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（リ本 No.1201） 
 

2012 年 1 月 24 日 
三菱電機株式会社 

 
業界トップクラスの低騒音化と省エネ換気を実現 

三菱「ロスナイセントラル換気システム＜天井カセット形＞」新発売のお知らせ 
 
三菱電機株式会社は、住宅の 24 時間換気システムにおいて、熱交換換気により冷暖房費を節

約する「ロスナイセントラル換気システム」の新商品として、騒音を低減し、温度（顕熱）交換

効率を向上させた「天井カセット形」1 機種を 4 月１日に発売します。 
 

                             
「ロスナイセントラル換気システム＜天井カセット形＞」 

＜形名：VL-11ZF＞ 

. 新商品の特長  

1．内部の風路構造を改善し、人のささやき声並み（29dB）の低騒音化を実現 
・業界初※1の 2 モーター・2 ファン構造の採用で、内部の風路構造を改善し低騒音化を実現 
・羽根（ファン）の改良による低速回転運転と音漏れを低減する構造で、防音効果を向上 
・運転音を従来品比※2 7dB（デシベル）低減※3し、業界トップクラス※1の低騒音 29dB を実現 
※1：2011 年 12 月現在当社調べ。カセット形の熱交換形換気システムにおいて 
※2：従来品（VL-10ZF）との比較 
※3：強運転時において 
 

2．温度（顕熱）交換効率を向上し、戸建て住宅の「トップランナー基準」に適合 
・熱交換器のサイズアップにより温度（顕熱）交換効率で最大※4 76％を実現、従来品比※2 約

17％向上させ、冷暖房費を削減 

・強運転時にも温度（顕熱）交換効率で 65％以上を達成し、省エネ法※5 における戸建住宅の

トップランナー基準※6に適合 
※4：弱運転（60Hz）時において 
※5：正式名称は「エネルギーの使用の合理化に関する法律」 
※6：省エネ法で定めた「住宅事業建築主の判断の基準」 

 
3．清掃しやすいフィルター構造に加え、様々なニーズに対応するフィルターを用意 
・排気フィルターは、パネル一体成形の採用で下から清掃しやすく 

・給気フィルターは、独自のフィルターボックス構造で清掃時に取り出しやすく 

  ・高性能除じんフィルター（別売）により、給気清浄効果を向上 
 
. 発売の概要  

商品名 形名 
希望小売価格 

（税込み） 
発売日 年間販売目標

ロスナイセントラル換気システム 
＜天井カセット形＞ 

VＬ-11ZF 102,900 円 4 月 1 日 2,500 台 

報道関係からの

お問い合わせ先 
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 TEL03-3218-2359 FAX03-3218-2431 

三菱電機株式会社 広報部 
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 発売の狙い  
ロスナイセントラル換気システムは、換気の際に屋外に捨てられてしまう居室内の暖かさや

涼しさを、熱交換器により排気から回収し給気に戻す省エネ型のトータル換気システムです。

近年、東日本大震災以降の節電への関心の高まりや、住宅購入ユーザーの健康・快適志向によ

り、その省エネ効果の向上と快適な空質環境作りに注目が集まっております。熱交換換気シス

テムの中の一つである、排気口が住宅内に大きく露出するタイプのカセット形はこれまで、埋

込形に比べ居室への運転音の漏れが大きく、運転騒音の低減が大きな課題でした。 
当社は今回、商品の内部風路構造の最適化と羽根（ファン）の改良により、大幅な低騒音化

を実現し、温度（顕熱）交換効率の向上で、省エネ化のニーズにお応えします。 
 

 特長の詳細  
１． 内部の風路構造の改善により、人のささやき声並み（29ｄB）の低騒音化を実現 
（1）2 モーター・2 ファン構造の採用で内部の風路構造を改善 

カセット形では業界初※1の 2 モーター・2 ファン構造（特許申請中）を導入し、本体内部の

風路を最適化することにより低騒音化を実現しました。 
 
（2）ファンの改良による低速回転運転と音漏れを低減する構造で、防音効果を向上 

高静圧シロッコファンの羽根径を 180mm から 220mm へ大きく、さらに 19mm 薄くし、従

来品と同等の風量を確保しつつ低速回転での運転を可能にしました。また、運転音の漏れる

開口部分とパネル開口（排気口）位置をずらす構造の採用で、防音効果を向上させました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

給気流
排気流

排気ファンモーター 熱交換器

給気ファン
 

 
2．温度（顕熱）交換効率を向上させ、戸建て住宅の「トップランナー基準」に適合 
熱交換器をサイズアップし、温度（顕熱）交換効率を最大※4 約 17％向上※2 しました。これに

より、非熱交換換気と比べ年間の冷暖房費が約 9,900 円節約※7できます。また、温度（顕熱）

交換効率を強運転時で 65％、弱運転時で 76％とし、戸建て住宅の「トップランナー基準」で

ある「住宅事業建築主の判断の基準」が求める温度（顕熱）交換効率 65％以上を達成しており、

平成 23 年 10 月 21 日より開始された「復興支援・住宅エコポイント」制度に適合します。 
※7：【試算条件】 

［室内設置環境］88 ㎡の部屋に、24 時間全館空調を使用 
［電力料金目安単価］22 円/kWh［室内温度］暖房時 20℃、冷暖房時 28℃ 
［外気条件］気温および相対湿度の月別平年値（1971 年～2000 年までの平均値[参考文献]国立天文台編 

「理科年表（平成 20 年版）」） 
［暖房条件］外気温度の月別平均値が 16℃以下となる月 

＜新商品＞ 2 モーター・2 ファン構造 

＜従来品＞ 1 モーター・2 ファン構造 

排気モーター
給気モーター

排気フィルター一体形パネル

排気フィルター
（パネル開口部）

給気フィルターボックス

給気流

排気流

薄形高静圧
シロッコファン

熱交換器

商品開口部
（運転音漏れ部）

排気モーターの

設置により排気

流の風路を最適

化しました。 
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［冷房条件］外気温度の月別平均値が 24℃以上となる月 
［冷暖房平均 COP］3.20「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等（経

済産業 213）より「冷暖房の用に供するエアコンディショナーに係る基準エネルギー消

費効率の直吹き形でその他のもの 3.2kW を超え 4.0ｋＷ以下」 
［ロスナイ換気の風量と非熱交換換気の風量は同等として計算］VL-11ZF（強）110 ㎥/ｈ 
［非熱交換換気比較対象機種］排気：当社製ダクト用換気扇 VD-18ZFLC9-CS（弱運転時）、 

給気：当社製ダクト用換気扇 VD-13ZQMX-D（弱運転時） 
［機器運転条件］東京（50Hz）［機器運転時間］24 時間運転 
 

3．清掃しやすいフィルター構造に加え、様々なニーズに対応するフィルターを用意 
（1）パネル一体成形とフィルターボックス構造で清掃性を向上 

ほこりの取りやすいグリル形状の採用で、パネルを外さず、下から掃除機などで排気フィル

ターの清掃ができます。また、独自のフィルターボックス構造で、屋外の新鮮な空気を取り

込む際にチリ・花粉を除去する給気フィルターの着脱ができ、清掃が簡単です。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
（2）様々なニーズに対応する別売フィルターにより、給気清浄効果を向上 

給気フィルターは、標準装備されている外気清浄フィルター（P-95F）のほか 2 種類の別売フ

ィルターをラインアップし、給気清浄効果のグレードアップが可能です。このうち、捕集効

率 97％以上（質量法）の高性能除じんフィルター（P-95HF）は、フィルター表面積を拡大

し、従来品（P-110HF）より 2 倍長持ちしますので、フィルターの交換回数を削減できます。 
 
 その他の特長  
フラットパネルでインテリア性を向上させ、設置制約を低減 
住宅のインテリア性に配慮した排気フィルター一体形のフラット薄形パネルの採用で、天井面

からの張り出し寸法 10mm 以下を実現し、ドアの開閉時の干渉を防ぐことができます。 

 主な仕様                                                 （50Hz/60Hz）  
風量 

(m3/h) 
形名 設定 

消費 
電力
(W) 給気 排気 

有効
換気
量率
(％)

温度
交換
効率
(％)

エンタ
ルピ 
効率 

暖房時 
(％) 

エンタ
ルピ 
効率 

冷房時 
(％) 

騒音
(dB)

質量
(kg)

強 47/57 
110/110 

［68/68pa 時］
110/110 

［22/22pa 時］
95 65/65 52/52 42/42 29/29

VL-11ZF 
弱 32/33 

70/60 
［28/20pa 時］

75/70 
［10/9pa 時］

92 74/76 60/62 49/51 21/20
13.2

 特許  

国内 3 件 出願済 

 製作担当工場／お客様からのお問い合わせ先  
 
三菱電機株式会社 中津川製作所 営業部 電材営業課 
〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町 1 番 3 号 
TEL 0573-66-8215 

■給気フィルターメンテナンス方法 

パネルの開閉ボタンをワンプッシュする 
だけで、排気フィルターが開きます。 

分解してお掃除が可能 
です。 

パネルが開いたら止め具を外し、

フィルターボックスを取り出します。
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