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快適さを追求するとシンプルになりました

ＶＥＮＴＯｓａｎ® 製品案内
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ＶＥＮＴＯｓａｎ®とは？

排気

給気

排気

給気

ヴェントサン®は、デ・セントラル（ダクトレス分散制御型）の第１種熱交換換気システムです。
コントローラで複数台の熱交換器を集中制御し、住居内の空気を循環させます。
住居全体の空気を循環させることで、居室ごとの温度差を低減させるシステムです。

コントローラ
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熱交換のしくみ

4℃

21℃

7℃

冷たい空気をエレメントで
あたためてから室内へ給気する。

室内のあたたかい空気を
エレメントに蓄熱して排気する。

屋外 屋外室内

空気の流れ

２台のファンが７０秒毎に給排気を交互に切り替え、排気時の熱（室温）を蓄熱エレメント
に蓄えながら、新鮮な空気に換気します！

上記は平均最大効率88％で説明したものです。中央値では76%になります。

18℃

18℃

21℃

21℃
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多孔質セラミック製の
蓄熱エレメント

蓄熱エレメント
蓄熱エレメントの仕組み

多孔質セラミックに 熱 を蓄積
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部 品 構 成
⑥アウターフード（耐風圧逆流防止フード S-150）

⑤スリーブ管

④蓄熱エレメント

③換気ファン

②フィルター（カバー内）

①インナーカバー

⑦コントローラ
（ヴェントサン8台制御）

Smart 09

sMove
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主要部品サイズ

●耐風圧逆流防止フード

ヴェントサンのインナーカバーは開閉脱着が容易に行えます。

縦 242mm

横 226mm

奥行き 130mm

（標準色グレー・ホワイト・ブラック

別カラーオプション対応、

ステンレス製）

●セラミック蓄熱エレメント ●スリーブ管

壁厚に応じてカットします
外径 φ153mm

長さ 100㎜・125㎜・150mm

セラミック外径 141mm
外径 φ 159～164mm

長さ 285mm・495㎜

●コントローラ ｓMove

縦86ｍｍ

横86ｍｍ

奥行14ｍｍ

●R298

（２５㎥）

縦 298mm

横 298mm

奥行き 45～65mm

●Flair（フレア）

(２５㎥)

縦 217mm

横 233mm

奥行き 最大61mm

騒音防止機能オプション

一時的に外部の騒音、強風の侵入を防ぎ、メンテも簡単です。
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インナーカバー
ヴェントサンはフィルター清掃が容易です。

フレアのカバーを取り外す際は下図→緑の矢印の様に
突起を内側に押してください。カバーを引くと外れます。
フィルターは、ワンタッチで外れ水洗いできます。

また、フレアはベッドやソファー上への設置の場合コールド
ドラフト対策として上下左右を閉めることができます。

Flair フレア

Ｒ２９８
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フィルター

・花粉集塵率：４０％

・５０ミクロンの粒子を５０％～９０％カット

・水洗いが可能

・定期的なメンテナンスをお願いします。

・月に一度は汚れの確認をしてください。
・汚れによって前後しますが、３～４年で

交換時期です。

花粉フィルター
静電気吸着型

標準フィルター

・花粉集塵率：９０％以上

・２．５ミクロンの粒子を３２％～３５％カット

・使い捨て

・使用期間目安：約１ヶ月

・１ヵ月経過すると花粉集塵率は低下します。

・清掃することで換気量は回復しますが、

集塵効率は回復しません。
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世界トップシェアメーカーの高性能
専用ファン（ebm-Papst社製）を採用

・保証期間 5年間

・低電圧で、しかも高い耐摩性と安全性を確保。

・全機種特許の凍結防止機能標準装備。

・内部のオイルは、－２０℃まで凍りません。

・消費電力最大３W（DC）で低いランニングコストを実現
(電気代1台あたり年間約700円、FAX付電話機待機電力の半分)

・ミニマム稼働で騒音21dB（A補正）の低騒音
（超静音型パソコンと同等）

高性能換気ファン

ebm-Papst社は小型ファンでは
世界で最もシェアが高く信頼性を

評価されているドイツのメーカーです。

ヴェントサン®は専用に開発された

ファンを使用しています。
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凍結防止及び、
ウインドブロック機能

高性能換気ファン

表

凍結防止センサーを標準装備
・凍結防止モード（日本国内特許取得済み）
・給気温度が５℃を下回った時、ファンの裏側に取付

けられたセンサーが反応し、自動的に排気運転を
１０分間行います。

・排気を行う事で蓄熱エレメントの温度上昇を促します
・１０分後に再度温度を測定し５℃を越えると通常運転

に戻ります。

ウインドブロック機能標準装備
・突風が吹きこんだ場合、自動でファンの風速 を一時的に

上昇させることで、熱エレメントの温度低下を抑制します。

裏
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アウターフード

Ｓ１５０
２７０×３１０×１２８
日本国内標準品
無料塗装可能

ホワイト・ブラック・シル
バー

別途 色指定可能
（費用別途）

０９
３１３×２７９×８８

欧州標準品
輻射熱対策断熱材付き
グレー ダークグレー

ホワイト
納期：注文後２か月

Ｓｍａｒｔ
２８５×２２２×４４

欧州標準品
輻射熱対策断熱材付き

グレー ダークグレー
ホワイト

納期：注文後２か月
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コントローラーの機能

sMove

• 保証期間 5年間

• 最大制御台数 8台

• サイズ 86㎜×86㎜×14㎜

• タッチパネル式 風速：簡易4段変速 （最大13段変速）

• 指のタッチにLEDランプが追従し風量調整ができる簡単操作。

• モードは４種類
• 熱交換モード
• ナイトパージモード
• 一時停止モード（1時間後再稼働）
• 凍結防止モード（P8参照）

• CO2デマンドコントロール機能（次ページ参照）
室内のCO2濃度が設定以上になると
自動的に全ユニットが風速最大で稼働し、
CO2濃度の急上昇を抑制、室内を快適に保ちます。
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CO2デマンドコントロール
建物の換気は少な過ぎても多過ぎても問題になる可能性があります。

換気過多は、多くのエネルギーの使用とそれに伴うコスト増の原因となります。

換気不足は、眠気や倦怠感だけでなく、深刻な健康問題の原因になる事もあります。

高気密・高断熱住宅では、室内に多くの人が滞在している事や、

レンジフードを回さずにコンロなどを使ったりする事などがCO2濃度急上昇の原因です。

「ヴェントサン」はオプションのCO2センサーを使って室内の二酸化炭素の上昇を抑制できます。

CO2センサーを設置し、あらかじめCO2の上限を設定します。

初期設定は1000PPMですが、任意で0～2000PPMまで設定できます。

CO2設定濃度を超えるとセンサーが感知し自動的にヴェントサンは強運転になります。

換気を早めることで室内のCO2濃度が下がります。

設定以下になると自動的に元の運転に戻ります。

室内の二酸化炭素濃度を常に快適に保つことができる方法、

それがヴェントサンの「CO2デマンドコントロール」です。
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オプション

延長アタッチメントは、ヴェントサン®本体を室内側に３８㎜
引き込みます。

薄い外壁の場合は、これにより蓄熱エレメントの外部突出
距離を縮めます。

・インナーカバーＲ２９８用延長アタッチメント

任意の場所に設置。
室内のCO2濃度が設定
以上になると

自動的に全ユニットが
風速最大で稼働し、
室内のCO2濃度のきゅ
上昇を抑制。

常に室内を快適な環境
に保ちます。

外壁通気層壁側に取り
付けることで断熱厚み
が１７㎜厚くなります。

・エアロフレックスディスク

・CO2センサー
本体スリーブ取付時にご
使用いただくと、簡単に取
り付けが可能です。オプシ
ョン

・サドルバンド
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性能・仕様

※1: 熱交換性能値はドイツ工業規格（DIN）に基づき、ドイツ試験機関TUV（技術検査協会）の報告に基づいたメーカーからの報告値です。
上記の試験を経て、ヴェントサンの性能はドイツ建築技術研究所によって認証されています。

※2: 室内レジスターR298を使用した場合の1台当たりの換気量です。

・熱交換換気システムの性能は、建物の気密・断熱性能に大きく左右されます。

・厳寒地域での気密性能（C値）を0.5cm/m²以下に、寒冷地域での気密性能（C値）を1cm/m²以下で使用してください。

・急激な室温低下はトラブルのもとになります。特に、当システムの周辺には断熱欠損が無いかご注意ください。

項目 iV15-350-S150（V15 日本仕様）

共通項目 試験風量 20～51.2m³/h

試験換気量 10～25m³/h

試験換気量 25～50%の
平均熱交換率

86%

試験換気量 50～100%の
平均熱交換率

76%

外気相対湿度 80%

内気温度 21℃

平均熱交換率
※1

換気量レベル 外気温度 内気相対湿
度

88% 弱25% +4℃ 36%

83% -3℃ 46%

76% -15℃ ＜30%

81% 中50% +4℃ 36%

67% -3℃ 46%

62% -15℃※3 ＜30%
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ヴェントサンシリーズ

iV14 CORNER    TWIN       TOP      
欧州標準タイプ

壁厚：250㎜以上対応
換気量：28㎥/h
熱交換率：89％

防火地域ではご利用
いただけません

外(貼)断熱用
ﾌｰﾄﾞﾚｽｺｰﾅｰﾕﾆｯﾄ

窓の抱きにガラリを設置
するシステム。
80㎜以上の抱きが必要

ですがｱｳﾀｰﾌｰﾄﾞがなく、
意匠性が高まります。

個室・浴室換気用

壁厚：250㎜以上対応
換気量：40㎥/h
熱交換率：89％

2基のファンが内蔵されて

いる浴室や個室用ｼｽﾃﾑ。
約10畳の部屋を1台で換
気できます。

屋根裏設置用

延長ダクトを配置
することで、屋根裏
へ設置できます。
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・ダクト配管工事が不要
ダクト工事が不要なので設置コストが安くできます。

・消費電力を低く抑えることができます
ダクト内の圧力損失がほとんどないから消費電力が省電力ファンでOKです。
ヴェントサンは年間電気代が1台あたり700円程度。

・ダクト内汚染の心配がない
ダクトがないので定期的なダクト清掃が不要で、ダクト内汚染の心配が
ありません。

・DIYでメンテが可能
清掃、フィルター、ファン、蓄熱エレメントの取替えを自分で行えるので、

設置後のメンテナンスをプロに依頼する必要がありません。

・トータルのランニングコストが安い
メンテ、省電力、高い熱交換と、トータルでランニングコストが安くなります。

ＶＥＮＴＯｓａｎ®はダクトレスだから

省エネ
メンテが

簡単
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ＶＥＮＴＯｓａｎ®使用のメリット
・セキュリティが向上

24時間換気による給排気を連続運転
換気のため窓の開放をする必要がありません。

・アレルギーの軽減
フィルターによりシックハウスを緩和
※フィルターの設置によりアレルゲンの侵入防止に効果があがりますが、

アレルギーの症状は個人差があるため効果を保証するものではありません。
花粉予防には花粉フィルターをお勧めします。

・CO2削減効果
交換効率の高い熱交換換気と低い消費電力によりCO2を削減します。

・ヒートショックを予防
室内の温度を一定にたもつことにより、ヒートショックの防止冬期の血液障害事故
を抑制します。

・高い省エネ効果
冷暖房機器の省エネ性能を高効率化し、ヴェントサン®自体の消費

エネルギーも、1台あたり３Ｗと他に類を見ない省エネ性能を実現します。

快適な
住環境を

実現


