
＜ダイキン製業務用エアコン 工速ドレンホース適用一覧＞
（Ⅰ）ビル用マルチ（VRV）

(注1)別売のドレンアップキットを取り付けない場合は使用できません。
(注2)本機のソケットへは、標準付属のドレンホースをホースバンドで接続してください。

配管側の接続には、日本水道規格JWWA S101準拠品にて接着を行ってください。
この時、塩ビ管が結露する可能性がありますので、必ず断熱処理を行ってください。

(注3)本機のソケットに直付けする場合は、日本水道規格JWWA S101準拠品にて接着を行ってください。
(注4)本機のソケットへは、標準付属のドレンホースをホースバンドで接続してください。

配管側の接続は、標準付属のドレンホースと塩ビ管をホースバンドで接続した上で、塩ビ管と
工速ドレンホースを 日本水道規格JWWA S101準拠品にて接着を行ってください。
この時、塩ビ管が結露する可能性がありますので、断熱処理を行ってください。

VP管用 断熱ドレンパイプ用 断熱ドレン継手用 VP管用 断熱ドレンパイプ用 断熱ドレン継手用
K-HU□20W□ K-HUE20D25□ K-HEL20D25□ K-HU□25W□ K-HUE25D25□ K-HEL25D25□

  S-ラウンドフロー

  ラウンドフロー
  エコ・ダブルフロー  FXYCP

  ダブルフロー  FXYCP-MC以降

  天井埋込ダクト形
　(高静圧)

 FXYMP160以下

  ダブルフロー  FXYCP-MB以前
  天井ビルトイン形  FXYSP-MB以前

  天井ビルトイン形  FXYSP-D以降

  シングルフロー  FXYKP
　薄型ダクト  FXYDP

  コンパクトマルチフロー  FXYZP

  ワンダ風流  FXYUP

  天井吊形 (注1)  FXYHP

  天井埋込ダクト形
　(大型)
  (注1)

 FXYMP224以上

  天井埋込ダクト形
　(外気処理)
  (注1)

 FXYMP-F(N)

  壁掛形  FXYAP

  壁ビルトイン形  FXYW(U)P
  床置(ダクト)形
  (ベルトレスタイプ含む)

 FVYC(D)P

  厨房用  FXYTP
  床置ローボーイ形  FXYL(M)P
  クリーン  FBXYP
  天井埋め込みダクト
  （コンパクトタイプ）

 FXYMMP

  壁ビルトイン形
　（外気処理）

 FXYWP-F

  ※K-HUL20W□
　　を使用
  標準付属のドレン
  ホースを使用した
  後に、塩ビ管で
  中継をした上で、
  ストレートタイプを
  室内機または
　ドレンポンプ側に
　取り付けて使用
　してください。
　（注2）

  取付不可。
  室内ユニットにドレンアップ機能が無いため、取リ付けできません。

  ※K-HUL25W□
　　を使用
  標準付属のドレン
  ホースを使用した
  後に、塩ビ管で
  中継をした上で、
  ストレートタイプを
  室内機または
　ドレンポンプ側に
　取り付けて使用
　してください。
　（注2）

　取付不可。
　ドレンポンプのドレンソケットが
　VP25使用のため。

　※K-HUL25W□
　　を使用
  標準付属の
　ドレンホースを
　使用した後に、
　工速ドレンホース
　のストレートタイプ
　を ドレンポンプ側
  に取り付け使用
　してください。
　（注2）

　取付不可。
　現地配管
　VP25以上と
　指定があるため。

　取付不可
　K-HUL20W□を
　使用してください。

  取付不可
  K-HUL25W□を
  使用してください。

室内機タイプ

 FXYFP

  室内ユニットドレン
  ソケットに直付可能（注3）

  室内ユニットドレン
  ソケットに直付可能（注3）

  取付不可。
  ドレンソケットがVP20仕様のため。

  標準付属のドレンホースを使用した
  後に、塩ビ管での中継をした上で、
  工速ドレンホースを使用してください。
  (注4)

  取付不可。
  ドレンソケットがVP20仕様のため。

VRV

  取付不可。
  ドレンソケットがVP25仕様のため。

  室内ユニットドレン
  ソケットに直付可能 （注3）
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(注1)別売のドレンアップキットを取り付けない場合は使用できません。
(注2)本機のソケットへは、標準付属のドレンホースをホースバンドで接続してください。

配管側の接続には、日本水道規格JWWA S101準拠品にて接着を行ってください。
この時、塩ビ管が結露する可能性がありますので、必ず断熱処理を行ってください。

(注3)本機のソケットに直付けする場合は、日本水道規格JWWA S101準拠品にて接着を行ってください。

VP管用 断熱ドレンパイプ用 断熱ドレン継手用 VP管用 断熱ドレンパイプ用 断熱ドレン継手用
K-HU□20W□ K-HUE20D25□ K-HEL20D25□ K-HU□25W□ K-HUE25D25□ K-HEL25D25□

  S-ラウンドフロー  FHCP160以下

  エコ・ダブルフロー  FHGP
  天井埋込ダクト形
　(高静圧)

 FHMP160以下

  ショーカセ  FHNP

  大規模店舗用  FHCP224
  シングルフロー  FHKP
  天井埋込ダクト形
　(標準)

 FHMMP

  ビルトインHi  FHBP

　ココタス  C08VCCV

  ワンダ風流  FUP

  天井吊形 (注1)  FHP160以下

  天井埋込ダクト形
　(大型)
  (注1)

 FHM(H)P224以上

　取付不可。
　現地配管
　VP25以上と
　指定があるため。

　※K-HUL25W□
　　を使用
  標準付属の
　ドレンホースを
　使用した後に、
　工速ドレンホース
　のストレートタイプ
　を ドレンポンプ側
  に取り付け使用
　してください。
　（注2）

  大規模店舗用  FHCP280
  天井吊形(大型)  FHP224以上

  壁掛形  FAP

  床置(ダクト)形
  (ベルトレスタイプ含む)

 FVP

  厨房用  FHTP

  取付不可。
  室内ユニットにドレンアップ機能が無いため、取リ付けできません。

  ※K-HUL25W□
　　を使用
  標準付属のドレン
  ホースを使用した
  後に、塩ビ管で
  中継をした上で、
  ストレートタイプを
  室内機または
　ドレンポンプ側に
　取り付けて使用
　してください。
　（注2）

　取付不可。
　ドレンポンプのドレンソケットが
　VP25使用のため。

  ※K-HUL20W□
　　を使用
  標準付属のドレン
  ホースを使用した
  後に、塩ビ管で
  中継をした上で、
  ストレートタイプを
  室内機または
　ドレンポンプ側に
　取り付けて使用
　してください。
　（注2）

  取付不可
  K-HUL20W□を
  使用してください。

  取付不可
  K-HUL25W□を
  使用してください。

室内機タイプ

  室内ユニットドレン
  ソケットに直付可能（注3）

  室内ユニットドレン
  ソケットに直付可能（注3）

  取付不可。
  ドレンソケットがVP20仕様のため。

  取付不可。
  ドレンソケットがVP20仕様のため。

  取付不可。
  ドレンソケットがVP25仕様のため。

  室内ユニットドレン
  ソケットに直付可能 （注3）

SA・RA

　標準付属のドレンホースを使用した上で
　速ドレンホースを使用してください。(注2）

＜ダイキン製業務用エアコン 工速ドレンホース適用一覧＞
（Ⅱ）スカイエア・ルームエアコン
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VP管用 断熱ドレンパイプ用 断熱ドレン継手用 VP管用 断熱ドレンパイプ用 断熱ドレン継手用

K-HU□20W□ K-HUE20D25□ K-HEL20D25□ K-HU□25W□ K-HUE25D25□ K-HEL25D25□

   ラウンドフロー    FWJC

   1方向吹出形

   2方向吹出形

   天井埋込形    FWMF

   大型4方吹
   カセット形

   FWBC

   床置ダクト接続形    UAVP

   床置直吹専用形    UAV

   天井吊露出
   ダクト接続形

   UAHM

   天井埋込高静圧形    FWPM

   天井ビルトイン形    FWBM

   天井吊形    FWH

   床置形    FWV

   床置埋込形    FWVM

   床置低形    FWIL

   床置埋込低形    FWILM

室内機タイプ

   取付不可。
   室内ユニットにドレンアップ機能が無いため取付けできません。

   FWHC

  標準では、
  室内ユニットに
　ドレンアップ
　機能が無いため
　取付け
　できません。

　改装対応の
　ドレンアップへの
　適用について

　1.揚程600mm
　　 の改装対応
  ※K-HUL20W□
　   を使用
  塩ビ管で中継を
　した上で
　ストレートタイプを
　ドレンポンプ側に
　取り付け使用して
　ください。　（注2）

　2.揚程200mm
　　 の改装対応
　　 取付け不可

ファンコイル

  室内ユニットドレン
  ソケットに直付可能（注3）

　取付不可。
　ドレンソケットがVP20仕様のため

  標準では、
  室内ユニットに
　ドレンアップ
　機能が無いため
　取付け
　できません。

　改装対応の
　ドレンアップへの
　適用について

　1.揚程600mm
　　 の改装対応
  ※K-HUL25W□
　   を使用
  塩ビ管で中継を
　した上で
　ストレートタイプを
　ドレンポンプ側に
　取り付け使用して
　ください。　（注2）

　2.揚程200mm
　　 の改装対応
　　 取付け不可

　取付不可
　1.揚程600mmの改装対応のみ
　K-HUL25W□を使用してください。

　取付不可
　1.揚程600mmの改装対応のみ
　K-HUL20W□を使用してください。

(注1)別売のドレンアップキットを取り付けない場合は使用できません。
(注2)本機のソケットへは、標準付属のドレンホースをホースバンドで接続してください。

配管側の接続には、日本水道規格JWWA S101準拠品にて接着を行ってください。
この時、塩ビ管が結露する可能性がありますので、必ず断熱処理を行ってください。

(注3)本機のソケットに直付けする場合は、日本水道規格JWWA S101準拠品にて接着を行ってください。

＜ダイキン製業務用エアコン 工速ドレンホース適用一覧＞
（Ⅲ）ファンコイルユニット
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VP管用 断熱ドレンパイプ用 断熱ドレン継手用 VP管用 断熱ドレンパイプ用 断熱ドレン継手用

K-HU□20W□ K-HUE20D25□ K-HEL20D25□ K-HU□25W□ K-HUE25D25□ K-HEL25D25□

  S-ラウンドフロー

  ラウンドフロー

  エコ・ダブルフロー  FGXCP

  天井埋込ダクト形  FGXMP160以下

  天井ビルトイン形  FGXSP-D以降

  シングルフロー  FGXKP

  薄型ダクト  FGXDP

　ダブルフロー  FGXCP-M以前

  天井ビルトイン形  FGXSP-M以前

  ワンダ風流  FGXUP

  天井吊形
  (注1)

 FGXHP160以下

  天井埋込ダクト形
　(大型)
  (注1)

 FGXMP224以上

  天井埋込ダクト形
　(外気処理)
  (注1)

 FGXMP-F

　大型四方  FGXFP280M(S)

　天井吊形  FGXHP280

  壁掛形  FGXAP

  壁ビルトイン形  FGXWP

  床置(ダクト)形  FGXVP

  厨房用  FGXTP

  床置ローボーイ形  FGXL(M)P

  クリーン  FGXBP

  工場用エアコン
　(天井吊形)

 FFGHP

  壁ビルトイン形
　（外気処理）

 FGXWP-F

  取付不可。
  室内ユニットにドレンアップ機能が無いため、取付けできません。

  取付不可。
　ドレンソケットがVP20仕様のため。

  室内ユニットドレン
　ソケットに直付可能（注3）

  室内ユニットドレン
　ソケットに直付可能（注3）

  取付不可。
　ドレンソケットがVP20仕様のため。

　取付不可。
　現地配管
　VP25以上と
　指定があるため。

  ※K-HUL20W□
　　を使用
  標準付属のドレン
  ホースを使用した
  後に、塩ビ管で
  中継をした上で、
  ストレートタイプを
  室内機または
　ドレンポンプ側に
　取り付けて使用
　してください。
　（注2）

  ※K-HUL25W□
　　を使用
  標準付属のドレン
  ホースを使用した
  後に、塩ビ管で
  中継をした上で、
  ストレートタイプを
  室内機または
　ドレンポンプ側に
　取り付けて使用
　してください。
　（注2）

　取付不可。
　ドレンポンプのドレンソケットが
　VP25使用のため。

　※K-HUL25W□
　　を使用
  標準付属の
　ドレンホースを
　使用した後に、
　工速ドレンホース
　のストレートタイプ
　を ドレンポンプ側
  に取り付け使用
　してください。
　（注2）

　取付不可
　K-HUL20W□を
　使用してください。

  取付不可
  K-HUL25W□を
  使用してください。

GHP室内機タイプ

 FGXFP

(注1)別売のドレンアップキットを取り付けない場合は使用できません。
(注2)本機のソケットへは、標準付属のドレンホースをホースバンドで接続してください。

配管側の接続には、日本水道規格JWWA S101準拠品にて接着を行ってください。
この時、塩ビ管が結露する可能性がありますので、必ず断熱処理を行ってください。

(注3)本機のソケットに直付けする場合は、日本水道規格JWWA S101準拠品にて接着を行ってください。

＜ダイキン製業務用エアコン 工速ドレンホース適用一覧＞
(Ⅳ）ガスヒートポンプエアコン
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