、ユニットクーラのほかエアワッシャ、サーバ冷却ユニット、ヒートポンプ空調機、デシカ
ント空調機、潜熱顕熱分離形ダブルコイル空調機なども生産しています。

換気扇気密試験室 床下吹出し形コンパクト空調機換気扇気密試験室内部

空調機組立
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暖冷工業では､商業ビル､公共建物､工場などに適した各種空調設備機器を製造販売しています。
中規模から大規模商業ビル、さらに工場冷暖房設備など幅広く使用されるエアハンドリングユニット（ユニット形空気調和機）、
セントラル冷暖房設備の室内用端末として使用されるファンコイルユニット、超高層オフィスビルなどで使用されるコンパクト形
空調機など。暖冷工業の空調設備機器は、建築設備機器としての基本性能の確かさと、最新の自動制御テクノロジーとを融合させ、
最新のビル空調に対応します。

薄形の本体に、ユニット形空調機と同様の機能部品を、パッケージ化しました。標準のユニット形
空調機に比べ、設置面積が約2分の一ですみます。各階方式の空調システムなどで、各階ごとの空
調機械室などを設ける場合に適しており、床面積の有効活用が図れます。空調の個別分散に対応す
るとともに、制御弁類、自動制御機器類などの付随機器を組み込み、工事、保守を大幅に省力化で
きます。また、高強度と耐久性を兼ね備えたサンドイッチパネル仕様の外装鋼板を使用。
現代のビル空調に求められている、省スペース、省工事、個別制御の要求にこたえるコンパクト形
空調機です。処理風量40CMMから最大300CMMまで、豊富なユニットサイズを揃えています。

小形～大形迄幅広い処理風量を持つ、標準形のエアハンドリングユニットです。送風機と熱交換コ
イルの配置により、たて形、横形があり、（この画像は、たて形です）フィルタの種類により中高
性能フィルタ組込み形、更に、全熱交換器組込み形、還気ファン組込み形があります。
また、自動制御機器類、制御盤類や全熱交換器、還気ファンなどを組込んだシステム形、屋上ペン
トハウスなどに設置するための屋外設置形、狭い搬入口から入れる細分割形、アンダーフロア空調
用の下吹出し形など幅広いバリエーションを有しています。熱交換コイル、送風機、駆動用電動機
などには、性能が確実で、耐久性能が確保された標準部品を厳選して採用してしています。ダンレ
イ・エアハンドリングユニットは、強度、耐久性、省スペース、省エネルギーの要求に応えるハイ
クオリティーなユニット形空気調和機です。

プラグファン組込み形のコンパクト空調機です。高効率のプラグファンを組込み、電動機直結方式
で運転します。インバータを標準装備しており、設置後の風量設定も容易です。コイルの手前（上
流側）に、ファンを配置する押し込み形、コイルの後（下流側）にファンを配置する引っ張り形、
レタンファン組込み形があります。処理風量40CMMから最大300CMMまで、豊富なユニットサイズ
を揃えています。

屋上ペントハウスなどの屋外に設置するために電動機などを内蔵としたユニット形空調機です。耐
候性の高い外装パネルを採用し、天板には勾配付きの屋根を備えています。たて形、横形、全熱交
換器組込み形などがあります。コンパクト空調機の屋外設置仕様もあります。また、海浜地区に設
置することを前提とした、耐塩害塗装仕様のものもあります。

ヒートポンプ式熱源機と空気調和機を、同じ架台上にセットした熱源機一体形ヒーポン空調機。
屋外設置形で、外気処理に使用するオールインワンタイプです。
処理風量 37CMM ～ 72CMM まで 3 サイズをラインアップ。
空調機側には、プラグファンを使用。ファンモータ直結駆動式で、インバータによる風量調整が可
能です。

製品概要-空調機器.1

コンパクト形空調機　DH-CA

コンパクト形空調機・プラグファン組込み形

エアハンドリングユニット・屋外設置形

空冷ヒートポンプ式空調機（架台一体形・屋外設置タイプ）　DVU-FTZ

エアハンドリングユニット（ユニット形空気調和機）　DVU、DHU
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ダンレイファンコイルユニット：ルームエアーシリーズは、昭和35年の弊社創業以来、50年以上製造販売を続けている暖冷工業の
主力製品です。ファンコイルユニットは、システム部材です。熱源機をはじめ、配管システムとの接続によって始めて空調システム
として機能します。優れたシステムの構築の為には、システム部材としての機器の一つ一つが確かな性能を発揮しなければなりませ
ん。また、性能とともに制御のしやすさの工夫、美しさといった要素も必要です。
ダンレイファンコイルユニット：ルームエアーシリーズは、優れたオフィス環境を、容易に、しかもより効果的に実現することがで
きます。また、近年の省エネルギー化の要求に応え、DCRシリーズのほぼ全機種に消費電力の少ないDCブラシレスモータ組込みタイ
プをラインアップしています。DCモータ仕様では、従来のACモータ仕様に比べ、消費電力を50%以上削減しています。

ダンレイファンコイルユニット：ルームエアーの床置露出形です。
オーソドックスな床置形で、メンテナンス性に優れています。
中性能、高性能フィルタ組込み形、2コイルタイプなど豊富なバリエーションがあります。
＊ DC モータ仕様対応

暖房専用の床置露出形ファンコンベクタです。
上吹出し-前吹出し切換え形で、吹出しグリルがセットになった上部ケーシングを外して、左右を逆にして
入れ替えることにより、前吹出しと上吹出しが切換え出来ます。（左の画像は、前吹出しに切換えた状態です）
オーソドックスな床置形で、メンテナンス性に優れています。
温水用と蒸気用の2種類があります。（＊外観が同じ、ファンコイルユニット：DCR-AFRもあります。）
＊DCモータ仕様対応

ダンレイファンコイルユニット：ルームエアーの床置蔭蔽形です。
ペリメータのカウンター内などに埋め込むタイプです。
中性能、高性能フィルタ組込み形、2コイルタイプなど豊富なバリエーションがあります。
＊ DC モータ仕様対応

DCR-KPWシリーズは、2方向吹出し形の天吊カセット形ファンコイルユニットです。1コイル形、2コイル形
があり、それぞれに低水量大温度差タイプがあります。また、中性能フィルタ、高性能フィルタ、ロングラ
イフフィルタなど豊富なフィルタバリエーションも揃えています。この画像は、1コイル形です。
＊ DC モータ仕様対応

床置のローボーイ形ファンコイルユニットです。
背の低いローボーイ形は、大窓の下に設置するタイプで、写真の露出形：LAF タイプのほか、カウンター内
設置用の蔭蔽形：LFH タイプがあります。
＊ DC モータ仕様対応

天吊露出形のファンコイルユニットです。
写真のタイプは、下吸込形：RED 形で、本体下面に吸込グリルを備えています。
＊ DC モータ仕様対応

DCR-KDRシリーズは、4方向吹出し形の天吊カセット形ファンコイルユニットです。1コイル形、2コイル形
があり、それぞれに低水量大温度差タイプがあります。また、中性能フィルタ、高性能フィルタ、ロングラ
イフフィルタなど豊富なフィルタバリエーションも揃えています。
＊ DC モータ仕様対応

製品概要-空調機器.2

ファンコイルユニット・床置露出形　DCR-AF

ファンコンベクタ・床置露出形・上吹き出し-前吹き出し切換え形　DFV-AFR

ファンコイルユニット・床置蔭蔽形　DCR-FH

ファンコイルユニット・天吊カセット形・2方向き出し形　DCR-KPW-J

ファンコイルユニット・天吊露出下吸込形　DCR-RED

ファンコイルユニット・ローボーイ形　DCR-LAF

ファンコイルユニット・天吊カセット形・4方向吹き出し形　DCR-KDR-J
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病室用天吊ビルトイン・マルチファン形ファンコイルユニット　DCR-BM

天井蔭蔽・大形ファンコイルユニット　DHP-CHB

天井蔭蔽・大形ファンコイルユニット　DHP-MCH

天吊露出・大形ファンコイルユニット　DHP-CEP、DHP-CEP-LW

たて形・大形ファンコイルユニット　DHP-PSF

DCR-BMシリーズは、天吊ビルトイン・マルチファン形ファンコイルユニットです。病室内の
カーテンで仕切られた個別ベッドブースごとに調和空気を吹出せるようにした病室用のファンコ
イルで、ユニット内部に複数のファンを内蔵しています。ベッドで寝ている患者さんごとに異な
る空調要求に対応できるようにしたもので、ベッドごとに設けられたコントローラにより、個別
風量制御ができるように構成されています。4床病室でも、個室なみの快適空間が得られるよう
にとの配慮から生まれた病室専用設計のユニットです。
＊DCモータ仕様対応

DHP-CHBシリーズは、風量1200～3000CMH、機外静圧20～50Paまでのダクト接続が出来る天井
蔭蔽形の大形ファンコイルユニットです。ユニットサイズは、20、25、40、50CMMの4サイズで
す。また、中性能フィルタ、高性能フィルタ、ロングライフフィルタ、フラットフィルタなど豊
富なフィルタバリエーションも揃えています。

DHP-CEPシリーズは、風向調節の自在なパンカーノズル付きの天吊露出形の大形ファンコイルユ
ニットです。風量範囲で、20、25、40、50CMMの4サイズをラインアップしています。
また、冷水出入口温度差 7K 対応の LW シリーズ低水量大温度差対応形もラインアップしています。

DHP-PSFシリーズは、風量1500及び3000CMHの2サイズを揃えた、床置露出・たて形の大形ファ
ンコイルユニットです。前面吸い込み、前面吹き出し形で、強中弱の3段階風量調節スイッチを
備えています。画像は、DHP-50PSF形（風量3000CMH）です。

DHP-MCHシリーズは、風量1200～4800CMH、機外静圧50～150Paまでのダクト接続が出来る
天井蔭蔽形の大形ファンコイルユニットです。内蔵してるファンモータの種類によりMCH-60、
MCH-260、MCH-300の3シリーズがあります。風量範囲は、MCH-60シリーズが、20、38、
55CMMの3サイズ。MCH-260シリーズ、及び 300シリーズが、23、25、50、80、100CMMの5サ
イズです。また、中性能フィルタ、高性能フィルタ、ロングライフフィルタなど豊富なフィルタ
バリエーションも揃えています。

製品概要-空調機器.3

DCR-KDHRシリーズは、2方向強調4方向吹出し形の天吊カセット形ファンコイルユニットで
す。病室中央にユニットを配置しても、ベッド方向に空調の風が行かないように、天井パネル
の長手方向の両先端部から調和空気を吹出すように構成しています。ベッドで寝ている患者さ
んに対して、空調気流によるドラフトを感じさせないように配慮した病室専用設計のユニット
です。1コイル形、2コイル形があり、それぞれに低水量大温度差タイプがあります。また、中
性能フィルタ、高性能フィルタ、ロングライフフィルタなど豊富なフィルタバリエーションも
揃えています。
＊DCモータ仕様対応

病室用天吊カセット2方向強調吹出し形ファンコイルユニット　DCR-KDHR-J
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床置蔭蔽・大形ファンコイルユニット　DHP-FRB

4方向吹き出し・大形ファンコイルユニット　DHP-MR

たて形ユニットクーラ　UC-VW

横形ユニットヒータ　UH-H

天吊形コイルユニット　DEH-RZ

片吸込み形多翼送風機　DF-SS

暖冷工業では､ここに掲載した製品以外にも各種の建築設備機器、デシカント空調機、エアワッシャ、各種の病院向け設備機器（陰
圧制御装置、HEPAフィルタ接続用排気送風機、その他）、空気清浄機、除湿機などを設計、製造、販売しています｡ゼネラルコン
トラクターとの連携によるユーザープロジェクトから生まれた各種の最新設備システム機器など、豊富なノウハウを活かした特徴
のある機器を開発しています。これらの共同開発商品の中からスタンダード商品となったものも数多くあります。
システム機器、あるいは機器単品など、各種の商品開発についても、お気軽にお問い合わせください。

DHP-FRBは、床置蔭蔽形で機外静圧 50Paまでのダクト接続ができる、大形ファンコイルユニットで
す。前面下部から吸い込み、上部から空気を吹き出します。風量は  20、25、40、50、75、100CMM
の6サイズです。

製品概要-空調機器.4

DHP-MRは、スクエアパネルを備えた天吊カセット4方向吹き出しの大形ファンコイルユニットです。
風量は12、16、20、30、50、80、100CMMの7サイズ。12～30形、50～100形で、天井パネルのデザ
インが異なります。強中弱の3段階風量調節スイッチを備えています。画像は、DHP-50MR形（風量
3000CMH）です。

UC-VWシリーズは、工場、倉庫、体育館などの比較的広い空間を冷暖房するためのユニットで、冷温
水を使用します。シンプルな丸形冷温水コイルと、有圧プロペラファンとで構成されています。同様
の外観で暖房専用のユニットヒータUH-Vシリーズもあり、こちらは温水又は蒸気を使用します。エア
フィルタ組込みタイプもあります。

UH-Hシリーズは、工場、倉庫などの比較的広い空間を暖房するためのユニットヒータで、温水又は
蒸気を使用します。シンプルな加熱コイルと、有圧プロペラファンとで構成されています。たて形ユ
ニットヒータのUH-V形に比べ、比較的天井の低い場所などに設置します。またUH-V形と併用する設
計方法もあります。

DEH-RZは、ダクト接続用の天吊形コイルユニットです。このタイプは、ファンを内蔵していませ
ん。処理風量は20、25、40、50CMMの4サイズ。フィルタ内蔵のRZ-F、RZ-L、RZ-3、RZ-4タイプも
あります。また、低水量大温度差形コイルを内蔵したRZ-LWタイプもあります。

汎用の片吸込み形多翼送風機です。#1～＃8まで、ラインアップしています。写真は、風量制御機構”
ダンフラップ”を組込んだものです。豊富なバリエーションを有しており、食品工場など向けのオー
ルステンレス仕様や、軸受方式の違いで一般的な両持ち形と、軸受けが吸込み気流外になる片持ち形
（オーバーハングタイプ）の２種類があります。また、化学工場など向けの耐酸仕様などもありま
す。学校厨房用としての納入実績が豊富です。



11

製品概要-換気機器.1

ウオールマウントフード VFB-90FFSET-MU  強制給排気形

アイランド フード VFB-90FFSET-CU　強制給排気形

レンジフードファン 　VFB-90FFUT-MX　強制給排気形

レンジフードファン VFB-90FFUT-MX-G　強制給排気形　フィルタ付給気グリル装備

ウオールマウントフード VFB-90SECT-MU　排気形

アイランド フード VFB-90SECT-CU　排気形

ステンレス製ウオールマウント形レンジフードファン。電動式高気密シャッタ標準装備。
高気密、高断熱の中高層・超高層住宅に適した強制排気・強制給気形で、排気ファンと給気ファ
ン、2台のファンを内蔵しています。幕板上部に可動式ルーバー付き給気グリルを備えています。
フード前面部は薄形で、厚さ65mm。ステンレス製本体は、ヘアライン仕上げ。
照明ランプは、ライン形 LED を標準装備。電球 60W 相当の明るさで、消費電力はランプ部 3.1W。
フード下部に整流板を装備し上昇気流の弱い IHレンジに対応。
＊照明ランプは、ライン形LED仕様（標準）1LINE形

ステンレス製アイランド形レンジフードファン。電動式高気密シャッタ標準装備。
高気密、高断熱の中高層・超高層住宅に適した強制排気・強制給気形で、排気ファンと給気ファ
ン、2台のファンを内蔵しています。幕板上部に可動式ルーバー付き給気グリルを備えています。
フード前面部は薄形で、厚さ65mm。ステンレス製本体は、ヘアライン仕上げ。
照明ランプは、ライン形 LED を標準装備。電球 60W 相当の明るさで、消費電力はランプ部 6.2W。
フード下部に整流板を装備し上昇気流の弱い IHレンジに対応。
＊照明ランプは、ライン形LED仕様（標準）2LINE形

ステンレス製のフード、給気グリル付き幕板を供えた強制給排気形レンジフードファン。
高気密、高断熱の中高層・超高層住宅に適した強制排気・強制給気形で、排気ファンと給気ファ
ン、2台のファンを内蔵しています。幕板上部に可動式ルーバー付き給気グリルを備えています。
フード前面部は薄形で、厚さ65mm。ステンレス製本体は、ヘアライン仕上げ。
照明ランプは、ライン形 LED を標準装備。電球 60W 相当の明るさで、消費電力はランプ部 3.1W。
フード下部に整流板を装備し上昇気流の弱い IHレンジに対応。
＊照明ランプは、ライン形LED仕様（標準）1LINE形

ステンレス製のフード、給気グリル付き幕板を供えた強制給排気形レンジフードファン。
高気密、高断熱の中高層・超高層住宅に適した強制排気・強制給気形で、排気ファンと給気ファ
ン、2台のファンを内蔵しています。
幕板上部にフィルタ内蔵の給気グリルを備えており、取り入れた屋外の外気をフィルタを通してか
ら室内に給気します。有効面積の大きいフィルタ付き給気グリルからの、緩やかな風速で室内に給
気します。フード前面部は薄形で、厚さ65mm。ステンレス製本体は、ヘアライン仕上げ。
照明ランプは、ライン形 LED を標準装備。電球 60W 相当の明るさで、消費電力はランプ部 3.1W。
フード下部に整流板を装備し上昇気流の弱い IHレンジに対応。
＊照明ランプは、ライン形LED仕様（標準）1LINE形

ステンレス製ウオールマウント形レンジフードファン。電動式高気密シャッタ標準装備。
排気ファン内蔵で、スリムなファンボックスが特長的なデザインです。
フード前面部は薄形で、厚さ65mm。ステンレス製本体は、ヘアライン仕上げ。
照明ランプは、ライン形 LED を標準装備。電球 60W 相当の明るさで、消費電力はランプ部 3.1W。
フード下部に整流板を装備し上昇気流の弱い IHレンジに対応。
＊照明ランプは、ライン形LED仕様（標準）1LINE形

ステンレス製アイランド形レンジフードファン。電動式高気密シャッタ標準装備。
排気ファン内蔵で、スリムなファンボックスが特長的なデザインです。
フード前面部は薄形で、厚さ65mm。ステンレス製本体は、ヘアライン仕上げ。
照明ランプは、ライン形 LED を標準装備。電球 60W 相当の明るさで、消費電力はランプ部 6.2W。
フード下部に整流板を装備し上昇気流の弱い IHレンジに対応。
＊照明ランプは、ライン形LED仕様（標準）2LINE形

暖冷工業では､中高層から超高層に至る集合住宅用ダクト換気扇、レンジフードファンを、製造販売しています。「ベントファン」
シリーズとして、昭和47年の発表以来40年以上のご愛顧を頂いています。暖冷工業の換気扇の歴史は、そのまま日本における高層
住宅、超高層住宅の換気方式変遷の歴史です。昭和48年には台所用大排気量ダクトファンとして初めて150ｍｍのダクト口径を採用
し、以後日本における厨房排気ダクトは150ｍｍが主流になりました。暖冷工業は、たゆまぬ技術開発で最新の住宅換気システムを
創造します。
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製品概要-換気機器.2

常時小風量換気ユニット VF-3HTPBRM-ATC

中間取付形給気ファンフィルタユニット　VF-3HBR-SF

塩害対応フィルタ　JX-90

中間取付形給気ファンユニット　VF-43FK1SM

中間取付形給気ファンフィルタユニット　VF-70FK1FM

天井裏に取り付ける中間形の常時小風量換気ユニットです。浴室、トイレ、洗面所などの3室サニタリー系
局所排気と、住戸全体の常時小風量換気を行なえる換気ユニットです。狭い天井裏空間に余裕を持って収ま
る薄形設計です。 

天井裏に取り付ける中間形の給気ファンユニットです。外気を取り入れて室内に供給するもので、排気形レ
ンジフードファンとの連動運転が出来ます。接続ダクトは、吸込み側、吹出し側ともにφ150mmで、吸込
み側には電動式シャッタを装備しています。

天井裏に取り付ける中間形の給気ファンフィルタユニットです。外気を取り入れて室内に供給するもの
で、排気形レンジフードファンとの連動運転が出来ます。接続ダクトは、吸込み側、吹出し側ともにφ
150mmで、吸込み側には電動式シャッタを装備しています。また、空気吹き出し側にフラットフィルタを
装備しています。またフィルタバリエーションとして、中性能、高性能、NOX対応フィルタ、ロングライ
フフィルタ、塩害対応フィルタなどを揃え、目的に応じた最適な種類が選択できます。（フィルタの種類
は注文時指定）

海塩微粒子除去用のフィルタで、
耐塩不織布と帯電不織布の2層構造
となっており、捉えた海塩微粒子
の再飛散防止と、潮解による圧力
損失の上昇抑制を計っています。
＊ベイエリア対応

天井裏に取り付ける中間形の給気ファンフィルタユニットです。外気を取り入れて各居室に供給するもの
で、本体内にファンとエアフィルタを内蔵しています。各居室へ接続する吹出しダクトは、φ100mm×
1、φ50×2～5（φ75×2～5にも対応）までの種類があり、居室の床面積や、部屋の配置などに応じた選
択ができるようになっています。24時間常時小風量換気ユニットVF-HTPBRM-ATCとの連動運転により、第
１種換気システムを構築することも出来ます。本体高さ：155mmの薄形です。
また、消費電力の少ない DC モータ仕様もラインアップしています。
左の画像は、上が給気ダクトφ 50 × 5 本（φ 75 × 5 本にも対応）の 5SF 形、下が給気ダクトφ 100 × 1
本の 1SF 形です。また、内蔵エアフィルタは、中性能、高性能、NOX 対応フィルタ、ロングライフフィルタ、
塩害対応フィルタなどを揃え、目的に応じた最適な種類が選択できます。（フィルタの種類は注文時指定）
＊DCモータ仕様対応（注文時指定）

●フィルタバリエーション

フラットフィルタ（F type）

中性能フィルタ（65 type）

ロングライフフィルタ（35 type） NOX 対応フィルタ（Nox type）

高性能フィルタ（95 type）

JIS 比色法で 35％の捕集率をもつ素材
を使用したもので、粉じん保持容量を
増加させ、清掃或いは交換までの運
転時間を長くしたものです。

比色法で65％の捕集率をもつフィル
タで、取入れた外気から、ホコリ、
ちり、花粉等を取除きます。
スギ花粉は95％以上（標準的な粒子
径30μm程度のものは、ほぼ100％）
捕捉できます。

比色法で95％の捕集率をもつフィル
タで、取入れた外気からホコリ, ち
り, 花粉, PM2.5などを取除きます。
スギ花粉は95％以上（標準的な
粒子径30μm程度のものは、ほぼ
100％）捕捉できます。

ろ材の内部に活性炭の粉末を充填
したもので、屋外から取り入れた
外気から、ホコリ、ちり、花粉な
どのほか、窒素酸化物（NOx)を取
り除きます。

粗塵用フィルタで、屋外から取り入
れた外気から、ホコリ、ちりを取り
除きます。スギ花粉（標準的な粒子
径30μm程度のもの）は、約80％捕
捉できます。（20％は、通過しま
す）
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暖冷工業の換気機器は､数多くの民間マンション、公共住宅などの中高層・超高層集合住宅に採用されています。
ウオールマウントフード、センターフード形式のレンジフードファンを始め、常時換気システム、全熱交換・換気ユニットなど、
住戸全体の換気、厨房などの局所換気に、それぞれ適した機器を開発し、市場に供給しています。

アイランドフード
VFB-120SE-MX-CU ブラッシュ仕上げ

ウオールマウントフード
VFB-109FFSE-MX-MU 鏡面仕上げ

ウオールマウントフード
VFB-150FFSES-MX-MU

アイランドフード
VFB-90SECS-CU

ワールドシティータワーズ

アイランドフード
VFB-90SECT

換気機器の設置事例

LED 照明 - ライン形
（消費電力 3.1W×2）

整流板
（ステンレス製）

フード
（厚さ 65mm)

上部ダクトカバー
（正面幅 350mm）
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試験室内を同一の温度条件（20℃一定）にして、本システム用のコイル及び従来型のコイル、それぞれをサーモビュワ－で測定する。

大形空調機用水コイルの冬季の暖房運転停止時における凍結防止電気ヒータの省エネを
計るために、電気ヒータを分散配置したコイルを開発し、表面温度をサーモビュワー
で測定して、温度分布を可視化しています。
これにより、少ない電気容量で、より均一で効果的な電気ヒータの配置を決めます。
公的試験機関との連携により、迅速な技術開発と、確実な試験データの記録解析を計っ
ています。
試験協力：茨城県工業技術センター技術基盤部門

効率の高い後向き羽根をもつターボファン、プラグファンは、送風機における省エネの
切り札的存在です。暖冷工業では、従来の多翼送風機のもつ小形で扱いやすい特長を生
かしながら、ターボファン、プラグファンの開発と、これらの送風機の効果的な空調機
への組み込み方、無駄の無い適用方法を研究しています。
開発にあたっては、吸い込みノズルとチャンバによる専用の風量-静圧測定装置を製作
し、より正確な性能測定を行っています。また、軸動力はトルクメータにより同時に測
定しています。

電気ヒータを分散配置した凍結防止形コイルの温度分布測定

プラグファン、ターボファンの開発

プラグファンの性能測定（風量・静圧・軸動力）

サーモビュワ－による測定状態

ヒータ分散形

送風機騒音出力測定（ダクト内法）、機側騒音レベル測定

ヒータ下部設置形

研究開発-例1

研究開発-例2

空調機試験室（恒温室）

空調機

被試験機（コイル）

サーモビュワー

室温：20℃一定

サーモビュワー

被試験機（コイル、本システム用）

電源 AC200V

ノート PC
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研究開発-例3

研究開発-例4

全熱交換・換気ユニットの熱交換効率測定、PQ特性、騒音レベル測定

排気捕集効率の高いレンジフードファンの開発

全熱交換・換気ユニットの性能測定項目として、給気ファン、排気ファンそれぞれの風
量-静圧特性、騒音特性、有効換気量測定、夏季における全熱交換効率測定、冬季におけ
る全熱交換効率測定があり、これらの試験は、場内の試験設備で実施するものと、外部
の公的試験機関で実施するものに分けて実施しています。

台所用レンジフードファンの排気捕集効率は、より少ない排気量でレンジからの排気を
効率よく捕集できるかどうかを判断するための一つの指標です。
暖冷工業では、BL（一般財団法人ベターリビング）試験方法書に従った試験装置、測定
機器を揃えて、再現性の高い試験を実施しています。
風量を正確に測定するための超音波気体流量計（KKカイジョー製）、CO2濃度測定のた
めのガス濃度計を揃えて試験を行っています。
また、周囲に気流の無い状態だけではなく、排気捕集に影響を与える人の移動によって
生ずる気流や、OA給気流などによる影響を最小限にとどめる給気グリルの開発などを
行っています。

全熱交換・換気ユニット VFHE-DC

バイサラ温湿度計表示部 恒温室、環境試験室 測定室 無響音室における騒音レベル測定

[ 全熱交換効率測定設備の例 ]

CO2ガス濃度計

超音波気体流量計

ヒーポン式アンダーフロー空調機を備えた恒温室

CO2濃度測定による排気捕集率測定装置

IHレンジでの試験用。CO2供給リング。
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研究開発-例5
病室用ファンコイルユニットの吹出し気流のCFD解析（温度、風速分布）
暖冷工業では、ベッドで寝ている患者さんにファンコイルユニットからの吹き出し空気流
が直接あたることの無いように、空気の吹き出し方向をユニットの長手方向先端部に設け
た「2方向強調吹き出し形ファンコイル:DCR- KDHR形」を開発し、販売しています。
冷温風が直接ベッド方向に向かうことの無いDCR-KDHR形は、恢復期の患者さんに与える
ストレスを最少限に抑えます。
このDCR-KDHR形による冷房時、暖房時それぞれの温度分布、気流分布をCFD解析により
可視化し、目で見えるかたちで設計情報として提供しています。

＊ 2方向強調4方向吹き出し形パネル ： KDHR

＊2方向強調 4方向吹き出し形 ファンコイルユニット
   DCR-（2C）KDHR

air out

air out

air out

air out

air out

air out

病室

601
0

459
0

5510

4床室　床面積35.8m2、室内高さ2.55m 2方向強調4方向吹き出し形
天吊カセット形ファンコイルユニット：DCR-KDHR

●冷房時温度条件：
室内26℃・DB、RH50%
冷水7℃

●暖房時条件：
室内23℃・DB、RH50%
温水55℃

病室用 FCU 　2 方向強調 4方向吹き出し形：DCR-KDHR 形 CFD 解析結果

DCR-6KDHR（＃600）
風量：強 窓 - 廊下断面、冷房時の気流分布

窓側

廊下側
窓-廊下断面
（部屋中央の垂直断面）

DCR-6KDHR
（＃600）
風量：強 ベッド平面、冷房時の温度分布

10
00 窓側

廊下側
ベッド平面
（床上1mの水平断面）

空気吹き出しエリア

空気吸込みエリア空気吹き出しエリア

空気吸込みエリア
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VFB-SECT-CU VFB-SECT-MU VFB-FFSET-CU VFB-FFSET-MU

VFB-FFSET、SFSET、SECTシリーズは、フラットなフードを持つレンジフードファンで、給気方式の違いから、強制給排気形、給排気形、排気形のバリエーションが
あります。
また、設置方式の違いで、ウオールマウント形とアイランド形の2形式のバリエーションがあり、この両方の組み合わせで6機種をラインアップしています。
フード下部には、ステンレス製フラット形整流板を装備し、吸い込み性能のアップと、清掃のし易さに配慮しました。
また、フード及び幕板の材質はステンレス製、表面は共にヘアライン仕上げで、グレード感を上げています。
今回、モデル変更を行い、フードの厚みを65mmにしました。従来の80mmに比べ、大幅な薄形化を図り、見た目のスマートさを、さらにアップしました。

VFB-SFSETシリーズには、高効率・低消費電力を追求したDCブラシレスモータ搭載のタイプVFB-SFSET-DCをラインアップしています。
外観は同じですが、DCモータ採用により、対ACモータ比で、給排気形SFSET-DCでは、強運転時71％、中運転時47％、弱運転時38％で、ランニングコストとCO2
を低減しています。

VFB-FFSET、SFSET、SECTシリーズ全機種には、ライン形LED照明ランプを標準装備しました。ウオールマウント形フード（MUタイプ）には 1ライン、アイランド形
フード（CUタイプ）には 2ライン装備し、明るく、低消費電力、長寿命が特長です。特に、このライン形LEDは、LED1個づつの光の照射方向を下方に向けて揃え
ており、コンロ上を無駄なく明るく照らす高効率の配光が特長です。また、柔かで温かみのある電球色を採用し、台所、料理、食べ物に合わせました。（色温度：
2700K、平均演色評価数＊：Ra80。＊JISZ8726-1990（光源の演色性評価方法）による。）
消費電力は、1ライン式で3.2W、2ライン式で6.4Wの消費電力で、従来の電球形蛍光灯の1/4、電球形LEDの1/2以下です。（詳細は、本文ページを参照）
長寿命のLEDを採用しましたので、従来のような電球の交換は不要です。電球交換の手間が減りました。
LED照明ランプの期待寿命は、38000時間です。（台所用換気ファンの想定運転時間：2410時間/年（JISC9921-2:2009）と、同じ時間、照明ランプを点灯したと仮
定すると、15.8年に相当。）

暖冷工業のレンジフードファン　VFB-SECTシリーズ

ステンレス製へアライン仕上げの外観、厚さ65mmの薄形フードを採用

低消費電力のDCモータ駆動タイプもラインアップ

照明ランプにスマートなLEDハイビームを採用

SMART & COMPACT

RANGE-HOOD  FANS   
暖冷工業のダクト用換気扇   “ベントファン”   VFシリーズ

中高層・超高層集合住宅専用に設計されたダクト用換気扇
VFシリーズは、昭和 47年（1972年）の発表以来、一貫して中高層・超高層集合住宅向けに設計。
性能、納まり、施工性などあらゆる面で、これまでのノウハウを蓄積した中高層・超高層集合住宅向け専
用設計になっています。本体内蔵形の風圧式逆流防止吸込みシャッタをはじめ、風量・静圧特性、騒音特
性、施工性、各部の材質など住宅の換気に最も適した性能、材質の選択、そして耐久性能の確保が図ら
れています。

24時間常時小風量換気用 給気ファンフィルタユニット：VF-3HPBR-...SFシリーズ
各居室へ個別に給気を行なうための給気ファンフィルタユニット：VF-3HPBR-SFシリーズをラインアップし
ています。内蔵用フィルタとしてフラットフィルタ、ロングライフフィルタ、中性能フィルタ、高性能フィルタ、
NOx対応フィルタ、塩害対応フィルタ（New）などを揃え、様々な要求に応えます。排気ファンユニット：
VF-3HTPBRM-ATCシリーズと、この給気ファンフィルタユニット：VF-3HPBR-SFシリーズを併用することに
よって、24時間常時小風量換気を、第 1種換気方式で実現できます。本体が高さ 150mm（フィルタ交
換蓋のねじ部を含まない）の薄形設計です。

厨房用レンジフードファンとの連動運転用：給気ファンフィルタユニット：VF-70FKシリーズ
厨房系に給気を行なうための給気ファンフィルタユニットで、給排気形レンジフードファンで排気ファンを運
転して排気を行ない、これに連動して給気ファンを運転して室内給気を行います。これにより厨房系の第
1種換気システム（ファンによる強制排気、強制給気方式）を実現します。
寸法制限、収まりなどの関係でレンジの上部に強制給排気形レンジフードファンが設置できないときや、ダ
イニング全体に給気を行いたいとき、性能の高い給気フィルタを使いたい場合などに使用します。
レンジフードファンとの連動に適した 3速タイプで、内蔵用フィルタとしてはフラットフィルタ、ロングライ
フフィルタ、中性能フィルタ、高性能フィルタ、NOx対応フィルタ、塩害対応フィルタ（海塩微粒子除去用）
などを揃え、様々な要求に応えます。

給気ファンフィルタユニット　VF-3HPBR-5SF

常時小風量換気ユニット　VF-3HTPBRM-ATC

給気ファンフィルタユニット　VF-70FK1FM

COMPACT & HIGH-QUARITY

VENTILATING   FANS   

Air-Handling Units 

様々な用途に適応する標準形空気調和機：エアハンドリングユニット
標準形空調機、たて形：DVUシリーズ、横形：DHUシリーズは、冷水、温水あるいは蒸気を熱源とす
る水方式空調システムに適合するエアハンドリングユニットです。
熱交換コイル、送風機、電動機、加湿器、空気清浄装置、制御用ダンパ類などをケーシング内に一
体に組込み、冷却、加熱、加湿、除湿、空気清浄など空気調和に要求される様々な要素を、高品質、
高品位に実現します。

高効率で廃熱回収を行なう全熱交換器組込み形空気調和機
全熱交換器組込み形空調機　DVU-Eシリーズは、回転形全熱交換器と排気ファンあるいは還気ファン
をエアハンドリングユニットに組込んで一体にした複合形の空気調和機です。
外気取入れ負荷の大幅な軽減が図れる回転形全熱交換器と、給気ファンの負荷を軽減して動力の分散
が計れる還気ファンとを組込みました。（還気ファン組込みタイプ）

高効率のエアフォイル形ターボファン搭載の空気調和機
DHU-SLAFシリーズは、送風機効率の高いエアフォイル形ターボファンを組み込んだエアハンドリング
ユニットです。一般の多翼形送風機が、効率 40～ 55％程度であるのに対して、エアフォイル形ター
ボファンの場合には、実用域で効率 50～ 65％程度に向上し、設備機器全体が消費するエネルギー使
用量の中で大きな比率を占める「送風動力」を、大幅に削減します。

高効率のプラグファン搭載の空気調和機
送風機効率の高いプラグファン組込みの空気調和機。プラグファンは、ファンモータ直結駆動でインバー
タ搭載のものと、Vプーリ・Vベルト駆動方式の両方に対応します。

工場組立形と同等の精度が得られる細分割形空気調和機
限られた大きさの開口部から搬入ができる細分割形エアハンドリングユニット：RAシリーズ。
堅牢な構造で、工場組み立て形と同等の精度が得られます。設備更新用として、標準形に近いワーク
タイムで組み立て、据え付けが出来ます。工場において組み込み可能な部品は全て組み込み、設置
現場に於る作業時間を短縮します。
トータルコストの優れた細分割形は、空調設備のリフォーム、リフレッシュに最適です。
＊搬入開口が更に制限される場合には、現場組立形空気調和機で対応します。

現場組立形空気調和機
ケーシングを部材ごとに分け、既存のエレベータで搬入ができる様にする設備更新用の現場組立形空
気調和機。工場組み立て形と同等の強度が得られるように、設計しています。

標準形空気調和機	 DVU/DHUシリーズ
中高性能フィルタ組込み形空気調和機	 DVU-F/DHU-Fシリーズ
還気ファン組込み形空気調和機	 DVU-R/DHU-Rシリーズ
全熱交換器組込み形空気調和機	 DVU-E/DHU-Eシリーズ
細分割形空気調和機	 DVU-RA/DHU-RAシリーズ

MODEL：DVU

比較的広い空間に適したユニットヒータによる温風暖房
ユニットヒータ：UHシリーズは、銅管アルミフィンで構成されたプレート式クロスフィンコイルと、有圧プロ
ペラファンからなる天井吊り形の強制対流形放熱器です。
温水又は蒸気を熱源とし、コイルエレメントにより暖められた空気を、有圧プロペラファンの力によって強制
的に垂直下方向（UH-V形）又は水平斜め下方向（UH-H形）に送風することにより、室内で上下の温度差
の少ない暖房を行なうものです。
工場、倉庫、体育館など比較的広い空間の暖房に適したタイプで、丸形で、温風を直下に向けて吹き降ろ
す垂直下吹き出し形の UH-V形と、水平横吹き出し形の UH-H形の 2種類があります。

快適なファクトリー空間を実現するユニットクーラによる冷暖房
ユニットクーラ：UCシリーズは、銅管アルミフィンで構成されたプレート式クロスフィンコイルと、有圧プロ
ペラファン、ドレンパンなどからなる天井吊り形の冷暖房兼用機で、ビル設備におけるファンコイルユニット
と同様に冷水を通して冷房、温水を通して暖房を行なえます。
ユニットヒータ同様、比較的広い空間に適しており、特に天井吊り形であるため、必要な箇所への集中配置、
間仕切りにあわせた効果的な配置、更に不要箇所への設置を省くこと、など、建物の性状に合わせた柔軟
なレイアウトが可能です。
UC-VWM形は、ドレンパンを含めたユニット下部がスライド着脱可能な構造になっており、塵埃の比較的多
い場所に設置したユニットのドレンパン内の清掃を考慮した、メンテナンス重視のタイプになっています。

比較的天井の低い空間を効率よく温める横形ユニットヒータ
ユニットヒータ：UH- Hシリーズは、水平横吹き出し形で、温風をほぼ水平斜め下に吹き出すタイプです。
HORIZONTAL typeの伝統的な放熱器として長期間に亘って使用されています。
銅管アルミフィンで構成されたプレート式クロスフィンコイルと、有圧プロペラファンからなる天井吊り形の
強制対流形放熱器で、熱源として、温水又は蒸気のどちらでも使用できます。

UH-H：横形ユニットヒータ

UC-VW：たて形ユニットクーラ

UH-VUH-V：たて形ユニットヒータ：たて形ユニットヒータ

ユニットヒータ（温水用、蒸気用）、ユニットクーラ（冷水 -温水用、ほか）

Unit-Heater , Unit-Cooler
VERTICAL TYPE ： UH-V  ,HORIZONTAL TYPE ： UH-H

DANREY　天吊カセット形・ビルトイン形ファンコイルユニット

天吊カセット形ファンコイルユニット 1方向吹出し形 ：DCR-KPV/KPVS
天吊カセット形ファンコイルユニット 2方向吹出し形 ：DCR-KPW
天吊カセット形ファンコイルユニット 4方向吹出し形 ：DCR-KPDR
天吊カセット形ファンコイルユニット 2方向強調吹出し形 ：DCR-KPDHR
天吊ビルトイン形ファンコイルユニット  ：DCR-KPBD
天井蔭蔽形ファンコイルユニット   ：DCR-KPBS

コンパクト設計の天吊カセット形ファンコイルユニット：DCR-KPV・KPWシリーズ
コイル能力を維持しながらできる限り外形寸法を抑えた省スペース設計です。本体高さ寸法を抑えながら、
ドレン高さも確保しました。今回、天井パネルの枠を合成樹脂製とし、軽量化と環境負荷の低減を図りま
した。

低水量大温度差対応形：LWタイプをフルラインアップ
低水量大温度差仕様の LWシリーズをフルラインアップしています。
冷水出入口温度差 7K～ 10Kに適したコイルを内蔵。
4R-LW、5R-LWの 2種類のコイルバリエーションを揃え、幅広い能力要求に対応。

低消費電力の DCモータ仕様
高効率の DCブラシレスモータを使用し、消費電力を抑制した DCモータ仕様の DCR-KPV、KPW、
KPDR、KPBD、KPBSシリーズをラインアップ。外観、寸法，風量静圧、能力などは従来の ACモータ仕
様と同じで、消費電力を大幅に削減。平均して「強］運転時で ACモータ比 67％、「中］運転時で 35％，
「弱］運転時で「16％」となり、「強］のとき約 2/3、中で約 1/3、弱では約 1/6の消費電力となり、大
きな省電力効果が得られると共に、環境負荷を低減します。

機外静圧 70Paを確保した天吊ビルトイン形：KPBD、天井蔭蔽形：KPBSシリーズ
送風機はφ180mmの口径をもつ両吸込形シロッコファンを搭載。大口径化により騒音を抑制しながら十
分な風量静圧を確保しました。天吊ビルトインカセット形・天井蔭蔽形共に、ダクト接続を前提に、標準能
力時に機外静圧 70Paを確保しています。（サランネットフィルタ、ロングライフフィルタ装着機種）

4方向吹出し形、2方向強調吹出し形は、可動式ルーバーを装備した新形になりました
4方向吹き出し形は、可動式ルーバーを備えた新形の KPDR形にモデルチェンジしました。また、病室な
どで使用される 2方向強調吹き出し形も、可動式ルーバーを装備した新形の KPDHR形にモデルチェンジ。
どちらの機種も天井パネル枠を合成樹脂製とし、軽量化を図りました。

DCR-KPW

DCR-KPBD

DCR-KPDR

DCR-KPBS

優れたオフィス環境を提供するファンコイルユニット：DCRシリーズ
ファンコイルユニットは、システム部材です。熱源機をはじめ、配管システムとの接続によって始めて空
調システムとして機能します。優れたシステムの構築の為には、システム部材としての機器の一つ一つ
が確かな性能を発揮しなければなりません。また、性能とともに、制御のしやすさの工夫、美しさといっ
た要素も必要です。ダンレイファンコイルユニット：ルームエアーシリーズは、優れたオフィス環境を、
より効果的に実現することができます。

天吊形：DCR-REシリーズ、ローボーイ形：DCR-LAFシリーズ
天吊露出形：DCR-RE、天吊露出・下吸い込み形：DCR-RED、ローボーイ形：DCR-LAF、ローボーイ蔭蔽形：
DCR-LFH、ローボーイ前吹き出し形：LAFFの各タイプをラインアップ。
いずれの機種もステンレス製ドレンパン標準装備で、長期間の使用に対する信頼性を確保しました。
天吊露出形には、斜め下吹き出し形：DCR-REK、パンカーノズル付き：DCR-REPタイプも揃えています。
豊富なバリエーションで、様々な場面に対応します。

床置形：DCR-AFシリーズ、FHシリーズ
床置露出形：DCR-AF、床置露出・上吹出し前吹出し切換形：DCR-AFR、床置蔭蔽形：DCR-FHの各タ
イプをラインアップ。ステンレス製ドレンパンを標準装備で、長期間の使用に対する信頼性を確保。
DCR-AFタイプは、上部ケーシングを取り外してはめ替えることにより、風の吹出し方向を上方から前方
に、あるいは前方から上方に変えられる上吹出し前吹出し切換形です。設置場所の条件に合わせて、使
い分けができます。

低消費電力の DCモータ仕様をラインアップ
高効率の DCブラシレスモータを使用し、消費電力を抑制した DCモータ仕様の DCR-AF、FH、RE、
RH、LAF、LFH-DCシリーズをラインアップ。
外観、寸法、風量、冷房能力、暖房能力などは従来の ACモータ仕様と同じで、消費電力を大幅削減。
平均して「強」運転時では、ACモータ比 31～ 52％で約 1/2～ 1/3となり、大きな省電力効果が得
られます。

DCR-AFR

DCR-AF

DCR-FH

Fan-Coil Units   DCR-AF,RE

DCR-RE

DCR-LAF

ファンコイルユニット　床置形 DCR-AFシリーズ、天吊形 DCR-REシリーズSIMPLE & COMFORT

比較的広い空間の冷暖房に適した大容量形ファンコイルユニット：DHPシリーズ
大容量ファンコイルユニット：DHPシリーズは、標準形のファンコイルユニットと、エアハンドリングユニット
との中間に位置するもので、標準のファンコイルユニットに近い構造で大容量化を計っており、その能力の
割に軽量、低騒音であることが特長になっています。

天井蔭蔽形：CHBタイプ
天井蔭蔽形：CHBタイプは、標準風量時に機外静圧 20～ 50Paを有しており、丸ダクト接続用アダプター
とグラスフレックスダクトとを使用するマルチプレックス吹出し方式の空調システムへの適応を考慮したユ
ニットになっています。

床置蔭蔽形：FRBタイプ
床置蔭蔽形：DP-FRBタイプをラインアップ。
機外静圧 50Paを有しているダクト接続用で、標準風量 20、25、40、50、75、
100 m3/minの 6サイズを揃えました。

床置露出・たて形：PSFタイプ
床置露出形：PSFタイプは、大形のタテ形ファンコイルユニットです。
前面下部の吸い込みグリルから室内空気を吸い込み、前面上部の吹き出しグリル
から空気を吹き出すタイプです。標準風量 25、50 m3/minの 2サイズを揃えま
した。

天井蔭蔽形・低水量大温度差対応：CHB-LWタイプ
DHP-CHBタイプに、低水量大温度差対応のコイルを搭載した LWタイプをライ
ンアップ。冷水出入口温度差 7Kでも、従来の標準形：温度差 5Kタイプとほぼ
同等の冷房能力が得られます。天吊露出形：CEP、CEB、CEKタイプにも LWタ
イプをラインアップしています。

天吊露出形・パンカールーバ付き：MCH-300FP 200V三相電源
標準風量 25、50、80、100 m3/minの 4サイズを揃えました。
電源は、200V三相。工場などでの冷暖房用です。
（DHP-25MCH-300FP、DHP-50MCH-300FP、DHP-80MCH-300FP、DHP-
100MCH-300FPの 4サイズ）

DHP-MCH

DHP-FRB

DHP-PSF

DHP-MCH300- FP

DHP-CHB

大形ファンコイルユニット    DHPシリーズ

Fan-Coil units  DHP
High Power FanCoil Units 

カタログ
暖冷工業のファンコイルユニット、エアハンドリングユニットなどの各種空調機器は、ホテル、病院、ビル、学校設備、工場などに
欠かせない業務用設備機器として数多くのバリエーションを揃えています。また、換気設備機器は､数多くの民間マンション、公共
住宅などの中高層・超高層集合住宅に採用されています。ウオールマウント形、アイランド形のレンジフードファンを始め、常時換
気システム、全熱交換・換気ユニットなど、住戸全体の換気、厨房などの局所換気に、それぞれ適した機器を開発し市場に供給して
います。これらの空調、換気設備機器の仕様、図面、性能表など技術資料は、印刷物としてのカタログのほか、当社ホームページか
らPDFデータとしてダウンロードできます。

カセット形ファンコイルユニット　DCR-KPWシリーズ 床置、天吊形ファンコイルユニット　DCR-AF、REシリーズ 大形ファンコイルユニット　DHPシリーズ

ユニットヒータ・クーラ　UH・UCシリーズ

レンジフードファン  VFB-SECTシリーズ

エアハンドリングユニット　DVU・ DHUシリーズ

ダクト換気扇　VF、VF-SFシリーズ

コンパクト形空調機　 DH-CAシリーズ

コンベクタ　 CVシリーズ

コンパクト化、軽量化を図ったシロッコファン組込みのDH-CA、CAR、CAREシリーズ
シロッコファン組込みの DH-CAシリーズは、今回大幅なコンパクト化を図り、より一層の省ス
ペース性の確保、軽量化による省資源、さらには現場組み立て方式にも対応することにより、機
器の更新時の設置性能を向上させました。内蔵する加湿器も、蒸発気化式の他、蒸気噴霧式にも
対応し、コンパクトながらユニット形空調機と同様に設置現場の条件に応じた柔軟な内部機器構
成とすることが出来ます。また、レタンファン組込み形、回転式全熱交換器組込み形も標準でラ
インアップしています。

建物空間を有効利用する省スペース構造のコンパクト形空気調和機
コンパクト形空調機 DH-CAシリ－ズは、ユニット形空調機の機能をそのままにコンパクトにパッ
ケージ化した空気調和機です。標準のユニット形空気調和機に比べ、設置面積が約½（当社比）
ですみます。各階方式の空調システムなどで、各階ごとに空調機械室を設ける場合などに適して
おり床面積の有効活用が計れます。空調の個別分散に対応すると共に、制御弁類、自動制御機器
類などの付随機器を組込み、工事、保守を大幅に省力化できます。
また、強度と耐久性を兼ね備えたサンドイッチパネル仕様の外装鋼板、ステンレス製ドレンパン
などを標準に、現代のビル空調に求められている省スペース、省工事、個別制御の要求に応える
コンパクト形空気調和機です。今回、標準外形寸法の大幅見直しを行い、コンパクト化を図ると
ともに、内部組込み機器へのアクセス性を高め、メンテナンス性能を向上させました。

高効率 プラグファン組込みの DH-CAIN、CARIN、CAREIN-Sタイプ
プラグファン組込みの DH-CAINシリーズは、送風機効率の高いプラグファン（後向き羽根形送風
機）を組み込み、省電力を図りました。ファンモータ直結形で、高効率、低振動で保守管理性を
向上させています。また、レタンファン組込み形、回転式全熱交換機組込み形も標準でラインアッ
プしているほか、コイルの上流側に送風機を配置した「押し込み形」もあります。
蒸発気化式加湿器は、メンテナンス性に配慮した組込み方式を採用しており、正面側から加湿エ
レメントの取り付け・取り外しが行えます。

DH-CA　多翼送風機組込タイプ

DH-CAIN  プラグファン組込タイプ

SMART & COMPACT 暖冷工業のコンパクト形空気調和機   DH-CA・ CAR・ CARE シリーズ

Compact-Air Handling Units
暖冷工業のダクト用換気扇   “ベントファン”   VFシリーズ

コンベクター床置形 :CV-S220W、CVF-S170W/220W/270Wシリーズ
コンベクター壁掛形 :CV-H220W、CVF-H170W/220W/270Wシリーズ
KCV形コンベクター床置形 :KCV-S220Wシリーズ
KCV形コンベクター壁掛形 :KCV-H220Wシリーズ

ファンを使わない自然対流方式による静かでソフトな暖房
コンベクター :CVシリーズ、KCVシリーズ、CVFシリーズは、銅管アルミフィンで構成されたプレート式ク
ロスフィンコイルと、これを納める鋼板製ケーシングからなる自然対流形の放熱器です。
温水又は蒸気を熱源とし、コイルエレメントにより暖められ密度の軽くなった空気により発生する上昇気流を、
ケーシングのもつ煙突効果により更に高めることで、放熱を促進するタイプの放熱器です。
室内の床面付近の冷たい空気を吸い込んで加熱し、暖められた空気をケーシングの上部より流出させるこ
とにより、暖められて密度の軽くなった空気と周囲の空気との密度の差により、室内に自然対流による空気
の循環流を発生させて暖房を行ないます。
電気モータによるファンを使わないため電源が不要で、また、ファンを使う方式にありがちなファンモータ
からの騒音発生の問題もありません。

放熱能力を高めた KCV形コンベクター
KCV形コンベクターは、内部のコイルエレメントを逆 V形に配置して放熱能力を高めたもので、同一外形
寸法の標準の CV、CVF形コンベクターに比べて放熱能力が多く、設置スペースが少なく済みます。

エッジの効いた外観ケーシングを採用。前面グリル形 :CVFタイプもラインアップ
コンベクターの外観は、エッジの効いたデザインとしています。
また、上面空気出口グリル付きの CV形のほか、前面空気出口グリル付きの CVF形も準標準品としてライ
ンアップし、選択の幅を広げています。
エレメントの銅管には、φ15.87mmを使用し、長期間の供給体制の確保を図りました。コンベクターシリー
ズは、当社創業以来今日まで、48年間に亘って、外形寸法、配管位置共に、ほぼ互換性のある製品として、
市場に供給を続けているロングセラー商品です。穏やかで安定した自然対流形放熱器としての特性が、機
器を更新しながらの使用実績として表れています。

CVF-H 220W×570H×2000CL

CVF-S 220W×700H×2000CL

CV-H 220W×570H×2000CL

CV-S 220W×700H×2000CL

Convector 
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取付説明書・取扱説明書

適用型式
DCR-...KV/KVS/KW/KWS/KPV/KPVS/KPW （天吊カセット・1方向、2方向吹き出し形）
DCR-...KD/KDR/KPDR （天吊カセット・4方向吹き出し形）
DCR-...KDH/KDHR/KPDHR （天吊カセット・2方向強調 4方向吹き出し形）
DCR-...KBD/KH/KPBD （天吊ビルトインカセット形）

・このたびは、暖冷工業のファンコイルユニットをお買い上げい
　ただき、まことにありがとうございます。
・この説明書は前半が取付説明書、後半が取扱説明書になってい
　ます。
・取付工事を始める前に、必ずこの取付説明書・取扱説明書を
　読み、内容を理解してください。
・ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく
　お使いください。読み終わった後は、大切に保存してください。
・記載内容は、標準仕様品を対象としています。
特別仕様品は、製品の細部がこの説明書と若干異なります。
・記載内容は、標準的な使用方法を対象としています。
  記載以外の特別な使用法をする場合は弊社にお問い合わせくだ
　さい。
・この説明書の中で製品の形式名等は、代表的なもので表示して
　おりますので、予めご了承ください。

1. 安全についてのインフォメーション ……………………… P.1

2. 安全に関する注意事項　施工時の注意 …………………… P.1

3. 安全に関する注意事項　使用時の注意 …………………… P.2

4. 安全に関する注意事項　お手入れのときなどの注意………… P.3

5. 安全に関する注意事項　フィルタの清掃・交換の注意 ……… P.3

6. 電源コード、プラグについて ……………………………… P.4

7. 天井パネルの種類について ………………………………… P.4

8. 参考   冷却水・冷水・温水・補給水の水質基準値 ……… P.4

9. 各部の名称　DCR-KV、KW形 ……………………………… P.5

10. ユニット本体及び天井パネルの取付け  KV、KW形 …… P.6

11. 各部の名称　DCR-KD、KDH形 …………………………… P.9

12. ユニット本体及び天井パネルの取付け  KD、KDH形…… P.10

13. 各部の名称　DCR-KBD、KH形 …………………………… P.13

14. ユニット本体及び天井パネルの取付け  KBD、KH形 …… P.14

15. 取付け場所、環境、取付け上の注意……………………… P.17

16. 水質について………………………………………………… P.17

17. 施工の手順…………………………………………………… P.17

18. 配管…………………………………………………………… P.17

19. 電気配線……………………………………………………… P.18

20. 運転前の操作、準備………………………………………… P.19
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22. ファンコイルユニットの正しい取り扱い………………… P.19

23. 換気に関する注意…………………………………………… P.20

24. 冷房運転のときの結露防止について……………………… P.20

25. お手入れ・清掃のときの注意……………………………… P.20

26. 日常のお手入れ：天井パネルの清掃……………………… P.20

27. 日常のお手入れ：エアフィルタの清掃、交換…………… P.21

28. 運転停止時の注意…………………………………………… P.22

29. 簡単な故障・異常の見分け方及び異常時の処置………… P.22

30. 故障・修理などのときの連絡先、連絡事項……………… P.23
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天吊カセット形・ビルトイン形ファンコイルユニット

目　次

DCR-KW DCR-KV

DCR-KBD

DCR-KD DCR-KDR

DCR-KDH

取扱説明書
暖冷工業のファンコイルユニット、エアハンドリングユニットなどの各種空調設備機器、また、中高層集合住宅用の換気設備機器は
設置施工から、試運転、実際の使用、その後の保守管理、設備更新など、多くの人の手を経て、その機能を発揮、維持されます。
これらの施工、使用、維持管理に不可欠な情報を、施工説明書、取扱説明書として提供しています。
特に使用上の安全に関する注意事項など、製品安全に関する事項は、必要に応じて取扱い説明書だけでなく、製品本体にも注意、警
告のシールを貼って、注意喚起をしています。

マルチファン形ファンコイルユニット　DCR-BMシリーズ

床置形ファンコイルユニット　DCR- AFシリーズ 天吊形ファンコイルユニット　DCR- REシリーズ 天吊カセット形ファンコイルユニット　KPVシリーズ

レンジフードファン  VFB-FFUTWシリーズ レンジフードファン  VFB-120FFSETシリーズ

レンジフードファン  VFB-FFUTシリーズ 英文

1. 安全についてのインフォメーション ……………………… P.1
2. 安全に関する注意事項その.1 施工時の注意 ……………… P.1
3. 安全に関する注意事項その.2 使用時の注意 ……………… P.2
4. 安全に関する注意事項その.3 お手入れのときの注意 …… P.3
5. 安全に関する注意事項その.4 フィルタの清掃・交換 …… P.4
6. 電源コード、プラグについて ……………………………… P.4
7. 参考   冷却水・冷水・温水・補給水の水質基準値 ……… P.4
8. 各部の名称　AF、AFR 形 …………………………………… P.5
9. 各部の名称　FH形 …………………………………………… P.6
10. エアフィルタの交換方法　AF、FH形 …………………… P.6
11. 各部の名称　LAF形 ………………………………………… P.7
12. 各部の名称　LAFF形 ……………………………………… P.8
13. 各部の名称　LFH形 ………………………………………… P.9
14. 取付場所、環境、取付上の注意事項……………………… P.10
15. 水質について………………………………………………… P.10
16. 施工の手順…………………………………………………… P.10
17. ユニット本体の取り付け　AF、AFR、FH形……………… P.11
18. ダクトの接続　FH形………………………………………… P.11
19. 配管　AF、AFR、FH形……………………………………… P.12
20. 電気配線　AF、AFR形……………………………………… P.12
21. 電気配線　FH、LFH形……………………………………… P.13
22. 運転前の操作、準備………………………………………… P.13
23. 運転・操作方法……………………………………………… P.14
24. ファンコイルユニットの正しい取り扱い………………… P.15
25. 換気に関する注意…………………………………………… P.15
26. 冷房運転のときの結露防止について……………………… P.15
27. お手入れ・清掃のときの注意……………………………… P.15
28. 日常のお手入れ外装など AF、AFR、LAF、LAFF形 ……… P.16
29. 日常のお手入れエアフィルタの清掃、交換 …………… P.16
30. 運転停止時の注意…………………………………………… P.16
31. 簡単な故障・異常の際の見分け方及び異常時の処置方法……… P.17
32. 故障・修理などのときの連絡先…………………………… P.18
33. 交換部品、補修用性能部品の取り扱い先………………… P.18
34. 品質保証とアフターサービス……………………………… P.18
35. 部品保有期間………………………………………………… P.18

Installation  &  Instruction  Manual

取付説明書・取扱説明書　

適用型式
DCR-...AF/AFR（床置露出形、床置露出・前吹き出し形）
DCR-...FH　　　（床置蔭蔽形）
DCR-...LAF/LAFF/LFH（ローボーイ形、ローボーイ・前吹出し形、ローボーイ蔭蔽形）

・このたびは、暖冷工業のファンコイルユニットをお買い上げいただ
き、まことにありがとうございます。
・この説明書は前半が取付説明書、後半が取扱説明書になっています。
・取付工事を始める前に、必ずこの取付説明書・取扱説明書を読み、
　内容を理解してください。
・ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使い
ください。読み終わった後は、大切に保存してください。
・記載内容は、標準仕様品を対象としています。
特別仕様品は、製品の細部がこの説明書と若干異なります。
・記載内容は、標準的な使用方法を対象としています。
記載以外の特別な使用法をする場合は弊社にお問い合わせください。
・この説明書の中で製品の形式名等は、代表的なもので表示して
　おりますので、予めご了承ください。
・この製品は、子供や、この製品の使用において介助が必要な方
が、お一人で使用することを想定していません。
・これらの方が使用する場合には、必らずこの製品の安全な使い
方を理解された保護者、または介護者の補助のもとで、ご使用
ください。

・また、子供などが、この製品に触れたり操作したりすると思わぬ
　ところでケガをしたり、火災、感電などの恐れがあります。
　子供に製品で遊ばせないように周囲の方が、ご注意ください。

DANREY  KOGYO

暖冷工業株式会社 No.DCR-AF/AFR/FH/LAF/LFH/LAFF20.16
16th Edition：Aug 2020

床置露出形・床置蔭蔽形ファンコイルユニット

目　次
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No.DCR-BM-F/BM-CH 19.25
25th Edition：Dec 2019

DCR-BM-F（天吊りビルトイン形）

DCR-BM-CH（天井蔭蔽形）

取付説明書・取扱説明書

適用型式：DCR-...BM-F （天吊ビルトイン形）
　　　　　DCR-...BM-CH（天井隠蔽形）

天井蔭蔽／天吊ビルトイン

マルチファン形ファンコイルユニット

・このたびは、暖冷工業のファンコイルユニットをお買い上げ
いただき、まことにありがとうございます。
・この説明書は前半が取付説明書、後半が取扱説明書になっています。
・取付工事を始める前に、必ずこの取付説明書・取扱説明書を読み、
内容を理解してください。
・ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使い
ください。読み終わった後は、大切に保存してください。
・記載内容は、標準仕様品を対象としています。
特別仕様品は、製品の細部がこの説明書と若干異なります。
・記載内容は、標準的な使用方法を対象としています。
記載以外の特別な使用法をする場合は弊社にお問い合わせください。
・この説明書の中で製品の形式名等は、代表的なもので表示して
　おりますので、予めご了承ください。
・この製品は、子供や、この製品の使用において介助が必要な方が、
　お一人で使用することを想定していません。
これらの方が使用する場合には、必ずこの製品の安全な使い方を理
　解された保護者、または介護者の補助のもとで、ご使用ください。
また、子供などが、この製品に触れたり操作したりすると、思わぬ
　ところでケガをしたり、火災、感電などの恐れがあります。
子供に製品で遊ばせないように周囲の方がご注意ください。

1. 安全についてのインフォメーション ……………………… P.1

2. 安全に関する注意事項　施工時の注意 …………………… P.1

3. 安全に関する注意事項　使用時の注意 …………………… P.2
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9. ユニット本体及び天井パネルの取付け　DCR-BM-F形…… P.6

10. 各部の名称　DCR-BM-CH,CH1,CHL,CH3,CH4形 ……… P.9

11. ユニット本体の取付け　DCR-BM-CH,1,L,3,4形の例…… P.10

12. 取付け場所、環境及び取付け上の注意…………………… P.11
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17. 運転・操作方法……………………………………………… P.14

18. ファンコイルユニットの正しい取扱い……………………… P.14

19. 換気に関する注意…………………………………………… P.14

20. 冷房運転のときの結露防止について……………………… P.15

21. お手入れ・清掃のときの注意……………………………… P.15

22. 日常のお手入れ：天井パネルの清掃（BM-F形）………… P.15

23. 水質について………………………………………………… P.15

24. DCR-BM-CHの分解図（参考） …………………………… P.16

25. 日常のお手入れ：エアフィルタの清掃、交換…………… P.17

26. 簡単な故障・異常の見分け方及び異常時の処置………… P.18

27. 運転停止時の注意…………………………………………… P.18

28. 故障・修理などのときの連絡先…………………………… P.19

29. 交換部品・補修用性能部品の取扱い先…………………… P.19

30. 品質保証とアフターサービス……………………………… P.19

31. 部品保有期間………………………………………………… P.19
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安全についてのインフォメーション ………………………………P.1

1. 安全に関する注意事項　その.1  使用するときの注意 …………P.1

2. 安全に関する注意事項　その.2  お手入れのときの注意 ………P.2

3. 各部の名前とはたらき　FFUTW-MX………………………………P.3

4. 各部の名前とはたらき　FFUTW-MX-B ……………………………P.4

5. 整流板の外し方 ………………………………………………………P.5

6. 使用方法　スイッチの操作  Xタイプスイッチ……………………P.6

7. 日常のお手入れ　フード、整流板等のお手入れ …………………P.6

8. 日常のお手入れ　グリスフィルタの洗滌　MX形 ………………P.7

9. 日常のお手入れ　グリスフィルタの洗滌　MX-B形 ……………P.7

10. 日常のお手入れ　オイルキャッチの洗滌　MX形 ………………P.8

11. 日常のお手入れ　オイルキャッチの洗滌　MX-B形 ……………P.8

12. 定期的なお手入れ　ファンロータの取外し　MX形 ……………P.9

13. 定期的なお手入れ　ファンロータの取外し　MX-B形 …………P.10

14. 定期的なお手入れ　ファンロータの洗滌、再セット方法 ………P.11

15. 電源コード・プラグについて ………………………………………P.11

16. 「健康油」使用の場合の清掃頻度について ………………………P.12

17. 通常の運転時に生ずることがある現象への対処方法 ……………P.12

18. 給気グリルのルーバーの取り扱い …………………………………P.12

19. 簡単な故障・異常の際の見分け方及び異常時の処置方法 ………P.13

20. LED方式照明ランプについて ………………………………………P.13

21. 故障・修理などのときの注意事項 …………………………………P.14

22. 交換部品・補修用性能部品の取り扱い先 …………………………P.14

23. 品質保証とアフターサービス ………………………………………P.14

24. 部品保有期間 …………………………………………………………P.14

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について …………P.15

適用型式
VFB-90FFUTW...MX     （強制給排気形・2M2F）
VFB-90FFUTW...MX-B（強制給排気形・2M2F）
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取扱説明書

・このたびは、暖冷工業のレンジフードファンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
・この製品は、中高層・超高層住宅のレンジの給排気を目的に設計されているものです。
・強制給排気形のものは、排気ファンと給気ファンを内蔵した2ファンタイプのレンジフードファンです。
・ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
・この取扱説明書は、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。
・記載内容は、標準仕様品を対象としています。特別仕様品は、製品の細部がこの説明書と若干異なります。
・記載内容は、標準的な使用方法を対象としています。記載以外の特別な使用法をする場合は弊社にお問い合わせください。
・この説明書の中で製品の形式名等は、代表的なもので表示しておりますので、予めご了承ください。
・この製品は、子供や、この製品の使用において介助が必要な方が、お一人で使用することを想定していません。
これらの方が使用する場合には、必ずこの製品の安全な使い方を理解された保護者、または介護者の補助のもとで、ご使用ください。
また、子供などが、この製品に触れたり操作したりすると、思わぬところでケガをしたり、火災、感電などの恐れがあります。
子供に製品で遊ばせないように周囲の方がご注意ください。

DANREY  KOGYO

暖冷工業株式会社

ダンレイ・レンジフードファン

目　次

VFB-90FFUTW-MX

VFB-90FFUTW-MX-B

No.VFB-90FFUT/SFUT/NUT-MX19.01E
1st Edition： Nov 2019

model：
VFB-90FFUT  ...MX（1Motor 2Fan）
VFB-90SFUT  ...MX 
VFB-90NUT   ...MX 

Instruction  Manual

Instruction  Manual

DANREY  KOGYO

暖冷工業株式会社

Range-Hood Fans (Ventilating fans）
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Information about safety …………………………………………………P.1
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2.Safety precaution-2 at regular care ………………………………………P.2
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4.How to remove baffle-plate ………………………………………………P.4
5.How to use controll-switch X-type ………………………………………P.5
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7.Monthly check condition of greasefilters ………………………………P.6
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9.Regular care. Cleaning the Fan-wheel …………………………………P.7
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12.Power supply code and power plug ……………………………………P.8
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Annex：Sentences written here are the displays on the law of JAPAN.

DANREY  KOGYO

・Buy Range-hood fan of danrey kogyo this time, and thank you very much truly.
・ This product is designed for the purpose of ducting intention in a range in high-rise housing.
・ Before using, read this instruction manual certainly, and please use it right.
・After reading this instruction manual, the people who use be sure to keep in the place seen anytime, please.
・The mentioning contents make standard specification items the subject. 
   The special specification items are different from these instructions in a detail of a product for a short while.
・The mentioning contents make average use method the subject. When doing special directions besides mentioning, please contact us.
・The form names of a product are being typical and are indicating it in these instructions, so please accept it beforehand.
・It isn't assumed that a child and the person who needs an assistance in use of this product use this product with one person.
  When these people use, please be sure to use safe how to use this product under help of an understood guardian or a care giver.
  When a child touches this product and operates, I'm injured by an unexpected place and have fear of fire and shocking.
  The entourage be more careful, please so that a child can't have him play by a product.

VFB-90FFUT...MX

VFB-90SFUT...MX

VFB-90NUT...MX

No.VFB-120FFSET/SFSET/SECT-MU/CU19.04
4th Edition： Nov 2019

安全についてのインフォメーション ………………………………P.1

1. 安全に関する注意事項　その.1  使用するときの注意 …………P.1

2. 安全に関する注意事項　その.2  お手入れのときの注意 ………P.2
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4. 各部の名前とはたらき　CU形（FFSET、SFSET） ………………P.4

5. 各部の名前とはたらき　CU形（SECT） …………………………P.5

6. 整流板の外し方 ………………………………………………………P.6

7. 使用方法　スイッチの操作  Xタイプスイッチ……………………P.7

8. 日常のお手入れ　フード、整流板等のお手入れ …………………P.8

9. 日常のお手入れ　グリスフィルタの洗滌 …………………………P.8

10. 日常のお手入れ　オイルキャッチの洗滌（FFSET、SFSET）……P.9

11. 日常のお手入れ　オイルキャッチの洗滌（SECT）………………P.9

12. 定期的なお手入れ　ファンロータの洗滌（FFSET、SFSET）……P.10

13. 定期的なお手入れ　ファンロータの洗滌（SECT）………………P.11

14. 電源コード・プラグについて ………………………………………P.12

15. 「健康油」使用の場合の清掃頻度について ………………………P.12

16. 通常の運転時に生ずることがある現象への対処方法 ……………P.12

17. 給気グリルのルーバーの取り扱い …………………………………P.12

18. 簡単な故障・異常の際の見分け方及び異常時の処置方法 ………P.13

19. LED方式照明ランプについて ………………………………………P.14

20. 故障・修理などのときの注意事項 …………………………………P.14

21. 交換部品・補修用性能部品の取り扱い先 …………………………P.14

22. 品質保証とアフターサービス ………………………………………P.14

23. 部品保有期間 …………………………………………………………P.14

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について …………P.15

適用型式
VFB-120FFSET ...MX-MU/CU （強制給排気形・1M2F）
VFB-120SFSET ...MX-MU/CU （給排気形）
VFB-120SECT ...MX-MU/CU （排気形）

Instruction  Manual

取扱説明書

・このたびは、暖冷工業のレンジフードファンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
・この製品は、中高層・超高層住宅のレンジの排気、給排気を目的に設計されているものです。
・強制給排気形のものは、排気ファンと給気ファンを内蔵した2ファンタイプのレンジフードファンです。
・ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
・この取扱説明書は、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。
・記載内容は、標準仕様品を対象としています。特別仕様品は、製品の細部がこの説明書と若干異なります。
・記載内容は、標準的な使用方法を対象としています。記載以外の特別な使用法をする場合は弊社にお問い合わせください。
・この説明書の中で製品の形式名等は、代表的なもので表示しておりますので、予めご了承ください。
・この製品は、子供や、この製品の使用において介助が必要な方が、お一人で使用することを想定していません。
これらの方が使用する場合には、必ずこの製品の安全な使い方を理解された保護者、または介護者の補助のもとで、ご使用ください。
また、子供などが、この製品に触れたり操作したりすると、思わぬところでケガをしたり、火災、感電などの恐れがあります。
子供に製品で遊ばせないように周囲の方がご注意ください。

DANREY  KOGYO

暖冷工業株式会社

ダンレイ・レンジフードファン
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VFB-120FFSET-MX-MU
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Installation  &  Instruction  Manual

取付説明書・取扱説明書

適用型式
DCR-...RE/REP/REK（天吊露出形）
DCR-...KBS/KPBS/RH（天井蔭蔽形）

・このたびは、暖冷工業のファンコイルユニットをお買い上げ
いただき、まことにありがとうございます。
・この説明書は前半が取付説明書、後半が取扱説明書になっています。
・取付工事を始める前に、必ずこの取付説明書・取扱説明書を読み、
内容を理解してください。
・ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくお使い
ください。読み終わった後は、大切に保存してください。
・記載内容は、標準仕様品を対象としています。
特別仕様品は、製品の細部がこの説明書と若干異なります。
・記載内容は、標準的な使用方法を対象としています。
記載以外の特別な使用法をする場合は弊社にお問い合わせください。
・この説明書の中で製品の形式名等は、代表的なもので表示して
　おりますので、予めご了承ください。
・この製品は、子供や、この製品の使用において介助が必要な方が、
　お一人で使用することを想定していません。
・これらの方が使用する場合には、必らずこの製品の安全な使い方を
　理解された保護者、または介護者の補助のもとで、ご使用ください。
・また、子供などが、この製品に触れたり操作したりすると、思わぬ
　ところでケガをしたり、火災、感電などの恐れがあります。
　子供に製品で遊ばせないように周囲の方が、ご注意ください
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・この製品は子供や、この製品の使用において介助が必要な方が、
　お一人で使用することを想定していません。
・これらの方が使用する場合には、必らずこの製品の安全な使い方
　を理解された保護者、または介護者の補助のもとで、ご使用くだ
　さい。
・また、子供などが、この製品に触れたり操作したりすると、思わ
　ぬところでケガをしたり、火災、感電などの恐れがあります。
　子供に製品で遊ばせないように周囲の方が、ご注意ください
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