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基本運転
  プレミアム冷房（デシクル制御・PIT制御）   プレミアム冷房（デシクル制御・PIT制御）

クールブースト制御 クールブースト制御

しつど
制御

うるる加湿（無給水加湿※2）

さらら除湿（新・ハイブリッド方式）※3※4 さらら除湿（新・ハイブリッド方式）※4 さらら除湿（新・ハイブリッド方式）※3※4

自動運転   AI快適自動運転（人・床・壁センサー／換気制御※5） 快適自動運転 AI快適自動運転（人・床・壁センサー）

気流制御
垂直気流（暖房・冷房）／サーキュレーション気流 風ないス運転（天井気流・暖気かくはん運転） 垂直気流（暖房・冷房）／サーキュレーション気流

オートスイング（立体／上下／左右） オートスイング（立体／上下／左右）

快適暖房
高温風モード（最大60℃） 高温風モード（最大60℃）

ヒートブースト制御 ヒートブースト制御

生活便利

しつどみはり運転 しつどみはり運転
音声応答機能／「高温パトロール」モード 音声応答機能／「高温パトロール」モード

消し忘れ防止機能 消し忘れ防止機能
ランドリー乾燥 ランドリー乾燥

清 潔

水内部クリーン（加湿水洗浄／結露水洗浄）   水内部クリーン（結露水洗浄）

ストリーマ（空気清浄／内部クリーン） ストリーマ（空気清浄／内部クリーン）

セルフウォッシュ熱交換器 クリアコート熱交換器 セルフウォッシュ熱交換器
NEW   防カビ加工ファン NEW   防カビ加工ファン

フィルター自動お掃除／集塵・脱臭フィルター フィルター自動お掃除／
集塵・脱臭フィルター

  水de脱臭 給気換気 NEW   給気換気
タイマー制御  新・おやすみ運転 おやすみ運転  新・おやすみ運転

室外機
スイングコンプレッサー スイングコンプレッサー

 タフネス冷房（50℃※7対応） タフネス冷房（48℃※7対応）  タフネス冷房（50℃※7対応）

タフネス暖房（ー25℃※7対応） タフネス暖房（ー15℃※7対応） タフネス暖房（ー25℃※7対応）

その他
かんたん大画面リモコン
（温度設定0.5℃単位）

かんたんダイレクトリモコン
（温度設定0.5℃単位）

かんたん大画面リモコン
（温度設定0.5℃単位）

スマホ接続対応（無線LAN接続アダプター 内蔵） スマホ接続対応
（無線LAN接続アダプター 内蔵）

※1. お部屋の畳数は、木造南向き（洋室・和室）の場合です。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、冷暖房負荷計算が必要となります。詳しくは販売店にご相談ください。　※2. 一般の
加湿器とは加湿方法が異なるため加湿量は外気条件により変化します。 ※3. 9.0kWは、さらら除湿（ハイブリッド方式）になります。 ※4. 一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式
ではありません。 ※5. センサーによる換気コントロールに対応。 ※6． 3年間交換不要タイプです。 ※7. 室外機の吸い込み温度。冷房・暖房能力を保証するものではありません。 ※8. 別途遠隔
制御P板セットが必要です。
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6畳程度 （2.2kW） S22YTRXS
価格

370,000円（税抜き） S22YTMXS
価格

310,000円（税抜き） S22YTAXS
価格

340,000円（税抜き）

8畳程度 （2.5kW） S25YTRXS
価格

410,000円（税抜き） S25YTMXS
価格

340,000円（税抜き） S25YTAXS
価格

370,000円（税抜き）

10畳程度 （2.8kW） S28YTRXS
価格

450,000円（税抜き） S28YTMXS
価格

370,000円（税抜き） S28YTAXS
価格

400,000円（税抜き）

12畳程度 （3.6kW） S36YTRXS
価格

470,000円（税抜き） ーーーーーー S36YTAXS
価格

440,000円（税抜き）

14畳程度 （4.0kW） S40YTRXS (P) (V)
価格

500,000円（税抜き） ーーーーーー S40YTAXS (P) (V)
価格

470,000円（税抜き）

18畳程度 （5.6kW） S56YTRXP (V)
価格

550,000円（税抜き） ーーーーーー S56YTAXP (V)
価格

530,000円（税抜き）

20畳程度 （6.3kW） S63YTRXP (V)
価格

630,000円（税抜き） ーーーーーー S63YTAXP (V)
価格

610,000円（税抜き）

23畳程度 （7.1kW） S71YTRXP (V)
価格

700,000円（税抜き） ーーーーーー S71YTAXP (V)
価格

680,000円（税抜き）

26畳程度 （8.0kW） S80YTRXP (V)
価格

770,000円（税抜き） ーーーーーー S80YTAXP (V)
価格

750,000円（税抜き）

29畳程度 （9.0kW） S90YTRXP (V)
価格

840,000円（税抜き） ーーーーーー S90YTAXP (V)
価格

820,000円（税抜き）

加湿
除湿

換気しながら、
加湿・除湿、冷暖房できる
寝室などにおすすめ「うるさらmini」

換気しながら、
加湿・除湿、冷暖房できる
ＡＩ運転など快適機能充実「うるさらX」

ダイキン 
ルームエアコン

LINEUP

ホワイト ホワイトホワイト

AI運転でしつど・温度を
かしこくコントロール
冬でも夏でも、快適気流をお届け

2020年11月発売2021年モデルNEW 2020年11月発売2021年モデルNEW 2020年11月発売2021年モデルNEW
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プレミアム冷房（デシクル制御・PIT制御） プレミアム冷房（デシクル制御・PIT制御） PIT制御
クールブースト制御 クールブースト制御

さらら除湿（ハイブリッド方式）※4  さらら除湿（新・ハイブリッド方式）※4 9段階セレクトドライ
快適自動運転（人・床温度センサー） 快適自動運転 自動運転
垂直気流（暖房）／風ないス運転（天井気流） 風ないス運転（天井気流・暖気かくはん運転） 風ないス運転（天井気流） 風ないス運転
オートスイング（立体／上下／左右） オートスイング（立体／上下／左右） オートスイング（上下）

ヒートブースト制御 ヒートブースト制御

消し忘れ防止機能
ランドリー乾燥 ランドリー乾燥

  水内部クリーン（結露水洗浄）   水内部クリーン（結露水洗浄）
ストリーマ（空気清浄／内部クリーン） ストリーマ（空気清浄／内部クリーン） 内部クリーン

クリアコート熱交換器 クリアコート熱交換器

集塵・脱臭フィルター※6 フィルター自動お掃除／集塵・脱臭フィルター 集塵・脱臭フィルター（別売※6）

おやすみ運転 おやすみ運転
スイングコンプレッサー スイングコンプレッサー
タフネス冷房（46℃※7対応） タフネス冷房（46℃※7対応）
タフネス暖房（ー15℃※7対応） タフネス暖房（ー15℃※7対応）
かんたんスタイリッシュリモコン

（温度設定0.5℃単位） かんたんダイレクトリモコン（温度設定0.5℃単位）
スマホ接続対応  

（無線LAN接続アダプター 内蔵） スマホ接続対応（無線LAN接続アダプター 別売） スマホ接続対応
（無線LAN接続アダプター 別売※8 ）

S22XTSXS
価格

290,000円（税抜き） S22XTFXS
価格

290,000円（税抜き） S22XTCXS
価格

270,000円（税抜き） S22XTES ※オープン価格

S25XTSXS
価格

320,000円（税抜き） S25XTFXS
価格

320,000円（税抜き） S25XTCXS
価格

300,000円（税抜き） S25XTES ※オープン価格

S28XTSXS
価格

350,000円（税抜き） S28XTFXS
価格

350,000円（税抜き） S28XTCXS
価格

330,000円（税抜き） S28XTES (V) ※オープン価格

S36XTSXS
価格

390,000円（税抜き） S36XTFXS
価格

390,000円（税抜き） S36XTCXS
価格

370,000円（税抜き） S36XTES (V) ※オープン価格

S40XTSXP
価格

420,000円（税抜き） S40XTFXP (V)
価格

420,000円（税抜き） S40XTCXP (V)
価格

400,000円（税抜き） S40XTEP (V) ※オープン価格

S56XTSXP
価格

520,000円（税抜き） S56XTFXP (V)
価格

510,000円（税抜き） S56XTCXP (V)
価格

500,000円（税抜き） S56XTEP (V) ※オープン価格

S63XTSXP
価格

600,000円（税抜き） S63XTFXP (V)
価格

590,000円（税抜き） S63XTCXP (V)
価格

580,000円（税抜き） ーーーーーー

S71XTSXP
価格

670,000円（税抜き） S71XTFXP (V)
価格

660,000円（税抜き） S71XTCXP (V)
価格

650,000円（税抜き） ーーーーーー

ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー

ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー

風が直接あたりにくい
天井気流を採用
理想の空間をスタイリッシュに演出

デザイン一新、
天井気流をはじめ、さらら除湿や
水内部クリーンなど機能が充実

天井気流を採用、
熱交換器やフィルターなど、
エアコン内部もキレイに

内部クリーン機能が進化
シンプル＆コンパクトな
ベーシックモデル

ファブリックホワイト 写真は2.2～3.6kWクラス ホワイト ホワイト
185mm奥行スリム ホワイト

価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。
※オープン価格は、希望小売価格を定めていません。

価格は税抜価格を表記しています。
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