
日立ルームエアコン

リモコンかんたん操作ガイド

－1－ －2－

扉を開けた状態

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
P.○○ このマークは「取扱説明書」の記載

ページです。

開ける

〈印刷記号（A-A3）：狠〉

※図の液晶表示は、説明のためすべての
内容を表示しています。通常はすべて
表示されることはありません。

■押すたびに、タイマーの時間を変更
できます。

30分 1時間 2時間 9時間

取消し

おやすみ運転をする

P.16

風だけ（風にあたって涼む）運転

1

3

●「ピッ」と鳴り、運転を開始します。
●“自動”風だけ運転のときは、リモコンある場所
　サーチを行います。

●「ピー」と鳴り、運転が止まります。

●“自動”風だけ運転中に　　　を押すと、おやすみ
中の風のあたりすぎを防止するために、“手動”風
だけ運転の「おやすみ」運転になります。“自動”風
だけ運転を継続したい場合には、「切タイマー」　
運転　　　　　を使用してください。

扇風機のように風にあたって涼みたいときにおすすめします。

運転の停止は

2 いろいろな機能の設定は

221

3

2

リモコン表示
“自動”風だけ・
風速“自動”のとき

“手動”風だけ・
風速“自動”・
左右風向“正面”のとき

●　　　を押すごと
　に切り換わります。

室内機のランプ表示

P.31

を押し、希望の風だけ運転を選ぶ
風にあたりたいエリアで

を押す

“自動”風だけ
運転時点灯

“手動”風だけ
運転時消灯

“自動”風だけ

“手動”風だけ

開ける

リモコン リモコン
（扉を開けた状態）

冷房・暖房・除湿運転等は行いません。ご注意

リモコンの位置を室内機が自動検出します。
上下風向板はリモコンのあるエリアに向け
ます。左右風向板はリモコンのあるエリア
を中心としたスイング風向運転になります。

お好みの位置に送風します。

運転の種類

“自動”
風だけ運転

“手動”
風だけ運転

運転の内容

P.38

P.46

点灯

●ボタンを押す
ごとに切り換
わります。

運転を停止する
イオンミスト運転をする

■空気清浄・肌を保湿する運転を行います。
■暖房などの運転に追加することもできます。

■運転モードの自動選択と見る・聞く・感じる
センサーを組み合わせた　　 これっきり
自動運転を行います。

※本リモコンにはリチウム電池が内蔵されています。
　ご使用の際には電池切換スイッチを内蔵電池側にしてください。

運転を始める省エネ運転を始める
（裏面を参照してください。）

■リモコンのあるエリアをリモコンある場所
サーチで検知して、自動的に風向を変える
機能です。

リモコン風よけに設定する

手動カラッと除湿

ランドリー

けつろ抑制

押すたびに

ジメジメするとき

洗濯物を乾かしたいとき

冬場の結露を抑えたいとき

運転を停止します。

温度や湿度を設定する

■押すたびに、1℃ずつ
変わります。

■押すたびに、5％ずつ
変わります。

上がる

下がる

上がる

下がる

月日・時刻・据付位置を設定する

■暑いとき、ワンタッチ冷房

■ジメジメするとき、梅雨の
　季節から冬までカラッと快適

■寒いとき、ワンタッチ暖房

■健康冷房「涼快」

風だけ運転をする電気代・CO2排出量を表示する

風速や風向を設定する

機能選択を設定する

タイマー予約をする

除湿運転をする



〈印刷記号（A-A3）：狠〉－3－ －4－

お知らせ 生活音や人の動きによって運転をコントロールする「音見張り」機能を使用したいときは、
機能選択設定で設定してください。 P.50

　　 これっきり自動（自動で省エネ）運転

1

4

●「ピッ」と鳴り、運転を開始します。
●他の運転をしている時は、　　 を押して運転
を停止してから　　 を押してください。

●「ピー」と鳴り、運転が止まります。

室温と外気温から自動設定した室温と湿度になるように、暖房・カラッと除湿（“自動”カラッと除湿）・
冷房を自動的に選択します。さらに、「見る・聞く・感じるセンサー」を組み合わせて、体感温度を維持
しながら省エネ運転を行います。

「　　  これっきり自動」運転の
　　ワンポイントアドバイス

運転の停止は

を押す

を押す

2 温度の微調整は

運転停止中に

3 いろいろな機能の設定は

「暖房」運転 「カラッと除湿」運転 「冷房」運転

室温 23℃ 27℃

設定温度約23
℃として運転し
ます。

除湿運転開始時の温
度を設定温度とし、50
～60％を設定湿度と
して運転します。

設定温度約27
℃として運転し
ます。

※運転の種類や設定湿度は、外気温によって変わります。

●室温により、運転の種類を自動的に選択します。

リモコン リモコン
（扉を開けた状態）

P.31

●風速は“自動”と“微”“静”が選べます。 P.36

調整範囲
自動設定温度の
－3～＋3℃

リモコン表示
　　　これっきり自動・
風速“自動”・
左右風向“正面”のとき

室内機のランプ表示

1

3 2 3 3

4

開ける

見る・聞く・感じるセンサー
によって自動調整した設定
温度で暑い・寒いと感じる
ときは変更してください。（ ）

点灯

上下風向板（小）

聞くセンサー
感じるセンサー

見るセンサー

センサーで省エネ運転
見る
センサー

聞く
センサー

感じる
センサー

「　　 これっきり自動」運転、「　　 運転追加」機能
　　　　  　　　　　　　　　　　　　　のワンポイントアドバイス

見る・聞く・感じるセンサーの検知内容

●体感温度を維持しながら省エネになるように、お部屋の状態に応じて設定温度・湿度を自動的に調整します。

●人の居場所を検知するために、上下風向設定に関係なく、上下風向板（小）が開閉します。

●室内機前方にいる人の動
きの多い少ないを検知し
ます。

見るセンサーの検知内容

●室内機から見て遠距離～近距
離エリアの3つのエリアから
人の居場所を検知します。

遠距離遠距離
中距離中距離
近距離

聞くセンサーの検知内容

●室内機前方の生活音を検知
します。

感じるセンサー感知内容

●室内機前方の床・壁の温度
を検知します。

上下風向板（小）
の開閉

約15分 上下風向板（小）
の開閉

上下風向板（小）
の開閉

約15分 時
間

上下風向板（小）の動き

P.39

●自動で選択された運転の種類の　　　運転追加機能を組み合わせた内容となります。

運転の種類

停止中に

運　転　内　容

中に

「　　　これっきり自動」運転

「　　　運転追加」機能

中に

中に

蘆人の動きの少ないとき 蘆お部屋の温度の低いとき 蘆お部屋の床や壁の温度が低いとき

蘆人の動きの少ないとき 蘆お部屋の湿度の低いとき 蘆お部屋の床や壁の温度が低いとき
蘆室内機から少し離れた比較的涼しいエリアに人がいるとき（冷房運転時は天井面に沿った送風のため）

蘆人の動きの多いとき 蘆お部屋の湿度の高いとき 蘆お部屋の床や壁の温度が高いとき
蘆室内機の近くの比較的暖かいエリアに人がいるとき（暖房運転時は足下への送風のため）

●次の条件により設定温度を下げます。

●次の条件により設定温度を上げます。

●次の条件により設定湿度を上げます。

「見る・聞く・感じるセンサー」のワンポイントアドバイス
●「見るセンサー」は、人の発する赤外線が変化したことを検知します。
　そのため、以下のようなときには、意図した検知をしない場合が
　あります。
　蘆人がいても、じっとしているとき（読書やテレビ鑑賞など）。
　蘆人がついたて・タンス・本棚等の陰に入ったときや、ガラス越し
　　の場合。
　蘆室温が高く、人の体温との差が小さいとき（冷房運転開始直後など）。
　蘆極端な厚着をしているときや背を向けているとき。
　蘆犬や猫の動きや、風によるカーテンや植物の葉のゆらぎがあるとき。
　蘆パソコンやテレビ、暖房器具等の熱を発生する機器の近くにいる
　　とき。
　蘆暖房器具の始動や停止時など赤外線が変化するとき。

●「聞くセンサー」の位置で約50dB以下の生活音は検知で
きません。

　そのため以下のような場合は検知できないことがあります。
　蘆小さな音量でテレビを視聴している場合。
　蘆静かな運転モードで掃除機がけをしている場合。
　蘆二間続きの隣の部屋でテレビ鑑賞や掃除機がけを
　　している場合。
●「感じるセンサー」はふく射熱を検知します。以下のよう
なときには、意図した検知をしない場合があります。

　蘆室内機の近くにストーブなどの赤外線発生源があるとき。
　蘆室内機と床・壁の間に障害物（洗濯物など）があるとき。
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