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１ 委託業務名 熊本県立大学空調設備保守管理業務委託

２ 履 行 場 所 熊本県熊本市東区月出三丁目１番１００号

３ 履 行 期 間 契約書のとおり

４ 対象建築物

建 物 名 称 構造 階数 延面積（㎡）

本部棟（管理棟） ＲＣ ２ 1,502.25

中ホール（講堂） ＲＣ ２ 466.69

キャリアセンター（第１大学会館） ＲＣ １ 512.78

大学会館（第２大学会館） ＲＣ ２ 1,190.39

講義棟１号館（講義棟） ＲＣ ２ 1,897.51

文学部棟及び小ホール（研究所棟） ＲＣ ４ 3,033.64

環境共生学部西棟（生活科学部棟） ＲＣ ４ 6,104.45
（教員研究棟、学生実験棟）

グローカルセンター（外国語教育センター） ＲＣ ２ 1,549.72

大ホール（大講義棟） ＲＣ ２ 1,499.90

講義棟２号館（新講義棟） ＲＣ ３ 2,737.45

総合管理学部棟 ＲＣ ５ 5,583.44

図書館 ＲＣ ４ 3,847.04

アリーナ（第２体育館）、プール ＲＣ ２ 2,491.75

サブアリーナ・ＣＰＤセンター（第１体育館） ＲＣ ２ 1,347.58

環境共生学部北棟 ＲＣ ６ 2,400.34

環境共生学部南棟 ＲＣ ５ 3,176.05

構造実験棟（材料実験棟） ＲＣ １ 540.00

第１クラブ室 ＲＣ １ 456.00

第２クラブ室 ＲＣ ２ 507.00

渡り廊下 ＲＣ ２ 684.08

男子便所 ＲＣ １ 37.10

温室 ＲＣ １ 128.00

作業員詰所 ＲＣ １ 64.00

屋外倉庫 ＲＣ １ 22.20

その他工作物
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第１章 一般事項

１ 目的

この保守管理委託仕様書（以下「本仕様書」という。）は、熊本県立大学の空調設備等

の点検、保守管理等の各業務に関する仕様を定め、当該業務を合理的かつ効率的に執行す

ることを目的とする。

２ 適用範囲

契約書及び本仕様書（「特記仕様書」、「定期点検機器及び仕様書」、「日常巡回点検仕様

書」及び「機器表」を含む。）に記載されていない事項については、国土交通省大臣官房

官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」平成２５年版（以下「共通仕様書」という。）による。

また、共通仕様書にも記載されていない事項については、受託者は委託者との協議のう

え、決定する。

３ 契約図書の優先順位

すべての契約図書は、相互に補完するものとする。ただし、契約図書間に相違がある場

合、契約図書の優先順位は、次のアからウの順番とする。

ア 契約書

イ 本仕様書（定期点検機器及び仕様書、日常巡回点検仕様書及び機器表含む）

ウ 特記仕様書

エ 共通仕様書

４ 受託者の負担の範囲

（１）業務の実施に必要な電気、ガス、水道等の光熱水費は、特記がある場合に限り、

受託者負担とする。

（２）点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているも

のを除き、受託者負担とする。

（３）保守に必要な消耗品又は材料、燃料及び潤滑剤等は、受託者負担とする。

５ 施設管理担当者

施設管理担当者とは、庁舎等の管理に携わる者で保全業務の監督を行うことを委託者が

指定した者をいう。

６ 業務責任者

（１）業務責任者とは、業務を総合的に把握し、調整を行う者をいう。

（２）受託者は、契約締結後速やかに業務責任者を定め、「業務責任者通知書」（様式

任意）を委託者に提出する。また、業務責任者を変更した場合も同様とする。

（３）業務責任者は、業務担当者を兼ねることができる。

７ 業務担当者

（１）業務担当者とは、委託者が指定する現場に駐在し、上記３に掲げる仕様書等に従

い業務を遂行する。なお、業務担当者の選任に必要な資格等は、「第２章 業務内

容」３に掲げるとおりとする。

（２）法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が

業務を行わなければならない。

８ 業務計画書

業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、実施工程、業務担当者が有する資格等

の業務を適正に実施するために必要な事項を記載した「業務計画書」（様式任意）を速や

かに委託者に提出し、協議する。
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９ 再委託

受託者は、業務の全部を一括して、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじ

め、委託者の承諾を得なければならない。この場合は、「再委託届」（様式任意）を委託

者に提出する。

１０ 業務の安全衛生管理

業務の安全衛生管理については、業務責任者が関係法令に従って行う。

１１ 危険防止の措置

業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ、

事故の防止に努める。

業務を行う場所若しくはその周辺に第三者が存する場合又は立ち入るおそれがある場合

には、危険防止に必要な措置を施設管理担当者に報告のうえ、当該措置を講じ、事故の発

生を防止する。

１２ 関連業務との調整

別契約である関連する業務については、業務責任者間で調整を図る。

１３ 予備品等の管理

支給された消耗品及び予備品については、使用した数量を施設管理担当者に報告する。

１４ 業務報告

（１）日常巡回点検、測定記録及び機器運転状況を記録した「日常点検等報告書」（様

式任意）を各出勤日の翌開庁日までに委託者へ１部提出する。なお、故障等、設備

運転に支障を来す事由が発生した場合は、併せて別紙により報告内容をまとめ、委

託者へ１部提出する。

（２）冷房イン、冷房オン及び暖房イン定期保守点検作業が完了したときは、「定期保

守点検報告書」（様式任意）を速やかに委託者に２部提出する。なお、劣化状況等

を報告する必要がある場合は、必ず、劣化状況等を示す写真及び図面を添付する。

（３）業務が完了したときは、「委託業務完了通知書」（様式任意）を速やかに委託者

に１部提出する。

１５ 業務の引き継ぎ

（１）受託者は、次期受託者が円滑に受託業務を遂行できるよう、「業務引継書」（様

式任意。以下「引継書」という）を契約満了日の前５日以内に作成し、委託者

及び次期受託予定者立会いのもと、契約満了日までに委託業務の引継を完了し

なければならない。

（２）引継書は業務遂行において必要最小限の情報とし、受託者しか持ち得ない専

門的な技術その他の情報は記載しない。
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第２章 業務内容

１ 業務内容

（１）空調設備運転・保守作業

ア 運転操作

① 定時運転・停止操作（タイムスケジュール設定・変更操作を含む）

② 所定外運転・停止操作（例：時間外の空調運転）

③ 定期切り替え操作

④ 季節対応切り替え操作

⑤ 緊急時対応操作（調整、運転・停止及び復帰操作）

⑥ 運転状態調整操作（例：運転圧力・温度調整）

※上記運転操作には、循環ポンプ（３．７ｋｗ×２台）を含むものとする。

⑦ 施設管理担当者の指示による大学関係者への空調設備運転操作方法等説明

イ 監視・記録

① 運転状態監視・記録（ディスプレイ、表示灯）

② 運転値確認・調整（トレンド確認含む）

③ 発生警報確認と対応操作と記録

④ 建物自動監視制御システムの記録操作と確認

ウ 日常巡回点検

① 設備外観点検、整備・清掃

② 各種薬剤補充

③ 運転値確認・記録、調整

④ その他、別紙「日常巡回点検仕様書」及び共通仕様書による。

エ 定期点検

① フィルター清掃（空調機、PAC、FCU、各年２回）

② 別紙「定期点検機器及び仕様書」Ｐ２～Ｐ１０に掲げる定期保守点検

（２）一般管理業務

ア 設備（プール、泉水槽を含む）に係る運転･保守、点検･整備計画の作成

イ 設備管理状況報告書の作成

（３）施設の防災監視

ア 施設等の火災、停電、断水、地震等災害発生時の措置及び緊急連絡等非常時の措置

（４）施設の応急措置

ア 故障、災害、その他事故等により設備機器に異常が生じた場合の措置

イ 点検及び保守の定めにより難い業務のうち、簡単な工具と部品によって行うことが

可能な業務

（５）施設の管理上必要な業務

ア 官公庁等による検査の立会及び報告

イ 他に外部委託する定期点検、修繕工事等の立会及び報告

ウ 記録、報告、台帳等の作成、整備及び保管

エ 運転、点検、修理、光熱水使用量等の記録の分析、評価及び改善提案

オ 設備保全管理に必要な物品（消耗品、予備品及び備品）の管理

カ 施設管理上行う訓練活動への参加及び関連機器類の操作取扱い

キ その他一般常識として当然行われるべき業務
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２ 委託業務の範囲

（１）業務対象となる設備については、「定期点検機器及び仕様書」による。機器表に記

載なき設備につい ては施設管理担当者との協議による。

（２）日常点検及び保守の項目等については、別紙「日常巡回点検仕様書」による。

（３）業務の実施にあたっては、関連法令に定めるところによる。なお、諸官庁への報告

届出は、速やかに行うこととする。

（４）業務の実施にあたっては、大学の講義等業務に支障を来さないように実施すること

とする。

３ 業務担当者（常駐者及び非常駐者）に必要な資格・条件

業務担当者に必要な資格及び条件は下記のとおりとする。なお、業務実施に先立ち、資

格書の写し及び業務経歴書を速やかに委託者へ提出すること。

① 常駐者

２級ボイラー技士以上で、かつ、延床面積５，０００㎡以上の施設における空調設備

管理業務経験を有し、空気調和設備全般に精通する職員 １名以上

② 非常駐者

・２級管工事施工管理技士以上 １名以上

・第三種冷凍機械責任者以上 １名以上

４ 勤務体制

（１）常駐人員 １名以上

（２）勤務時間

① 開庁日及び６、７月の毎週土曜日、８月１日

０８時３０分から１７時１５分まで

② 大学入試センター試験（平成２８年１月１６、１７日（土、日）の２日間）

０６時３０分から１８時００分まで

③ ①及び②以外において、設備・機器の故障等に伴い対応が必要なとき

大学から指示された時間において

※ 平成２７年度の開庁日は２４２日である。

(土・日・祝、サマーエコデー(8/14)、及び、年末年始休業(12/29-1/3)を除いた日）

なお、土･日･祝日等においても大学行事等を実施するが、本仕様書上では、これら

は「閉庁日」とする。



- 6 -

特 記 仕 様 書

１ 管理の方針

受託者は、次に揚げる基本方針に基づいて、委託者の示す施設運用の基本姿勢に沿っ

て業務を遂行すること。

① 施設全域の安全性の確保

② 良好な環境の維持、向上

③ 建物のライフサイクルコストに配慮した経済性の追求

④ 省力、省エネルギー、省資源

⑤ 不断の技術向上

２ 法規等の遵守

業務遂行に際しては、

・建築基準法

・労働安全衛生法

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律

・消防法

・電気事業法

・エネルギーの使用の合理化に関する法律

その他、業務に関係する法令及び監督官庁の定める規則、条令等を遵守するととも

に、監督官庁の指示に従って合法的に処理するものとする。

３ 建物管理組織並びに責任者及び担当者

（１）委託者の建物管理組織並びに責任者及び担当者

受託者は、業務を円滑に遂行するため、予め委託者から文書によって、建物管理組

織並びに責任者及び担当者の所属、氏名の提示を受け、これを確認しておくものとす

る。変更があった場合も同様に、速やかに提示を受け確認することとする。

（２）業務遂行体制並びに責任者及び担当者

受託者は業務受託後、速やかに業務遂行体制並びに責任者及び担当者の所属氏名を

委託者へ届け出るものとする。変更した場合も同様に速やかに届け出るものとする。

４ 緊急連絡ルート

受託者は、業務に係る緊急事態の発生に備えて、双方の緊急連絡ルートを文書により

作成し、明確にしておくものとする。

５ 業務場所の提供及び指定

受託者は、業務を円滑に遂行するために必要な執務場所、器材保管・工作場所、更衣、

休憩、その他の場所を、委託者から対象施設内に提供又は指定を受けるものとする。

受託者は、提供又は指定を受けた場所は整理整頓に努め清潔に保つものとする。

６ 施設への立入り

（１）立入り場所の指定等

受託者が業務を遂行するため立ち入ることのできる施設内の場所は、予め委託者の

承認又は指定を受けた場所とし、それ以外の場所には立入らないものとする。

（２）鍵等の借用と取り扱い

受託者が業務を遂行するため、施設内へ立ち入る場合の指定された出入口及び施設

内諸室の出入口の鍵等は、預り証等と引替えに委託者から無償で借用するものとする。

借用した鍵等は、責任を持って保管し、複製、他への貸与等は行わないこととする。
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７ 業務関連図書

（１）官庁届出書類の閲覧

業務に関連する官庁届出書類は、委託者に申し出て閲覧できるものとする。閲覧し

た書類は委託者の許可なくこれを複写しないこととする。

（２）業務資料の配備

受託者は業務上必要な図面、取扱説明書等を、常に利用可能な状態に整え、業務の

対象施設内に配備するものとする。

（３）建物管理業務に係る図書類の借用等

受託者は、前（２）項に示す配備のために必要な建物、設備の竣工図書、試験成績

表及び取扱説明書、その他の図書類を、申し出により委託者から無償で借用を受ける

ことができるものとする。

８ 作業予定表

（１）業務を円滑に遂行するため、予め作業の年間予定表を作成し、委託者の承認を得

るものとする。

（２）作業の予定を変更しようとする場合は、業務に支障のないよう配慮し、事前に委

託者の了承を得て行うものとする。

９ 作業要領書

業務を円滑、的確に遂行するため、「運転、保守、点検及び整備要領書」及び「作業

手順書」を作成し、これを遵守するものとする。

10 作業記録

（１）日常点検等報告書を作成のうえ委託者に提出し、その確認を得るものとする。

（２）確認を得た日誌並びに点検及び測定記録は法令の定めに従って保存するものとす

る。

11 光熱水費、通信費等の負担

対象施設内における監視及び執務並びに点検整備等の業務に要する光熱水道及び通信

に係る費用は、委託者がこれを負担するものとする。

12 特殊工具、備品の貸与

業務を遂行する際、設備機器特有の工具、備品を必要とする場合は委託者から無償で

借用できるものとする。

13 廃棄物処理

業務に伴って発生する廃棄物は、委託者の指示に従って分別し集積、投棄するものと

する。これに要する費用は全て委託者の負担とする。

14 点検整備における契約外項目の措置

点検整備の結果、個別の定期点検整備の仕様書に別途項目として示す修繕､整備を要

する状態を認めた場合は、委託者と協議のうえ対処するものとする。

15 応急措置

（１）受託者は監視並びに運転、操作、点検等で異常事態を認知したり、委託者からの

通報で異常事態を認知した場合は、必要な応急措置をするものとする。

（２）応急措置とは異常事態の拡大、他への波及の防止、災害の発生防止のための操

作、整備、小営繕等の措置とする。

（３）異常事態に対応するため、設備、機器の小営繕を除く修繕、改修等を行った場合

は、それに要した費用は別途請求することができるものとする。
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16 応急措置に伴う被害の免責

（１）受託者は応急措置のため、施設内の電源停止或いは機器の運転停止、開閉操作を

する場合、事前に委託者に連絡し、その指示又は了解を得るものとする。

（２）応急措置に際し、委託者に連絡不能な場合、受託者は現に建物内で就業している

者に対して、事前に措置の内容等を通知し、応急措置に伴う被害の防止に努めなけ

ればならない。

（３）措置に伴う被害の防止に努めた上で行った応急措置の結果、委託者の施設及び業

務に被害が生じた場合、受託者はその責任を免れるものとする。

17 小営繕

（１）小営繕とは、作業員が巡回点検等の際に通常携行する工具、計測器及び消耗品を

用いて建物、設備等を修復する作業をいう。

（２）特別の資格、専門性の高い作業及び特別の足場、工具を必要とする高所、その他

の作業は小営繕の対象外として、これに要した費用は別途請求することができるも

のとする。

18 修繕並びに改善の協議

業務の対象である設備、機器に修繕又は改善が必要な事態が生じた場合、委託者は受

託者に対して意見を求め、受託者は誠意をもってこれに対応するものとする。

19 通知義務

（１）業務を円滑に遂行するため、次の事項について委託者から通知を受けるものとす

る。

① 業務に関係する施設の変更又は運用の変更をした場合

② 業務の対象である建物、設備等に係る事故が発生した場合

③ 業務の対象の建物、設備の運用等について所轄官庁等から通達があった場合

（２）委託者がこの通知を怠って損害を被った場合は、受託者はその賠償の責任を免れ

るものとする。

20 業務協力

（１）委託者の協力

業務に関して受託者が要請、助言した事項又は委託者と受託者の間で協議して決定

した事項についての速やかな措置。また、受託者が行う作業が円滑に遂行できるため

の必要な協力。

（２）受託者の協力

・建物管理に関して他社が行う業務についての助言、その他の支援。

・建物の運用、管理に関しての委託者に対する助言、支援。

・委託者が別途委託する施設管理業務関係作業員との協力。

21 非常事態発生時の対応

（１）火災、地震、その他の天災で対象施設が被災又は被災の恐れがある場合、対象施

設内に就労中の受託者の技術員は、災害防止及び災害の拡大防止に努めるものとす

る。

（２）非常事態発生時の現地における対応措置は委託者の指揮のもとで行う。

（３）非常事態発生時の対応措置のため費用を要した場合は別途請求することができる

ものとする。
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　〈点検回数〉 　1. 消耗品以外の部品及び交換費用
　大講義棟冷温水機(2台)は、年2回 　2. 溶液ポンプ、溶液スプレーポンプ、冷媒ポン
　（冷房イン・暖房イン）その他冷温水機（3台）は, 　　プ及びバーナー分解精密点検
　年3回点検（冷房イン、冷房オン、暖房イン） 　3. 高温再生器液管の超音波検査及び

　　　熱交換器、本体内部の検査整備作業
　（1） 機器の状態 　4.チューブ化学洗浄、深傷検査
　外観損傷の有無 　5.溶液再生及び補充溶液
　水平度の確認 　6.炉内、煙道清掃
　機器損傷 　7.保冷、塗装補修
　欠品部品 　8.その他故障修理

　（2） 異常音、異常振動の確認
　1. 各ポンプの定格出力
　　（ａ）冷温水ポンプ
　　（ｂ）冷却水ポンプ
　　（ｃ）冷却塔

　2. 温度計、圧力計
　　　冷温水
　　　冷却水
　　　煙突、煙道の設置状況
　　　その他

　（3） 電気関係、安全制御装置の確認
　　1. 操作電源圧電（始動時）
　　2. 冷却水制御サーモ
　　3. 冷水配管凍結防止サーモ
　　4. 絶縁抵抗測定（操作回路）
　　5. 絶縁抵抗測定（動力回路）
　　6. サーマルリレーの設定値
　　7. 遅延タイマーの設定値
　　8. パラジウムセルヒーターの加熱度

空調設備定期保守業務仕様書

保守作業標準仕様 保守・整備作業別途項目

吸収式冷温水発生機（1）
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　9.各サーモの動作確認
　　（ａ）冷水制御サーモ
　　（ｂ）冷媒低温サーモ
　　（ｃ）吸収液ポンプ発停サーモ
　　（ｄ）冷水凍結防止サーモ
　　（ｅ）バーナーサーモ
　　（ｆ）発生器温度サーモ

　10.電子制御装置の動作確認
　11.各端子類の増締め
　12.溶液ポンプの回転方向
　13.集合センサーの有無
　14.希釈運転動作
　15.遠方盤からの信号入力の確認

　（4）本体の冷暖切り替え
　1.冷暖切り替え弁の開閉
　2.冷媒ブロー弁の開閉
　3.エアータンクの開閉
　4.シール剤の有無
　5.冷却水伝熱管の汚れ確認

　（5）不凝縮ガスの点検
　1.真空ポンプ到違圧力
　2.貯室の不凝縮ガス排出量
　3.本体の不凝縮ガス排出量
　4.不凝縮ガス排出総合計量
　5.水素ガスの有無
　6.抽気時間
　7.ロックタイトの塗布

空調設備定期保守業務仕様書
吸収式冷温水発生機（2）

保守作業標準仕様 保守・整備作業別途項目
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　（6）燃焼装置の点検
　1.ガス種類の確認
　2.2次ガス圧力の確認
　3.フレーム電流の確認
　4.パイロット炎の形状確認
　5.メイン炎の形状確認
　6.着火時の振動の有無
　7.プロテクトリレー安全ＳＷの確認
　8.ガス漏れテスト　外部
　9.ガス漏れテスト　弁越し
　10.排ガス漏れテスト
　11.着火テスト
　12.逆火テスト
　13.ブラスト、スタビライザーの確認

　（7）取扱説明
1.取扱一般

　（8）運転記録表の作成

吸収式冷温水発生機（3）

保守作業標準仕様 保守・整備作業別途項目

空調設備定期保守業務仕様書
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　〈点検回数　年2回〉 　1.ベルト、ストレーナ、オイルフィルター等、
　1.保安回路作動点検 　消耗交換部品および交換作業
　2.冷媒ガス漏洩テスト 　2.冷媒ガス、冷凍機油および交換作業
　3.電気回路絶縁抵抗測定 　3.凝縮機、蒸発器（空気熱交換器）の薬品
　4.運転データ収録 　洗浄及びチューブ突き
　5.冷媒量判定 　4.冷凍機本体の分解、整備
　6.ポンプインターロック作動テスト（年1回） 　5.軸受交換
　7.圧力計比較テスト 　6.塗装
　8.蓄熱タンクの点検 　7.真空引又は冷媒ガスの全替

　8.ケーシング、保温材、据付基礎部分、
　配管廻り等の修理又は変更の付帯工事

　※保守作業標準仕様書に記載していない
　付随機器点検

　　＜重要＞
　　安全弁試験に使用する圧力計については、
　独立行政法人産業技術総合研究所の国家
　基準にトレーサブルされている計器を用い、
　かつ、検査成績書及び校正証明書（写し）
　を各１部提出すること。
　　（高圧ガス保安検査の際に必要なため）

空調設備定期保守業務仕様書
氷蓄熱ユニット

保守作業標準仕様 保守・整備作業別途項目
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　〈点検回数　年2回〉 　1.ベルト、ストレーナ、オイルフィルター等、
　1.電気系統 　消耗交換部品
　（1）主電源又は、ブレーカーの点検 　2.冷媒ガス、冷凍機油及びその交換・補充
　（2）圧縮機、送風機操作回路の絶縁測定 　3.凝縮機、蒸発器（空気熱交換器）の薬品
　（3）インターロック回路の確認 　洗浄及びチューブ突き
　（4）クランクケースヒーターの確認 　4.冷凍機本体の分解、整備
　（5）電磁接触機の点検調整 　5.軸受交換
　（6）配線点検並びに端子増し締め 　6.塗装
　（7）電気機器作動確認（リレーチェック） 　7.真空引又は冷媒ガスの全替

　8.ケーシング、保温材、据付基礎部分、
　2.冷媒油系統 　配管廻り等の修理又は変更の付帯工事
　（1）冷媒ガス漏れ検査
　（2）冷媒量のチェック
　（3）冷凍機油の油量並びに汚れ点検
　（4）冷凍機油の漏れ点検

　3.送風機関係
　（1）回転方向の確認
　（2）軸受ベアリングの点検
　（3）運転音、振動の点検
　（4）エアーフィルターの点検清掃

　4.機器関係
　（1）膨張弁の作動確認調整
　（2）凝縮器の点検
　（3）冷却器の点検
　（4）電動四方弁の作動確認調整

空調設備定期保守業務仕様書
空冷ヒートポンプチラー（1）

保守作業標準仕様 保守・整備作業別途事項
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　5.圧縮器関係
　（1）運転電流値・電圧値の測定 　
　（2）運転圧力の測定
　（3）運転時の各部の温度測定
　（4）運転時の容量制御機構の作動確認
　（5）油面変動・油圧変動並びに
　フォーミング状況確認
　（6）圧縮器の運転音、振動の確認

　6.保安自動制御機器
　（1）高低圧圧力開閉器の作動確認調整
　（2）油圧圧力開閉器の作動確認調整
　（3）過電流継電器の作動確認調整
　（4）自動発停温度開閉器の作動確認調整
　（5）容量制御温度開閉器の作動確認調整
　（ステップサーモ）
　（6）霜取り開閉器の作動確認調整
　（7）夏季/冬季ファンコントロールの高圧/低圧
　　　開閉器の作動確認調整

　7.付帯設備
　（1）ポンプの点検調整
　（2）冷温水配管・弁関係の操作点検
　（3）膨張タンクの点検調整

　8.法定検査
　（1）圧力検査
　（2）安全弁検査
　（3）保護装置作動試験

空調設備定期保守業務仕様書
空冷ヒートポンプチラー（2）

保守作業標準仕様 保守・整備作業別途事項
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　〈点検回数　年2回〉 　1.配管等の漏水の補修
　1.自動給水装置の動作点検 　2.据付基礎等の修繕、補修等
　2.水質汚れの点検 　3.ベルト及びオイル等の部品
　3.散水ノズルの目詰まりの点検 　4.塗装
　4.ファン用モーターの点検、調整 　5.水質調整用薬品
　　・異常音の点検 　6.冷却塔本体・送風機等の分解、整備
　　・ファンの回転状態
　　・電源及びアース線の点検
　　・絶縁抵抗の測定
　　・電圧、電流の測定
　5.制御回路の点検及び動作点検
　6.散水装置の分解清浄
　7.電動機、送風機、散水装置、自動給水装置
　　の調整
　8.ベルト及びオイル等の点検及び交換
　9.冷却塔清掃（充填材の清掃含む）
　10.水質検査及び水質管理

空調設備定期保守業務仕様書
冷却塔

保守作業標準仕様 保守・整備作業別途事項
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　〈点検回数　年2回〉 　1.ノズルチップ等の部品
　1.フィルターの汚れ、破損及び機能の点検 　2.フィルター
　2.加湿装置の機能の点検 　3薬品洗浄
　3冷温水コイルの汚れ、変形、破損及び 　4.送風機の分解整備
　　機能の点検 　5.ケーシング、保温材、ダクト等の修理
　4.送風機のケーシング・ベルト・羽根・シャフト・ 　6.排水等空調機廻りの配管の修理又は
　　軸受等の汚れ、発錆、変形、異音、 　　変更の付帯工事
　　過熱及び機能の点検 　7.軸受交換
　5.軸受等のグリースアップ 　8.塗装
　6.電動機の本体・プーリ・ベルト等の汚れ、発錆
　　異音、異臭、異常過熱、摩擦、芯ずれ及び
　　機能の点検
　7.電動機等の清掃、プーリ、ベルト等の芯出し
　　直し
　8.ケーシング内部の汚れ、発錆、保温材等の
　　点検
　9.各種配管、ドレンパン等の漏水、ダクト等の
　　漏れ及び機能の点検
　10.制御回路の点検及び各電気回路の絶縁
　　抵抗測定
　11.Ｖベルトの交換

保守・整備作業別途事項

空調設備定期保守業務仕様書

空調設備定期保守業務仕様書
空気調和機（エアハンドユニット機）

保守作業標準仕様
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　〈点検回数　年2回〉
　　冷房オン点検
　1.ガス漏れ検査
　2.電気関係絶縁テスト
　3安全装置の確認調整
　4.運転電流等運転状態の確認
　5.エアフィルターの清掃点検
　6.ファン開閉の点検調整
　7.自動装置の点検調整
　8.総合点検
　9.その他必要な点検作業

　冷房オン点検
　1.電気関係絶縁テスト
　2.運転電流の確認
　3.安全装置の確認調整
　4.ファン関係の点検調整
　5.エアフィルターの清掃点検
　6.ガス漏れ検査
　7.自動装置の点検調整
　8.総合点検
　9.その他必要な点検作業

空調設備定期保守業務仕様書

大型空調機（第2大学会館空調機）

保守作業標準仕様 保守・整備作業別途事項
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日常巡回点検仕様書
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　・運転状態確認及び異常時の応急処置
　・運転データの記録（運転電流、温度、圧力）
　・燃焼状態の確認
　・付属機器作動状態の確認

　・運転状態確認及び異常時の応急処置
　・運転データの記録（運転電流、温度、圧力）
　・燃焼状態の確認
　・付属機器作動状態の確認

　・運転状態確認及び異常時の応急処置
　・運転データの記録（運転電流）
　・ファン及びモーターの異音、振動、加熱等点検
　・充填材及び外観の汚れ、損傷、腐食等の点検
　・給水装置の作動点検

　・運転状態確認及び異常時の応急処置
　・運転データの記録（運転電流、圧力）
　・モーターの異音、振動、加熱等点検
　・グランド部の漏洩の点検

　・運転状態確認及び異常時の応急処置
　・運転データの記録（運転電流、温度、圧力）
　・圧縮機の異音、振動等点検
　・ファン及びモーターの異音、振動、加熱等点検

　・運転状態確認及び異常時の応急処置

　・運転状態確認及び異常時の応急処置
　・ファン及びモーターの異音、振動、加熱等点検
　・運転データの記録（運転電流）
　・Ｖベルトの緩み等点検

　・各機器電流計指示値チェック
　・盤内の異常の有無点検
　・表示灯の球切れの有無チェック

　・外観目視点検
　・槽内の異物、汚れ等点検
　・配管の漏洩等点検
　・給水装置の作動点検

　・運転状態確認及び異常時の応急処置
　・運転データの記録（運転電流、圧力）
　・モーターの異音、振動、加熱等点検
　・グランド部の漏洩の点検

　・漏洩の有無確認

巡回点検項目区分 機器設備

冷
熱
源
設
備

弁・配管等
そ
の
他

給
排
水
衛
生
設
備

電
気
設
備

空
調
換
気
設
備

ファンコイルユニット

排風機

動力盤

受水槽
高架水槽
膨張水槽

揚水ポンプ
給湯ポンプ

吸収式冷温水機
ヒートポンプチラー

給湯ボイラ

冷却塔

ポンプ

パッケージ型空調機
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機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 口径：65φ 　吐出量：270L/min　全揚程：52.5m

 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ  3φ -200Ｖ-60Hz-5.5kW　呼水槽　100L

 制御盤：型式　NPC109-5.5D

 冷房能力：5000kcal/h　　暖房能力：6700kcal/h

 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)0.795kW　(暖房)1.050kW

 電源：1φ -100V　　圧縮機出力：0.8kW

 冷房能力：4.0kW　　暖房能力：5.6kW

 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)1.21kW　(暖房)1.66kW

 電源：1φ -200V　　圧縮機出力：1.1kW

電源：1φ -200V　　圧縮機出力：1.7kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

 

 冷房能力：5.6kW　　暖房能力：6.3kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)1.24kW　(暖房)1.22kW

 電源：3φ -200V

 冷房能力：25.0kW　　暖房能力：28.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)7.37kW　(暖房)6.79kW

 電源：3φ -200V

 冷房能力：5.0kW　　暖房能力：5.6kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)1.19kW　(暖房)1.15kW

 電源：3φ -200V

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

 冷房能力：5000kcal/h　　暖房能力：6700kcal/h

 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)0.795kW　(暖房)1.050kW

 電源：1φ -100V　　圧縮機出力：0.8kW

 冷房能力：2.5kW　　暖房能力：3.6kW

 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)0.99kW　(暖房)1.195kW

 電源：1φ -100V　　圧縮機出力：0.7kW

電源：3φ -200V　　圧縮機出力：2.9kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

 冷房能力：5.6kW　　暖房能力：6.3kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)1.32kW　(暖房)133kW

 電源：3φ -200V

電源：1φ -200V　　圧縮機出力：1.7kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

機器表

建物名 　　No.2　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 冷房能力：3.6kW

 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)1.28kW

 電源：1φ -100V　圧縮機出力：750W

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

 冷房能力：7.1kW　　暖房能力：8.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  電源：3φ -200V

 冷房能力：5.6kW　　暖房能力：6.3kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  電源：3φ -200V

 冷房能力：7.1kW　　暖房能力：8.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  電源：3φ -200V

 冷房能力：2.5kW　　暖房能力：2.8kW

 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ  電源：1φ -200V

 冷房能力：5.0kW　　暖房能力：5.6kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)1.19kW　(暖房)1.15kW

 電源：3φ -200V

 貯湯量：12Ｌ　　給排気方式：開放式

 貯湯式ガス湯沸器  ｶﾞｽ消費量：6.9kW　　ｶﾞｽ種類：都市ｶﾞｽ

 貯湯量：14Ｌ

 貯湯式電気温水器  100V-700W

 風量：4,800cm・h　　(機外)静圧：12mmAq

 電気室送風機 F-4  電源：3φ -200V

 消費電力：0.75kW

 風量：4,800cm・h　　(機外)静圧：12mmAq

 電気室排風機 F-5  電源：3φ -200V

 消費電力：0.75kW

 羽径：150φ 　　風量：300㎥/h　(機外)静圧：3mmAq

 排気ﾌｧﾝ EF-3  電源：1φ -100V

 消費電力：50W

1.本部棟

仕様・能力

 室内機：RAS-AP56HVM2
 室外機：

 65MCFU 65.5 1994年10月

2005年

荏原製作所

日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

 1階機械室

 (室内機)
 1階守衛休憩室
 (室外機)
 屋外

 室内機：F40FVV-W
 室外機：R40CVV

2004年 ﾀﾞｲｷﾝ

 (室内機)
 1階守衛室
 (室外機)
 屋外

 (室内機)
 1階非常勤講師室
 （室外機)
 玄関庇上

 室内機：RCI-AP63K
 室外機：RAS-AP63HVM1

2008年2月 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

 (室内機)
 1階応接室
 （室外機)
 玄関庇上

 室内機：
 室外機：RZYP80HV

 室内機：RCI-AP140K　×2
 室外機：RAS-AP280HVM1

2008年2月 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

2004年 ﾀﾞｲｷﾝ

 (室内機)
 1階玄関ﾎｰﾙ
 （室外機)
 玄関庇上

 室内機：RCI-AP56K
 室外機：RAS-AP56HVM2

2005年 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

 (室内機)
 1階保健ｾﾝﾀｰ
 （室外機)
 屋外

1

 (室内機)
 1階学生課
 （室外機)
 屋外

 室内機：RAP-281X
 室外機：

2008年2月 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

 (室内機)
 1階機械室
 （室外機)
 屋外

1995年 日立製作所

 (室内機)
 1階電気室
 （室外機)
 屋外

 室内機：
 室外機：RZYP-160H9

ﾀﾞｲｷﾝ

 (室内機)
 2階大会議室
 （室外機)
 玄関庇上

 室内機：RAS-25FXC
 室外機：RAC-25FX

 (室内機)
 2階役員室
 （室外機)
 玄関庇上

 室内機：
 室外機：RＴY50DBV

ﾀﾞｲｷﾝ

 (室内機)
 2階教養室
 （室外機)
 玄関庇上

 室内機：
 室外機：RAS-NP63HVRJ

1.本部棟

仕様・能力

 室内機：RAS-S361YTCR
 室外機：RAS-361YATCR

2006年2月 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

 (室内機)
 2階総務課
 (室外機)
 屋外

1992年 東芝

 室内機：
 室外機：RAS-NP80HVR

2006年 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

 (室内機)
 2階教養室
 （室外機)
 玄関庇上

 (室内機)
 2階事務局長室
 (室外機)
 屋上

 室内機：
 室外機：RAS-NP63HVR

2006年 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

 (室内機)
 2階学長室
 （室外機)
 屋上

 (室内機)
 2階理事長室
 （室外機)
 屋上

 室内機：
 室外機：RAC-P28TX2-1

2006年 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

 (室内機)
 2階秘書室
 （室外機)
 屋上

 室内機：
 室外機：RAS-NP80HVR

2005年 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

2006年 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

 (室内機)
 1階保健ｾﾝﾀｰ
 （室外機)
 屋外

 HDST-特号 1994年 細山熱器
 1階湯沸室
 2階湯沸室

 室内機：RCI-AP56K
 室外機：RAS-AP56HVM2

 DH-148 1997年 松下電器  1階障害者用便所

 VD-18ZSC2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 冷房能力：125.0kW　　暖房能力：140.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)45.0kW　(暖房)37.8kW

 電源：3φ -200V

 電源：1φ -100V　　圧縮機出力：950kW

 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ

 風量：14,100cm・h　　(機外)静圧：25mmAq

 講堂系統中間期排風機 F-6  電源：3φ -200V

 消費電力：3.7kW

1

1

1

 (室内機)
 2階機械室
 (室外機)
 本部棟屋上

 (室内機)
 2階映写室
 (室外機)
 屋外

 2F機械室1979年

2009年11月

2009年11月

日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

ﾀﾞｲｷﾝ

2.中ﾎｰﾙ

仕様・能力

 室内機：
 室外機：R36KNS

 室内機：RP-NP-
1400CSP1
 室外機：RAS-NP560CHV2
　　　　　 RAS-NP800CHV2



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

 冷房能力：98,800kcal/h　　冷温水ｺｲﾙ6列

 冷水量：330L/min(7℃～12℃)

 加熱能力：101,000kcal/h　　冷温水ｺｲﾙ6列

 温水量：330L/min(60℃～54.9℃)

 3φ -200V-60Hz-5.5kW

 入口空気温度 　(夏)DB   26℃  WB  21.1℃

  　　　　　　　 　　(夏)DB 16.2℃　WB  10.5℃

 出口空気温度　 (夏)DB 15.2℃　WB 14.2℃

　 　　　　　　　　　(夏)DB　 37℃　WB 18.3℃

 

 冷凍能力：120,960kcal/h　(呼称能力：40usRT)

 加熱能力：145,140kcal/h

 冷温水量：403L/min(冷水　7℃～12℃　温水　60℃～54.4℃）

 冷却水量：642L/min(冷却水　37.9℃～32℃　外機WB　27℃)

 燃料消費量：38N㎥/h　(都市ｶﾞｽ 5C　発熱量：4,500kcaL/N㎥)

 3φ -200V-60Hz

 暖房能力：4,700kcal/h　　温水量：8L/min

 ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀ FC-1  1φ -100V-72W

 温水入口：70℃　　温水出口：60℃

 暖房能力：9,000kcal/h　　温水量：15L/min

 ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀ FC-2  1φ -100V-144W

 温水入口：70℃　　温水出口：60℃

 冷房能力：3550kcal/h　　暖房能力：4400kcal/h

 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ  電源：1φ -200V　　圧縮機出力：750W

 風量：500cm・h　　(機外)静圧：12mmAq

 炊事室送風機 F-3  電源：1φ -100V

 消費電力：0.1kW

 風量：100cm・h　　(機外)静圧：12mmAq

 和室便所送風機 F-4  電源：1φ -100V

 消費電力：0.2kW

 風量：3,700㎥/h　(機外)静圧：15mmAq

 排気ﾌｧﾝ  電源：3φ -200V

 消費電力：0.4kW

 羽径：150φ 　　風量：300㎥/h　(機外)静圧：3mmAq

 排気ﾌｧﾝ EF-3  電源：1φ -100V

 消費電力：50W

6

1

1

1

1

1

 自販機ｺｰﾅｰ

 VD-18ZSC2 1993年  事務室兼倉庫

1993年

 炊事室

1979年  炊事室

1979年

 ｸﾗﾌﾞ室

 室内機：
 室外機：R28MEV

ﾀﾞｲｷﾝ

 (室内機)
 売店休憩室
 （室外機)
 屋外

1979年 昭和鉄工
 ｸﾗﾌﾞ室
 和室

 DF-8W 1979年 昭和鉄工1

3.ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ・売店

仕様・能力

 AVE33JR 1

 DF-4W

 1階機械室
 第一大学会館棟系統
 空調機

AHU-1 1993年9月 ｻﾝﾖｰ

 屋外RB-1 吸収式冷温水機  SUW-EG-OPB 1 1993年9月 ｻﾝﾖｰ



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 冷房能力：56.0kW　　暖房能力：63.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)18.33kW　(暖房)170.72kW

 電源：3φ -200V

 冷房能力：3.6kW　　暖房能力：4.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)1.06kW　(暖房)1.08kW

 電源：1φ -200V

 冷房能力：5.6kW　　暖房能力：6.3kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  電源：3φ -200V

 

1

2

2

 (室内機)
 1階CPDｾﾝﾀｰ
 (室外機)
 屋外

 (室内機)
 1階教員室
 (室外機)
 屋外

 (室内機)
 1階同窓会事務局
 (室外機)
 屋外

 室内機：
 室外機：PUZ-ERP63SKA3

2010年 三菱電機

2010年

2003年

三菱電機

ﾀﾞｲｷﾝ

4.ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ・CPDｾﾝﾀｰ

仕様・能力

 室内機：FHYP40P
 室外機：RZYP40PV

 室内機：
 室外機：PUHY-P560DM-G



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 冷房能力：125.0kW　　暖房能力：140.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)2.92kW　(暖房)4.01kW

 電源：3φ -200V

 冷房能力：25.0kW　　暖房能力：28.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)3.29kW　(暖房)3.44kW

 電源：3φ -200V

 冷房能力：25.0kW　　暖房能力：28.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)3.29kW　(暖房)3.44kW

 電源：3φ -200V

 冷房能力：40.0kW　　暖房能力：45.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)2.51kW　(暖房)328kW

 電源：3φ -200V

 冷房能力：7900kcal/h

 消費電力:(冷房)0.3kW

 電源：3φ -200V

 冷房能力：2.8kW　　暖房能力：4.0kW

 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ  電源：1φ -200V　　圧縮機出力：750W

 

 片吸込多翼送風機

 1階客室系統排風機 F-1  型番：No.2・1/2　　風量：4000cm・h　　静圧：20mmAq

 3φ -200V-0.75kW

 片吸込多翼送風機

 2階客室系統排風機 F-2  型番：No.2・1/2　　風量：4000cm・h　　静圧：20mmAq

 3φ -200V-0.75kW

 小型多翼送風機

 1階便所系統排風機 F-3  風量：1150cm・h　　静圧：13mmAq

 1φ -100V-0.4kW

 小型多翼送風機

 2階便所系統排風機 F-4  風量：1150cm・h　　静圧：13mmAq

 1φ -100V-0.4kW

 小型多翼送風機

 1階厨房系統排風機 F-5  風量：300cm・h　　静圧：12mmAq

 1φ -100V-0.2kW

 小型多翼送風機

 1階余剰排風機 F-6  風量：2000cm・h　　静圧：12mmAq

 1φ -100V-0.75kW

機器表

建物名 　　No.2　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 小型多翼送風機

 2階余剰排風機 F-7  風量：2000cm・h　　静圧：12mmAq

 1φ -100V-0.75kW

 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 厨房排機ﾌｧﾝ EF-1  型番：No.3　　風量：11480cm・h　　静圧：27mmAq

 3φ -200V-3.7kW

 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 厨房排機ﾌｧﾝ EF-2  型番：No.2・1/2　　風量：5560cm・h　　静圧：25mmAq

 3φ -200V-1.5kW

 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 厨房排機ﾌｧﾝ EF-3  型番：No.2・1/2　　風量：5870cm・h　　静圧：25mmAq

 3φ -200V-1.5kW

 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 厨房給気ﾌｧﾝ OF-1  型番：No.3　　風量：10330cm・h　　静圧：20mmAq

 3φ -200V-2.2kW

 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 厨房給気ﾌｧﾝ OF-2  型番：No.2・1/2　　風量：5000cm・h　　静圧：20mmAq

 3φ -200V-1.5kW

 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 厨房給気ﾌｧﾝ OF-3  型番：No.2・1/2　　風量：5280cm・h　　静圧：20mmAq

 3φ -200V-1.5kW

 1φ -100V-126W

 有圧扇 EF-4  静圧：7mmAq

 風量：1500cm・h

 天吊ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ OF-4  静圧：7mmAq

 風量：1500cm・h

 有圧扇 OF-4  1φ -100V-126W

 静圧：7mmAq

 風量：270cm・h

 天井扇 V-1  1φ -100V-20.5W

 風量：270cm・h

 天井扇 V-2  1φ -100V-20.5W

 風量：140cm・h

 天井扇 V-3  1φ -100V-14W  1階厨房便所

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1994年

 1階食品庫

 VD-18ZSC2 1994年  1階厨房事務室1

1 1994年

 2階厨房

1994年  2階厨房

1

2

1994年

 1階厨房

1994年  2階厨房

1

2

1994年

 1階厨房

1994年  1階厨房1

1994年1

 1階厨房

1994年  1階厨房1

1994年1

 1階厨房

1969年  2階女子便所

1994年1

 1階女子便所

1

6.大学会館

仕様・能力

1969年

 2階男子便所

1969年  1階厨房

 2階機械室

1969年  1階男子便所

1969年

 (室内機)
 1階厨房事務室
 （室外機)
 屋外

1969年1  1階機械室

ﾀﾞｲｷﾝ

 (室内機)
 2階機械室
 (室外機)
 屋外

1994年 ﾀﾞｲｷﾝ

 (室内機)
 1階厨房
 2階厨房
 （室外機)
 屋外

 室内機：PFAV-P400CM-E
 室外機：PUHV-P400CM-E

2010年 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

 (室内機)
 1階機械室
 (室外機)
 屋上

 (室内機)
 1階機械室
 (室外機)
 屋外

 室内機：PFAV-P280CM-E
 室外機：PUHV-P280CM-E

2010年 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

 (室内機)
 2階機械室
 (室外機)
 屋外

2010年

2010年

日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

6.大学会館

仕様・能力

 室内機：PFAV-P280CM-E
 室外機：PUHV-P280CM-E

 室内機：PUHV-P1400CM-E-L
 室外機：PUHV-P500SCM-E
 　　　　　 PUHV-P500SCM-E
 　　　　　 PUHV-P400SCM-E

1969年

 ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ PAC-1,2,3,4
 室内機：SSD03K
 室外機：R71BA

4

1

 室内機：
 室外機：RA284X

1994年



機器表

建物名 　　No.3　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 風量：141cm・h

 2階余剰排風機 V-4  1φ -100V-18.5W

 風量：270cm・h

 厨房排機ﾌｧﾝ V-5  1φ -100V-20.5W

 100V-58W

 ｶﾞｽ瞬間湯沸器

 100V-62W

 ｶﾞｽ瞬間湯沸器

6.大学会館

仕様・能力

1  1階厨房更衣室

1 1994年  1階厨房更衣室

1994年

ﾘﾝﾅｲ  屋外 RUX-2010WO-E 1 1994年

ﾘﾝﾅｲ  屋外 RUXC-V3200W 1 2003年



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 冷房能力：6.46kW/h　　暖房能力：10.4kW/h

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-1  冷水入口温度　7℃　温水入口温度　55℃　冷温水量：16L/min

 1φ -100V-0.14kW

 冷房能力：6.46kW/h　　暖房能力：7.26kW/h

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-2  冷水入口温度　7℃　温水入口温度　45℃　冷温水量：16L/min

 1φ -100V-0.14kW

 天吊露出型

 小型全熱交換器 HEX-1  風量：400㎥/h　　静圧：5mmAq

 風量：650cm・h　　静圧：11mmAq

 1階西側便所系統排風機 F-1  1φ -100V-0.2kW

 風量：650cm・h　　静圧：11mmAq

 1階東側便所系統排風機 F-2  1φ -100V-0.2kW

 風量：600cm・h　　静圧：11mmAq

 2階西側便所系統排風機 F-3  1φ -100V-0.2kW

 風量：600cm・h　　静圧：11mmAq

 2階東側便所系統排風機 F-4  1φ -100V-0.2kW

 天井取付形　400φ

 ｻｲｸﾙ扇 CY-1  1φ -100Ｖ-63Ｗ

37

6

40

1

1

1

1

2000年5

 2階西側便所

 2階東側便所

 学生ﾗｳﾝｼﾞ

1979年

1979年

 1階西側便所

1979年  1階東側便所

1979年

 教室

 学生ﾗｳﾝｼﾞ

 学生ﾗｳﾝｼﾞ
 教室

2000年2月 三菱電機

2000年2月

2000年2月

東芝

7.講義棟1号館

仕様・能力

 FCU-8



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 風量：7000㎥/h　　静圧：70mmAq

 冷房能力：」54000kcal/h　　暖房能力：54000kcal/h

 冷温水量：180L/min　冷水入口温度：7℃　温水入口温度：55℃

 加湿、加圧水ｽﾌﾟﾚｰ式　加湿量：25L/h

 3φ -200V-60Hz-3.7kW

 片吸込多翼送風機

 130人教室系統排風機  型番：No.2・1/2　　風量：2600cm・h　　静圧：25mmAq

 3φ -200V-0.75kW

 130人教室系統空調機  A-105BV 1

1  機械室

1995年6月 三菱電機

1969年

 機械室

8.小ﾎｰﾙ

仕様・能力



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 口径：65φ 　吐出量：270L/min　全揚程：67m

 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ  3φ -200Ｖ-60Hz-7.5kW　呼水槽　100L

 冷房能力：2800kcal/h　　暖房能力：6300kcal/h

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-1  冷水入口温度：7℃　温水入口温度：70℃　冷温水量：10L/min

 1φ -100V-55W

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-1

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-2

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-3

天井カセット型

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-4

 風量：100㎥/h　　静圧：4mmAq

 全熱交換器 HEX-1  温度交換効率：68%

 1φ -100V-51W

 風量：120㎥/h　　静圧：4mmAq

 全熱交換器 HEX-3  温度交換効率：65%

 1φ -100V-56W

 風量：170㎥/h　　静圧：4mmAq

 全熱交換器 HEX-5  温度交換効率：75%

 1φ -100V-124W

 風量：220㎥/h　　静圧：6mmAq

 全熱交換器 HEX-6  温度交換効率：74%

 1φ -100V-119W

 風量：280㎥/h　　静圧：6mmAq

 全熱交換器 HEX-7  温度交換効率：71%

 1φ -100V-138W

 貯湯式ｶﾞｽ湯沸器

 貯湯式ｶﾞｽ湯沸器

機器表

建物名 　　No.2　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 (旧研究所棟側) 小型多翼送風機

 1階便所系統排風機 F-1  風量：750cm・h　　静圧：12mmAq

 1φ -100V-0.2kW

 (旧研究所棟側) 小型多翼送風機

 2階便所系統排風機 F-2  風量：500cm・h　　静圧：12mmAq

 1φ -100V-0.1kW

 (旧文学部棟側) 小型多翼送風機

 便所系統排風機 F-6,7,8,9  風量：600cm・h　　静圧：12mmAq

 1φ -100V-0.2kW

 (旧研究所棟側) 小型多翼送風機

 湯沸室系統排風機 F-4,5  風量：300cm・h　　静圧：12mmAq

 1φ -100V-0.1kW

 (旧文学部棟側) 小型多翼送風機

 湯沸室系統排風機 F-10,11,12,13  風量：300cm・h　　静圧：12mmAq

 1φ -100V-0.1kW

 片吸込多翼送風機

 電気室送風機 F-14,15  型番：No.3　　風量：3500cm・h　　静圧：12mmAq

 3φ -200V-1.5kW

 冷房能力：7100kcal/h　　暖房能力：8100kcal/h

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)3.7kW　(暖房)3.4kW

 電源：3φ -200V

 消火補給水槽

1

3

36

28

5

8

22

1

4

 (室内機)
 1階保健ｾﾝﾀｰ
 （室外機)
 屋外

2010年10月  屋上

1

1

 室内機：
 室外機：RY3KA

2005年 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

 1階電気室

1969年  1階便所

1

4

1969年2

 1,2階湯沸室

1969年  1,2,3,4階湯沸室

2

4

1969年

 2階便所

1969年  1,2,3,4階便所

1969年

9.文学部棟

仕様・能力

1

 (旧研究所棟側)
 1階湯沸室
 (旧文学部棟側)
 1,3階湯沸室

 HDST-特号 1987年 細山熱器  (旧文学部棟側)
 2,4階湯沸室

3

2

 HDST-特号 1979年 細山熱器

1996年  3階資料室1

1996年

1996年

1996年  1階文学部長室

45

1996年

H27.3設置予定

H27.3設置予定

 1階消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室

9.文学部棟

仕様・能力

 KTK656C7.5T

H27.3設置予定
型　　番400 型   冷房能力3.3 kW   暖房能力7.3 kW
冷温水量10 L/MIN   冷水入口温度7 ℃   温水温度70 ℃
加湿超音波加湿  加湿量0.4 L/

型　　番600  型冷房能力4.9 kW  暖房能力9.7 kW
冷温水量15 L/MIN   冷水入口温度7 ℃  温水温度70 ℃

型　　番600  型冷房能力4.9 kW  暖房能力9.7 kW
冷温水量15 L/MIN   冷水入口温度7 ℃  温水温度70 ℃

2010年10月

1979年

川本製作所

昭和鉄工



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 冷凍能力：544320kcal/h(呼称能力：180usRT)

 加熱能力：455400kcal/h

 冷温水量：109㎥/min(冷却水 37℃～32℃ 温水 50.8℃～55℃)

 燃料消費量：120N㎥/h

 3φ -200Ｖ-60Ｈz

 片吸込渦巻形

 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ CP-1  150φ  × 3000L/min × 18m

 3φ -200V-60Ｈz-15kW

 片吸込渦巻形

 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ CHP-1  150φ  × 2200L/min × 46m

 3φ -200V-60Ｈz-30kW

 揚程52m

 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ  3φ -200V-60Ｈz

 呼称能力：180usＲＴ　　冷却能力：900000kcal/h

CT-1  入口空気湿球温度　27℃　冷却水量：180㎥/min

 冷却水入口温度：32℃ 冷却水出口温度：37℃ 3φ -200Ｖ-7.5kW

 呼称能力：5CＴ　　冷却能力：19500kcal/h

 旧無菌室系統冷却塔 CT-4  入口空気湿球温度　27℃　冷却水量：48㎥/min

 冷却水入口温度：32℃ 冷却水出口温度：37℃ 3φ -200Ｖ-0.1kW

 容量：500L

 膨張ﾀﾝｸ T-1

 消火用補給水槽

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-1

天井カセット型

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-4

 冷房能力：4.01kW

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ  冷温水量：12L/min

 1φ -100V

機器表

建物名 　　No.2　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 冷房能力：4590kcal/h 暖房能力：4680kcal/h

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-1  冷水入口温度：7℃　温水入口温度：45℃　冷温水量：16.1L/min

 1φ -100V-0.14kW

 冷房能力：3450kcal/h 暖房能力：3510kcal/h

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-4  冷水入口温度：7℃　温水入口温度：45℃　冷温水量：12.1L/min

 1φ -100V-0.1kW

 冷房能力：4590kcal/h 暖房能力：4680kcal/h

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-5  冷水入口温度：7℃　温水入口温度：45℃　冷温水量：12.1L/min

 1φ -100V-0.14kW

 冷房能力：3.2kW　　暖房能力：4.5kW

 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ PAC-7-1  消費電力:(冷房)0.9kW　(暖房)1.21kW

 1φ -100V

 冷房能力：2.2kW　　暖房能力：3.2kW

 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ PAC-7-2  消費電力:(冷房)1.23kW　(暖房)1.27kW

 1φ -100V

 冷房能力：3.2kW　　暖房能力：4.5kW

 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ PAC-7-1  消費電力:(冷房)0.9kW　(暖房)1.21kW

 1φ -100V

 冷房能力：4250kcal/h

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ U-2  消費電力:(冷房)1.5kW

 電源：3φ -200V

 冷房能力：7.1kW　　暖房能力：8.1kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-8  消費電力:(冷房)2.88kW　(暖房)2.82kW

 3φ -200V

 冷房能力：22.5kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)9.09kW

 3φ -200V

 冷房能力：8.9kW　　暖房能力：9.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-3  消費電力:(冷房)3.24kW　(暖房)3.49kW

 3φ -200V

 冷房能力：9.0kW　　暖房能力：10.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-4  消費電力:(冷房)3.61kW　(暖房)3.72kW

 3φ -200V

 冷房能力：4.5kW　　暖房能力：5.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-5  消費電力:(冷房)1.87kW　(暖房)1.83kW

 3φ -200V

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

型　　番400 型   冷房能力3.3 kW   暖房能力7.3 kW
冷温水量10 L/MIN   冷水入口温度7 ℃   温水温度70 ℃
加湿超音波加湿  加湿量0.4 L/

 吸収式冷温水機系統
 冷却塔

 吸収式冷温水機 CH-1  TSA-AUW-180EGS 1 1996年10月

1996年9月

 MTWU-175KSC

1

 (旧教員研究棟)
 1階機械室

ｻﾝﾖｰ

 125×100ES 4I 630

10.環境共生学部西棟

仕様・能力

 125×100ES 4I 615 1996年9月 荏原製作所

 KTK806C11

荏原製作所

 (旧教員研究棟)
 屋上

2005年1月 川本製作所

1996年9月

 (旧教員研究棟)
 1階機械室

 (旧教員研究棟)
 1階機械室

 (旧教員研究棟)
 1階消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室

三菱電機

 (旧教員研究棟)
 屋上

1979年1
 (旧教員研究棟)
 屋上

1996年9月

 (旧教員研究棟)

2010年
 (旧教員研究棟)
 屋上

H27.3設置予定

28

 FCU-6 2001年9月 三菱電機

 (旧教員研究棟)

1
 (旧教員研究棟)
 2階動物細胞培養
室

 (旧生活科学部棟)
 (旧学生実験棟)

7

10.環境共生学部西棟

仕様・能力

 600

 室内機：RAS-3259ST
 室外機：

 (旧生活科学部棟)
 (旧学生実験棟)

2001年

 800 2001年

1

 (室内機)
 2階食品成分分析
室
 （室外機)
 屋外（外壁）

 室内機：HAS-M221VP2
 室外機：

2000年 東芝

 (室内機)
 2階暗室
 （室外機)
 屋外（外壁）

1999年 東芝

2000年 東芝

 (室内機)
 2階栄養代謝実験
室
 （室外機)
 屋外（外壁）

 800 2001年
 (旧生活科学部棟)
 (旧学生実験棟)

32

(室内機)
2階動物細胞培養室
（室外機)
屋外（外壁）

 室内機：ROA-J805H
 室外機：

1999年 東芝

 (室内機)
 2階資料保存室
 （室外機)
 屋外

 室内機：
 室外機：

日立製作所

1979年

 (室内機)
 2階恒温恒湿室
 （室外機)
 屋上

 室内機：AIC-J405HG-1
 室外機：

2001年 東芝

 (室内機)
 2階官能検査室
 （室外機)
 屋上

 室内機：RP-J224AL2
 室外機：RCR-J224K1

 (室内機)
 2階運動代謝実験
室
 （室外機)
 屋上

 室内機：AIC-J405HG-1
 室外機：ROA-J455HJ

2001年 東芝

 (室内機)
 2階冷凍代謝実験
室
 （室外機)
 屋上

1

1

2001年
 室内機：
 室外機：ROA-J1125H

2000年

 室内機：RAS-3259ST
 室外機：

1

1

1

1

1

1

1

1

59

1

1

1

36

1

 (室内機)
 2階居住環境実験
室
 （室外機)
 屋上

東芝



機器表

建物名 　　No.3　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 冷房能力：19.7kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC  3φ -200V

 冷房能力：1400kcal/h

 屋外型冷凍機 R-1  3φ -200V

 貯湯式ｶﾞｽ湯沸器

 小型多翼送風機

 排風機 F-6,7,8,9  風量：500cm・h　　静圧：12mmAq

 1φ -100V-0.1kW

 小型多翼送風機

 排風機 F-11,12  風量：450cm・h　　静圧：12mmAq

 1φ -100V-0.1kW

 小型多翼送風機

 排風機 F-10  風量：300cm・h　　静圧：12mmAq

 1φ -100V-0.1kW

 小型多翼送風機

 排風機 F-13,14  風量：500cm・h　　静圧：12mmAq

 1φ -100V-0.2kW

 小型多翼送風機

 排風機 F-15  風量：800cm・h　　静圧：12mmAq

 1φ -100V-0.2kW

 小型多翼送風機

 排風機 F-16  風量：400cm・h　　静圧：12mmAq

 1φ -100V-0.2kW

 小型多翼送風機

 排風機 F-18,19  風量：450cm・h　　静圧：12mmAq

 1φ -100V-0.1kW

 小型多翼送風機

 排風機 F-19,22  風量：1000cm・h　　静圧：12mmAq

 1φ -100V-0.4kW

 小型多翼送風機

 排風機 F-17  風量：300cm・h　　静圧：12mmAq

 1φ -100V-0.2kW

 小型多翼送風機

 排風機 F-4,5  風量：750cm・h　　静圧：13mmAq

 1φ -100V-0.2kW

機器表

建物名 　　No.4　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 風量：2600㎥/h　　静圧：20mmAq

 ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ CF  3φ -200V-0.75kW

 風量：1200㎥/h

 ｸﾘｰﾝﾊﾟｯｸ換気扇 EF  100V

 風量：6.4㎥/min

 卓上型ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ DC  100V

 外気処理風量：17.5cm・m

 HEPAﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ HFB

 外気処理風量：.5cm・m　　機外静圧：15mmAq

 外気処理ﾕﾆｯﾄ OFU  3φ -200V-0.05kW

 循環風量：ｴｱｶｰﾃﾝ14cm・m　　ｴｱｼﾞｪｯﾄ：12cm・m

 ｴｱｼｬﾜｰ AS  3φ -200V

 処理風量：300cm・h　　差圧：1.0Aq

 差圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ PD  3φ -200V

 冷房能力：3900kcal/h　　風量：30cm・m

 ｸｰﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ UC1  3φ -200V-1.5kW

 冷房能力：2400kcal/h　　風量：56cm・m

 ｸｰﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ UC2  3φ -200V-1.5kW

 冷房能力：14000kcal/h　　機外静圧：20mmAq

 立型直膨式温調ｼｽﾃﾑ AHU  3φ -200V

 風量：100㎥/h  静圧：4mmAq

 全熱交換器 HEX  温度交換効率：62%

 1φ -100V-0.05kW

 風量：100㎥/h  静圧：4mmAq

 全熱交換器 HEX-1  温度交換効率：68%

 1φ -100V-51W

 風量：110㎥/h  静圧：4mmAq

 全熱交換器 HEX-2  温度交換効率：68%

 1φ -100V-56W

 (旧教員研究棟)24 1996年

 (旧生活科学部棟)
 1階恒温実験室
 1階精密機器室

10 1996年  (旧教員研究棟)

2 2001年

 (旧生活科学部棟)
 1階低温室
 (室外機)
 屋上

2 2001年
 (旧生活科学部棟)
 1階恒温実験室
 1階精密機器室

 室内機：
 室外機：TAM200XA-S

1 2001年 東芝

 (旧生活科学部棟)
 1階ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

 室内機：
 室外機：TAM300XA-S

1 2001年 東芝

 (旧生活科学部棟)
 1階冷凍室
 (室外機)
 屋上

1 2001年

 (旧生活科学部棟)
 1階ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

1 2001年
 (旧生活科学部棟)
 1階ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

1 2001年

4 2001年
 (旧生活科学部棟)
 1階ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ

4 1999年

 (旧教員研究棟)
 2階食品分析室

6 1999年

 (旧学生実験棟)
 北側1,2階便所

10.環境共生学部西棟

仕様・能力

1 1999年

2 1979年

 (旧教員研究棟)
 1階無菌室
 1階精密機器室

1 1979年
 (旧生活科学部棟)
 1階廃液処理室

2 1979年

 (旧教員研究棟)
 4階教員実験室

1 1979年
 (旧教員研究棟)
 1階機械室

1 1979年

 (旧教員研究棟)
 1階低温実験室
 1階恒温恒湿室

1 1979年
 (旧教員研究棟)
 4階教員実験室

2 1979年

 (旧教員研究棟)
 南東側1,2階便所

2 1979年
 (旧教員研究棟)
 1,4階湯沸室

2 1979年

 屋上

 HDST-特号 2 1979年 細山熱器
 (旧生活科学部棟)
 1,4階湯沸室

2 2001年

 (室内機)
 1階ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ
 （室外機)
 屋上

4 1979年
 (旧教員研究棟)
 南西側1,2,3,4階便
所

2001年

仕様・能力

 室内機：
 室外機：

1

10.環境共生学部西棟



機器表

建物名 　　No.5　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 風量：120㎥/h  静圧：4mmAq

 全熱交換器 HEX-3  温度交換効率：65%

 1φ -100V-56W

 風量：140㎥/h  静圧：4mmAq

 全熱交換器 HEX-4  温度交換効率：64%

 1φ -100V-56W

 風量：220㎥/h  静圧：6mmAq

 全熱交換器 HEX-6  温度交換効率：74%

 1φ -100V-119W

 風量：320㎥/h  静圧：6mmAq

 全熱交換器 HEX-8  温度交換効率：75%

 1φ -100V-165W

 風量：330㎥/h  静圧：6mmAq

 全熱交換器 HEX-9  温度交換効率：75%

 1φ -100V-165W

 風量：340㎥/h  静圧：6mmAq

 全熱交換器 HEX-10  温度交換効率：75%

 1φ -100V-165W

 風量：400㎥/h  静圧：5mmAq

 小型全熱交換器 HEX-1

 風量：400㎥/h  静圧：5mmAq

 天井扇 F-27  1φ -100V-90W

 風量：400㎥/h  静圧：5mmAq

 天井扇 F-28  1φ -100V-90W

 風量：100㎥/h  静圧：5mmAq

 天井扇 F-29  1φ -100V-13W

 風量：1200㎥/h  静圧：5mmAq

 屋上換気扇 F-23  3φ -200V-60W

 風量：2400㎥/h  静圧：5mmAq

 屋上換気扇 F-24  3φ -200V-100W

 風量：3600㎥/h  静圧：5mmAq

 屋上換気扇 F-25  3φ -200V-250W

機器表

建物名 　　No.6　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 風量：7200㎥/h  静圧：5mmAq

 屋上換気扇 F-26  3φ -200V-400W

 1φ -100V-63W

 ｻｲｸﾙ扇 CY-1

 処理風量：400㎥/h　　静圧：10mmAq

 軸流ﾌｧﾝ LF-1  1φ -100V-90W  （旧学生実験棟)13 2001年

 （旧学生実験棟)
 屋上

25 2001年
 (旧生活科学部棟)
 (旧学生実験棟)

 （旧学生実験棟)
 屋上

10.環境共生学部西棟

仕様・能力

1 1979年

1 1979年

 （旧学生実験棟)
 屋上

2 1979年

 (旧生活科学部棟)
 屋上
 （旧学生実験棟)
 屋上

1 1979年

 (旧生活科学部棟)
 (旧学生実験棟)

3 2001年  (旧生活科学部棟)

15 2001年

 (旧生活科学部棟)
 (旧学生実験棟)

25 1999年  (旧教員研究棟)

20 2001年

 (旧教員研究棟)

4 1996年  (旧教員研究棟)

4 1996年

 (旧教員研究棟)

2 1996年  (旧教員研究棟)

6 1996年

 (旧教員研究棟)

2 1996年  (旧教員研究棟)

10.環境共生学部西棟

仕様・能力

12 1996年



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 冷房能力：14000kcal/h　　暖房能力：15200kcal/h

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-1  3φ -200V　圧縮機出力：4.5kW

 冷房能力：6300kcal/h　　暖房能力：6800kcal/h

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-2  1φ -200V　圧縮機出力：1.9kW

 冷房能力：3550kcal/h　　暖房能力：4400kcal/h

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-3  1φ -200V　圧縮機出力：1.3kW

 風量：1800㎥/h  静圧：20mmAq

 全熱交換器 HE-1  3φ -200V-1.53kW

 風量：180㎥/h  静圧：5mmAq

 全熱交換器 HE-2  1φ -100V-120W

 ｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊型

 給気用送風機 FS-1  No.2・1/2×4200㎥/h×15mmAq

 3φ -200V-0.75kW

 ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 排気用送風機 FE-1  No.3×8400㎥/h×15mmAq

 3φ -200V-2.2kW

 風量：1200㎥/h  静圧：8mmAq

 排気用送風機 FE-2  1φ -100V-210W

 風量：1500㎥/h  静圧：12mmAq

 排気用送風機 FE-3  1φ -100V-245W

 風量：600㎥/h  静圧：8mmAq

 排気用送風機 FE-4  1φ -100V-88W

 風量：750㎥/h　静圧：4mmAq

 換気扇 FE-5  1φ -100V

 風量：160㎥/h　静圧：4mmAq

 換気扇 FE-6  1φ -100V

 風量：160㎥/h　静圧：5mmAq

 換気扇 FE-7  1φ -100V

機器表

建物名 　　No.2　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 300φ ×1500㎥/h×4mmAq

 換気扇 FE-8

 熱出力：270000kcal/h

 ﾏﾙﾁ温水器 MH-1  出湯量：81.8L/min

 ﾀﾝｸ容量：16.6L

 膨張ﾀﾝｸ EX-1  最高使用圧力：5.0kgf/c㎡

 給湯器 GH-1

11.ｱﾘｰﾅ

仕様・能力

 室内機：FHYG63EG
 室外機：RY63DB

 室内機：
 室外機：RY140DB

1994年

1994年

ﾀﾞｲｷﾝ

ﾀﾞｲｷﾝ

 (室内機)
 1階ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ
 （室外機)
 屋外

 (室内機)
 1階教官室
 （室外機)
 屋外

 室内機：
 室外機：RTY35DBV

1994年 ﾀﾞｲｷﾝ

 (室内機)
 1階環境生理学研
究室
 （室外機)
 屋外

1994年

1994年

1994年

1994年

2

1994年

1994年

1994年

1994年

1994年

11.ｱﾘｰﾅ

仕様・能力

1994年

1994年

1994年

1994年

 屋外

 PF-16 1994年  屋外

2

1

1

1

2

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 冷房能力：18.0kW　　暖房能力：14.5kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-1  消費電力:(冷房)7.11kW　(暖房)5.83kW

 3φ -200V　圧縮機出力：5.5kW

 冷房能力：18.0kW　　暖房能力：14.5kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-2  消費電力:(冷房)7.02kW　(暖房)5.73kW

 3φ -200V　圧縮機出力：5.5kW

 冷房能力：16.0kW　　暖房能力：13.2kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-3  消費電力:(冷房)6.17kW　(暖房)5.36kW

 3φ -200V　圧縮機出力：4.5kW

 冷房能力：12.5kW　　暖房能力：10.3kW

 消費電力:(冷房)4.81kW　(暖房)3.97kW

 3φ -200V　圧縮機出力：3.75kW

 冷房能力：9.0kW　　暖房能力：7.3kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-5  消費電力:(冷房)4.81kW　(暖房)3.97kW

 3φ -200V　圧縮機出力：3.0kW

 冷房能力：11.2kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-6  消費電力:(冷房)4.15kW

 3φ -200V　圧縮機出力：3.0kW

 冷房能力：16.8kW

 消費電力:(冷房)6.8kW

 3φ -200V　圧縮機出力：3.75kW

 天井ｶｾｯﾄ形（二方吹出ﾀｲﾌﾟ）

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FC-1  冷房能力：6.1kW　　暖房能力：6.9kW

 1φ -100V-149W

 天井ｶｾｯﾄ形（二方吹出ﾀｲﾌﾟ）

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FC-2  冷房能力：4.5kW　　暖房能力：5.0kW

 1φ -100V-91W

 天井ｶｾｯﾄ形（二方吹出ﾀｲﾌﾟ）

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FC-3  冷房能力：3.8kW　　暖房能力：3.9kW

 1φ -100V-57W

 天井ｶｾｯﾄ形（二方吹出ﾀｲﾌﾟ）

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FC-4  冷房能力：2.2kW　　暖房能力：2.3kW

 1φ -100V-57W

機器表

建物名 　　No.2　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 冷房能力：2.8kW　　暖房能力：4.0kW

 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ  消費電力:(冷房)0.57kW　(暖房)0.815kW

 3φ -200V　圧縮機出力：0.8kW

 3φ -200V　圧縮機出力：1.5kVA

 ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

 3φ -200V　圧縮機出力：3.7kW

 ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

 50φ ×150L/min×8m×0.75kW×2

 水中排水ﾎﾟﾝﾌﾟ DP-1  3φ -200V

 40φ ×50L/min×4m×0.25kW

 水中排水ﾎﾟﾝﾌﾟ DP-2  3φ -200V

 給湯能力：60号

 ｶﾞｽ瞬間ﾏﾙﾁ湯沸器 GH-1  ｶﾞｽ消費量：90000kcal/h

 給湯能力：10号

 ｶﾞｽ瞬間湯沸器 GH-2  ｶﾞｽ消費量：19000kcal/h

 給湯能力：5号

 ｶﾞｽ瞬間湯沸器 GH-3  ｶﾞｽ消費量：9800kcal/h

 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 排気ﾌｧﾝ FE-1  No.4×14000cm・h×350Pa

 3φ -200V-3.7kW

 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 排気ﾌｧﾝ FE-2  No.4×11900cm・h×380Pa

 3φ -200V-3.7kW

 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

 排気ﾌｧﾝ FE-3  No.3×1200cm・h×100Pa

 1φ -100V-150W

 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

 排気ﾌｧﾝ FE-4  No.2×1000cm・h×100Pa

 1φ -100V-80W

 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

 排気ﾌｧﾝ FE-5  No.2×800cm・h×100Pa

 1φ -100V-80W

 室内機：
 室外機：

1999年

1999年

ﾀﾞｲｷﾝ

ﾀﾞｲｷﾝ

SA-1 4

 室内機：
 室外機：RYJ112L

 (室内機)
 1階調理学実習室
 (北側)(南側)
 1階集団給食実習
室
 (東側)(西側)
 （室外機)
 屋上

12.環境共生学部南棟

仕様・能力

 室内機：
 室外機：RYJ224L

 室内機：
 室外機：RYJ224L

 (室内機)
 4階海洋生物実験
室
 3階CN元素分析室
 3階環境化学分析
室
 1階集団給食実習食

堂

 (東側)(西側)

1999年

1999年

ﾀﾞｲｷﾝ

ﾀﾞｲｷﾝ

 ｽﾎﾟｯﾄｴｱｺﾝ
 室内機：
 室外機：RYJ140L

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-4
 室内機：
 室外機：RYJ140L

 (室内機)
 1階重量機器実験
室
 （室外機)
 屋上 (室内機)
 2階精密分析機器
室
 （室外機)
 屋上

 室内機：
 室外機：RYJ160L

1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

 (室内機)
 3階顕微鏡画像解
析室
 （室外機)
 屋上

1999年

 室内機：
 室外機：RYJ112L

1999年

5

1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

1999年

 (室内機)
 4階微生物実験室
 （室外機)
 屋上

 (室内機)
 2階機械室
 （室外機)
 屋上

ﾀﾞｲｷﾝ

12

1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

12.環境共生学部南棟

仕様・能力

 室内機：RAS-28HNX
 室外機：RAC-28HNX

1

 室内機：
 室外機：

1999年 ｻﾝﾖｰ

 屋外

1999年 ｻﾝﾖｰ

 (室内機)
 2階ｶﾞｽｸﾛｽﾄ室
 （室外機)
 屋外（外壁）

 (室内機)
 冷凍標本保管室
 （室外機)
 屋上

 (室内機)
 冷凍標本保管室
 （室外機)
 屋上

日立製作所

 屋外

1999年  屋外2

 屋外

1999年  屋上

6

1999年

1999年

 屋上

1999年  屋上

 2階機械室

1999年

 2階環境科学分析
室
 5階冷凍ｻﾝﾌﾟﾙ保管
庫

2

1999年1

1999年

 3階環境科学分析
室

1

1

1

1

1

10

44

2

3

1

1

1

1

1

1

2



機器表

建物名 　　No.3　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

 排気ﾌｧﾝ FE-6  No.2×770cm・h×100Pa

 1φ -100V-80W

 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

 排気ﾌｧﾝ FE-7  No.2×700cm・h×120Pa

 1φ -100V-80W

 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ

 排気ﾌｧﾝ FE-8  No.2×300cm・h×120Pa

 1φ -100V-40W

 処理風量：1000cm・h　　機外静圧：98.1Pa

 全熱交換器 HEF-1  温度交換率：75%

 1φ -100V-525W

 処理風量：800cm・h　　機外静圧：88.3Pa

 全熱交換器 HEF-2  温度交換率：74%

 1φ -100V-435W

 処理風量：650cm・h　　機外静圧：39.2Pa

 全熱交換器 HEF-3  温度交換率：74%

 1φ -100V-270W

 処理風量：500cm・h　　機外静圧：53.9Pa

 全熱交換器 HEF-4  温度交換率：74%

 1φ -100V-156W

 処理風量：350cm・h　　機外静圧：53.9Pa

 全熱交換器 HEF-5  温度交換率：75%

 1φ -100V-118W

 処理風量：250cm・h　　機外静圧：39.2Pa

 全熱交換器 HEF-6  温度交換率：72%

 1φ -100V-95W

 風量：400cm・h

 天井埋込型換気扇 EF-1  1φ -100V-48W

 風量：330cm・h

 天井埋込型換気扇 EF-2  1φ -100V-40W

 風量：4190cm・h

 天井埋込型換気扇 EF-3  1φ -100V-23W 3 1999年

2 1999年

4 1999年

10 1999年

8 1999年

6 1999年

2 1999年

3 1999年

 1階前室

8 1999年

1 1999年

 1～5階便所

1 1999年  1階ﾛｯｶｰ室

1999年

仕様・能力

5

12.環境共生学部南棟



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 冷凍能力：544320kcal/h(呼称能力：180usRT)

 暖房能力：560000kcal/h

 冷温水量：109㎥/min(冷却水 37℃～32℃ 温水 55℃)

 冷却水量：109㎥/min(冷却水 32℃)

 燃料消費量：145.6N㎥/h（5C　発熱量：4500kcal/N㎥）

 3φ -200Ｖ-60Ｈz-9.3kW

 呼称能力：180CＴ　　冷却能力：1.13kW

 冷却塔 TC-2  入口空気湿球温度　27℃　冷却水量：180㎥/min

 冷却水入口温度：37.5℃～32℃　 3φ -200Ｖ-2.2kW×2台

 容量：200L　　吐出量：20～60cc/min

 冷却塔用薬注装置 WU-3  最大吐出量：110mL/min　　最高吐出圧力：1.0MPa

 1φ -100V-15kW

 蓄冷能力：122kW　　蓄冷容量：1080kW/h　冷水：12℃～7℃

 冷却能力：180kW　　冷水：12℃～7℃

 加熱能力：200kW　　温水：40℃～45℃

 冷却能力（最大）：334kW

 3φ -200V　68.4kW　　圧縮機出力：45kW

 容量：600L　　最高使用圧力：0.78MPa

 膨張ﾀﾝｸ TEX-1

 片吸込渦巻

 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ PCD-1  150φ ×3000L/min×150kPa

 3φ -200V-60Ｈz-11kW

 片吸込渦巻

 一次側冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ PCH1-1  125φ ×1850L/min×100kPa

 (R-1系統)  3φ -200V-60Ｈz-5.5kW

 片吸込渦巻

 一次側冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ PCH1-2  100φ ×1000L/min×150kPa

 (R-2系統)  3φ -200V-60Ｈz-5.5kW

 片吸込渦巻

 二次側冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ PCH2-1  125φ ×1250L/min×250kPa

 (南北棟系統)  3φ -200V-60Ｈz-11kW

 片吸込渦巻

 二次側冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ PCH2-2  150φ ×2000L/min×500kPa

 (改修棟系統)  3φ -200V-60Ｈz-37kW

 300φ ×2500L×1300H

 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ(ﾚﾀﾝ) MHCHR-300A

機器表

建物名 　　No.2　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 300φ ×2600L×1300H

 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ(ﾚﾀﾝ) HCHS-300A

 200φ ×3600L×1300H

 冷温水ヘッダー(ｻﾌﾟﾗｲ) HCHS-200A

 200φ ×1700L×1300H

 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ(ｻﾌﾟﾗｲ) Ｍ1HCHS-200A

 （南北棟用）

 250φ ×1600L×1300H

 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ(ｻﾌﾟﾗｲ) Ｍ2HCHS-250A

 （改修棟用）

 100φ ×3000L×1300H

 空気抜ﾍｯﾀﾞｰ(ﾚﾀﾝ) HAV-100A

 冷房能力：11.2kW　　暖房能力：12.5kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾙﾁｴｱｺﾝ BAR-1-1  1φ -200V

 冷房能力：8.0kW　　暖房能力：9.8kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾙﾁｴｱｺﾝ BAR-1-2  1φ -200V

 冷房能力：3.6kW　　暖房能力：4.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾙﾁｴｱｺﾝ BAR-1-3-A  1φ -200V

 冷房能力：2.2kW　　暖房能力：2.5kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾙﾁｴｱｺﾝ BAR-1-3-B  1φ -200V

 冷房能力：35.5kW　　暖房能力：40.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾙﾁｴｱｺﾝ BAR-1-1-1  消費電力:(冷房)14.9kW　(暖房)13.2kW

 3φ -200V　　圧縮機出力：5.5+3.75kW

 冷房能力：22.4kW　　暖房能力：25.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-1  消費電力:(冷房)5.51kW　(暖房)5.81kW

 3φ -200V　圧縮機出力：3.75kW

 冷房能力：7.1kW　　暖房能力：9.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-2  消費電力:(冷房)2.95kW　(暖房)4.15kW

 3φ -200V　圧縮機出力：1.25kW

CK2  冷房能力：9.7kW　暖房能力：11.3kW

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FC-12  1φ -100Ｖ-190Ｗ

30

 UWIY1800A6RR-4 ﾀﾞｲｷﾝ1999年2

 6階熱源機械室川重冷却工業

 6階熱源機械室

 吸収式冷温水発生機 R-1

13.環境共生学部北棟

仕様・能力

1 GLA-1803 1999年

 氷蓄熱ﾁﾗﾕﾆｯﾄ  屋上

 SKB-180GS 1999年 空研工業

 6階熱源機械室

荏原製作所

 屋上

 GLL-014-VTC-M 1999年

 80×65FS4H 65.5

1

 AL-600 1999年

 125×100FS4JC 611 1999年

ﾎｰｺｽ

 6階熱源機械室

 6階熱源機械室

 100×80FS4G 65.5 1999年 荏原製作所  6階熱源機械室

1999年 荏原製作所

荏原製作所1999年

 6階熱源機械室

 125×100FS4JL 637 1999年 荏原製作所  6階熱源機械室

 80×65FS4K 611

 6階熱源機械室

 6階熱源機械室

1999年1

13.環境共生学部北棟

仕様・能力

1

 6階熱源機械室

1999年

1999年1

1999年1  6階熱源機械室

1999年  6階熱源機械室1

 6階熱源機械室

 室内機： 1999年 ﾀﾞｲｷﾝ
 2階環境情報処理演
習室

1999年

 1階監視盤室

 室内機： 1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

 屋上

 室内機： 1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

 1階実験室
 1階洗浄室

 室内機： 1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

 (室内機)
 4階植物資源実験準

備室

 （室外機)
 屋上

 室内機：
 室外機：

1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

 1階監視盤室

 室外機：RSLYJ355KC

1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

 室内機：
 室外機：

1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

1

1

1

1

2

2

1

 (室内機)
 2階電子顕微鏡室
 （室外機)
 屋上

1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

7

1

1

2

1

1

4

4

1



機器表

建物名 　　No.3　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

CK2  冷房能力：10.5kW　暖房能力：11.7kW

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FC-12  1φ -100Ｖ-190Ｗ

35

CK2  冷房能力：6.3kW　暖房能力：7.9kW

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FC-8  1φ -100Ｖ-149Ｗ

15

CK2  冷房能力：6.8kW　暖房能力：8.1kW

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FC-8  1φ -100Ｖ-149Ｗ

17.5

CK2  冷房能力：7.1kW　暖房能力：8.4kW

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FC-8  1φ -100Ｖ-91Ｗ

20

CK2  冷房能力：7.8kW　暖房能力：8.8kW

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FC-8  1φ -100Ｖ-190Ｗ

25

CK2  冷房能力：5.0kW　暖房能力：5.9kW

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FC-6  1φ -100Ｖ-190Ｗ

12.5

CK2  冷房能力：5.3kW　暖房能力：6.0kW

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FC-6  1φ -100Ｖ-149Ｗ

15

CK2  冷房能力：5.6kW　暖房能力：6.2kW

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FC-6  1φ -100Ｖ-149Ｗ

17.5

CK2  冷房能力：6.4kW　暖房能力：6.5kW

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FC-6  1φ -100Ｖ-91Ｗ

25

 風量：12㎥/min　　静圧：65mmAq

 ﾄﾞﾗﾌﾄﾌｧﾝ FD-1  3φ -200Ｖ-1.5Ｗ

 風量：25㎥/min　　静圧：85mmAq

 ﾄﾞﾗﾌﾄﾌｧﾝ FD-2  250φ ×400cm・h

 冷却能力：63kW

 年間冷却型ﾁﾗﾕﾆｯﾄ CU-1  冷水量：181LPMh　　冷水：12℃～7℃

 3φ -200Ｖ-60Ｈz-23.4kW

 熱出力：107800kcal/h　相当蒸気量：200kg/h

 蒸気ﾎﾞｲﾗ BS-1  伝熱面積：4.5㎡　最高使用圧力：7kg/c㎡　燃料消費量：47.0N㎥/h

 3φ -200Ｖ-1.0kW　自動軟化器(2台自動切替運転式)

機器表

建物名 　　No.4　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 処理風量　3000cm・h

 熱交換ﾕﾆｯﾄ HEU-1

 有効容量：3000L(低温槽：2000L　高温槽：1000Ｌ）

 冷水ﾀﾝｸ TCW-1  ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ

 処理風量：3000cm・h　　3φ -200Ｖ-2.2kW

 空調機 AHU-1  冷却能力：55000kcal/h　　冷水　7℃～12℃

 暖房能力：35000kcal/h　　加湿能力：30kg/h

 処理風量：800cm・h　　再加熱能力：1.7kW

 再熱器 RH-1  1φ -200Ｖ　　電気ﾋｰﾀｰ：1.7kW

 処理風量：600cm・h　　再加熱能力：1.3kW

 再熱器 RH-2  1φ -200Ｖ　　電気ﾋｰﾀｰ：1.3kW

 ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ

 一次側冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ PC1-1  50φ ×200LPM×150kPa

 3φ -200Ｖ-1.5kW

 ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ

 二次側冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ PC2-2  50φ ×200LPM×200kPa

 3φ -200Ｖ-2.2kW

 65×50φ ×600LPM×40m×400kPa×3.7kW×2台

 給水加圧ﾕﾆｯﾄ CPU-1  3φ -200Ｖ

 65×300L/min×50m×5.5kW

 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ FPU-2  3φ -200Ｖ

 制御盤：型式　EPM1-C25.5OX

 汚水汚物用水中ポンプ

 排砂ﾎﾟﾝﾌﾟ SDP-3  50φ ×100LPM×6MH

 1φ -100V-0.4kW

 ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ

 ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ RP-4  50φ ×200LPM×150kPa

 3φ -200Ｖ-1.5kW

 ろ過能力：6㎥/h

 急速ろ過装置 SRU-5

 ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬﾎﾟﾝﾌﾟ

 滅菌ﾎﾟﾝﾌﾟ KP-6  吐出量：1～5cc/min

 3φ -200Ｖ

1 1999年

 AF-S 1 1999年 ｾﾞｵﾗｲﾄ
 1階雨水ろ過・
 　　　消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室

1 1999年

 1階雨水ろ過・
 　　　消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室

1 1999年

 65MCFU2 65.5 1 1999年 荏原製作所

 1階動物飼育室

 50MDPA2 63.7B 1 1999年 荏原製作所
 1階雨水ろ過・
 　　　消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室

1 1999年

 屋上

1 1999年  1階動物飼育室

1 1999年

 1階機械室

3 1999年  屋上

 GV-4 1 1999年 新光工業

 1階機械室

 MP 1 1999年 森松工業  屋上

1999年 精研ﾛｽｺﾝ

ﾀｸﾏ

 屋上

 1階機械室 TWG-200 1 1999年

 UWAJ630BAKR 1 1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

 屋上

 TF2RH 1 1999年  屋上

 TF2RH 1 1999年

10 1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

4 1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

5 1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

1 1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

仕様・能力

1

13.環境共生学部北棟

1

7

1999年

2 1999年

13.環境共生学部北棟

仕様・能力

 RAA-202NS

14 ﾀﾞｲｷﾝ

ﾀﾞｲｷﾝ



機器表

建物名 　　No.5　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 汚水汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ

 滅菌ﾎﾟﾝﾌﾟ PDP-7  50φ ×50LPM×65MH

 1φ -100V

 容量：200Ｌ

 消火補給水槽 FT-1

 給湯能力　24号

 給湯器 GH-1

 給湯能力　20号

 給湯器 GH-2

 給湯能力　16号

 給湯器 GH-3

 給湯能力　20号

 給湯器 EH-1

 処理風量：750cm・h　　機外静圧：100Ｐa

 全熱交換器 HEF-1  1φ -100V-480W

 処理風量：600cm・h　　機外静圧：100Ｐa

 全熱交換器 HEF-2  1φ -100V-355W

 処理風量：500cm・h　　機外静圧：50Ｐa

 全熱交換器 HEF-3  1φ -100V-235W

 処理風量：350cm・h　　機外静圧：50Ｐa

 全熱交換器 HEF-4  1φ -100V-195W

 処理風量：350cm・h　　機外静圧：30Ｐa

 全熱交換器 HEF-5  1φ -100V-200W

 処理風量：300cm・h　　機外静圧：30Ｐa

 全熱交換器 HEF-6  1φ -100V-120W

 処理風量：250cm・h　　機外静圧：30Ｐa

 全熱交換器 HEF-7  1φ -100V-78W

機器表

建物名 　　No.6　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 処理風量：200cm・h　　機外静圧：30Ｐa

 全熱交換器 HEF-8  1φ -100V-75W

 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊形

 送風機 OF-1  No.3×7500cm・h×170Ｐa

 3φ -200Ｖ-2.2kW

 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊形

 送風機 OF-2  No.1・3/4×2000cm・h×120Ｐa

 3φ -200Ｖ-0.75kW

 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊形

 排風機 FE-1  No.2・1/2×5500cm・h×150Ｐa

 3φ -200Ｖ-1.5kW

 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊形

 排風機 FE-2  No.2×4500cm・h×150Ｐa

 3φ -200Ｖ-1.5kW

 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊形

 排風機 FE-3  No.1・3/5×1800cm・h×100Ｐa

 3φ -200Ｖ-0.75kW

 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ天吊形

 排風機 FE-4  No.1・1/4×1300cm・h×100Ｐa

 3φ -200Ｖ-0.4kW

 150φ ×350cm・h×40Ｐa

 換気扇 EF-1  1φ -100V-50W

 150φ ×300cm・h×40Ｐa

 換気扇 EF-2  1φ -100V-44W

 150φ ×200cm・h×30Ｐa

 換気扇 EF-3  1φ -100V-27W

 100φ ×100cm・h×20Ｐa

 換気扇 EF-4  1φ -100V-12W

 100φ ×100cm・h×20Ｐa

 換気扇 EF-5  1φ -100V-12W

 150φ ×150cm・h×20Ｐa

 換気扇 EF-6  1φ -100V-22W 1 1999年

1 1999年

1 1999年

1 1999年

1 1999年

 1階実験室

5 1999年

1 1999年

 1階電気室

1 1999年  1階機械室

1 1999年

 1階機械室

1 1999年  6階熱源機械室

1 1999年

1 1999年  6階熱源機械室

13.環境共生学部北棟

仕様・能力

3 1999年

1 1999年

2 1999年

1 1999年

3 1999年

7 1999年

4 1999年

4 1999年

 屋外

1 1999年  屋外

3 1999年

 屋外

1 1999年  屋外

1 1999年

1 1999年 ﾍﾞﾙﾃｸﾉ  屋上

13.環境共生学部北棟

仕様・能力

1 1999年



機器表

建物名 　　No.7　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 150φ ×150cm・h×3Ｐa

 換気扇 EF-7  1φ -100V-6W

 250φ ×400cm・h

 換気扇 EF-8  1φ -100V-30W 1 1999年

13.環境共生学部北棟

仕様・能力

1 1999年



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 冷房能力：4.5kW　　暖房能力：5.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-1  消費電力:(冷房)1.81kW　(暖房)1.74kW

 3φ -200V　圧縮機出力：1.3kW

 150φ ×250cm・h×30Ｐa

 換気扇 EF-1  1φ -100V-49W

 150φ ×200cm・h×30Ｐa

 換気扇 EF-2  1φ -100V-36W

 300φ ×1600cm・h×40Ｐa

 換気扇 EF-3  1φ -100V-73.5W

 300φ ×1600cm・h×40Ｐa

 換気扇 EF-4  1φ -100V-73.5W

14.構造実験棟

仕様・能力

 FY-32SK5

 室内機：SHYCJ45LT
 室外機：

1999年

1999年

ﾀﾞｲｷﾝ
 (室内機)
 材料実験測定室
 構造実験測定室

 材料実験測定室
 構造実験測定室

 FY-27SK5 1999年
 材料実験測定室
 構造実験測定室

 準備室

 FY-30GSU 1999年
 材料実験測定室
 構造実験測定室

 FY-30GSU3 1999年

2

2

2

1

4



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 給湯能力：45000kcal/h　　貯湯量：67Ｌ

 温室ﾎﾞｲﾗ B-1  1φ -100V-200W

 冷却能力：7.5kW

 冷水機 CH-2  3φ -200V-2.2kW

 容量：200L

 冷水ﾀﾝｸ TC-1

 容量：8L　

 膨張ﾀﾝｸ TEX-1

 ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ

 冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ PC-1  25φ ×30LPM×80kPa

 1φ -100V-0.25kW

 ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ

 温水ﾎﾟﾝﾌﾟ PH-2  32φ ×140LPM×80kPa

 1φ -100V-0.4kW

 ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ

 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ PCH-3  25φ ×20LPM×30kPa

 1φ -100V-0.08kW

 ﾀﾝｸ容量：200L

 細霧冷房装置 PSP-1  1.2LPM×1.96mPa

 3φ -200V-0.75kW

 1φ -100V-10.0×7.0kW

 灌水弁装置 KWU-2

 交換熱量：6000kcal/h　　熱交換器胴口径：50A

 熱交換器 EXC-1  処理水量：20LPM

 ｼｪﾙ側流体　冷水(7℃)　ﾁｭｰﾌﾞ側流体　水(22℃)

 交換熱量：6000kcal/h　　熱交換器胴口径：50A

 熱交換器 EXC-1  処理水量：20LPM

 ｼｪﾙ側流体　温水(45℃)　ﾁｭｰﾌﾞ側流体　水(30℃)

 空気抜ﾍｯﾀﾞｰ HAV-50A

 冷房能力：4.5kW　　暖房能力：5.0kW

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-1  消費電力:(冷房)1.81kW　(暖房)1.74kW

 3φ -200V　圧縮機出力：1.3kW

機器表

建物名 　　No.2　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 150φ ×250cm・h×30Ｐa

 換気扇 EF-1  1φ -100V-49W

 300φ ×1500cm・h×40Ｐa

 換気扇 EF-2  1φ -100V-68.5W

 300φ ×1500cm・h×40Ｐa

 換気扇 EF-3  1φ -100V-66W

15.温室

仕様・能力

 UWAJ75B

 GD-452TS 1999年

1999年

ﾈﾎﾟﾝ

ﾀﾞｲｷﾝ

 ﾎﾞｲﾗｰ室

 屋外

1999年  ﾎﾞｲﾗｰ室

 ﾎﾞｲﾗｰ室

 25LPD6.25S 1999年 荏原製作所  ﾎﾞｲﾗｰ室

 32LPD6.4A 1999年 荏原製作所

1999年

 ﾎﾞｲﾗｰ室

 25LPD6.08S 1999年 荏原製作所  ﾎﾞｲﾗｰ室

1  ﾎﾞｲﾗｰ室

1999年  ﾎﾞｲﾗｰ室

1999年

1999年

1999年

 室内機：SHYCJ45LT
 室外機：

1999年 ﾀﾞｲｷﾝ

 (室内機)
 実験室
 (室外機)
 屋外

15.温室

仕様・能力

 FY-32SK5

1999年

 温室

1999年 松下電器

 FY-30GSU3 1999年 松下電器

 実験室

 FY-30GSU3 1999年 松下電器

 温室

1

1

1

5

1

1

1

1

3

3

1

2

2

1

1



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 冷房能力：4500kcal/h　　暖房能力：5000kcal/h

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-1  1φ -200V　圧縮機出力：1.3kW

 250φ ×900㎥/h

 換気扇 FE-1  1φ -100V

 100φ ×100㎥/h

 換気扇 FE-2  1φ -100V

 屋外壁掛形10号ﾀｲﾌﾟ

 ｶﾞｽ瞬間湯沸器 GH-1

 処理風量：100cm・h　　機外静圧：3mmAq

 全熱交換器 HE-1  1φ -200V

16.第2ｸﾗﾌﾞ室

仕様・能力

 室内機：
 室外機：PUH-45FK

1994年

1994年

三菱電機

 (室内機)
 1階準備室
 (室外機)
 屋外

1994年

 屋外

1999年  1階準備室

 RGH10EME 1994年

1

4

4

4

1



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 ｼｽﾃﾑｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　　3φ -200V

 送風機：ｻﾌﾟﾗｲ　18400㎥/h×45mmAq×15.0kW

　　　　　 ﾚﾀﾝ 　　18400㎥/h×35mmAq×7.5kW

 冷房能力：993000kcal/h×331L/min

 暖房能力：837000kcal/h×279L/min

 冷水：7℃～12℃　　温水：48℃～43℃

 ｼｽﾃﾑｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　　3φ -200V

 送風機：ｻﾌﾟﾗｲ　12300㎥/h×45mmAq×11.0kW

　　　　　 ﾚﾀﾝ 　　12300㎥/h×30mmAq×5.5kW

 冷房能力：524000kcal/h×175L/min

 暖房能力：280000kcal/h×93L/min

 冷水：7℃～12℃　　温水：48℃～43℃

 ｼｽﾃﾑｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　　3φ -200V

 送風機：ｻﾌﾟﾗｲ　3600㎥/h×35mmAq×2.2kW

　　　　　 ﾚﾀﾝ 　　3600㎥/h×25mmAq×1.5kW

 冷房能力：24100kcal/h×80L/min

 暖房能力：22400kcal/h×75L/min

 冷水：7℃～12℃　　温水：48℃～43℃

 冷房能力：45000kcal/h

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ CAC-1  3φ -200V　圧縮機出力：3.75kW

 冷房能力：7100kcal/h　　暖房能力：7000kcal/h

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-1  3φ -200V　圧縮機出力：3.75kW

 冷房能力：3500kcal/h　　暖房能力：4400kcal/h

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ AC-2  3φ -200V　圧縮機出力：3.75kW

 冷房能力：5400～5100kcal/h

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FC-1  暖房能力：5400～5100kcal/h

 冷温水量：18～17L/min　　1φ -100Ｖ-105Ｗ

 冷房能力：4650～3900kcal/h

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FC-2  暖房能力：4650～3900kcal/h

 冷温水量：15.5～13L/min　　1φ -100Ｖ-76Ｗ

 冷房能力：3450～3000kcal/h

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FC-3  暖房能力：3450～3000kcal/h

 冷温水量：11.5～10L/min　　1φ -100Ｖ-53Ｗ

 処理風量：263㎥/h

 全熱交換器 HE-5  1φ -100V-153W

機器表

建物名 　　No.2　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 処理風量：500㎥/h

 全熱交換器 HE-6  1φ -100V-153W

 処理風量：160㎥/h

 全熱交換器 HE-7  1φ -100V-82W

 20cm×400㎥/h×50.5W

 天井埋込形換気扇 HE-8

 15cm×135㎥/h×13W

 天井埋込形換気扇 HE-9

 18cm×320㎥/h×40.5W

 天井埋込形換気扇 HE-10

 18cm×270㎥/h×21W

 天井埋込形換気扇 HE-11

 No.5×5400㎥/h×7mmAq×0.75kW

 消音ﾎﾞｯｸｽ付ﾗｲﾝﾌｧﾝ HE-12  3φ -200V

 空調用膨張ﾀﾝｸ EXT-1

 ﾎﾟﾝﾌﾟ室付受水槽 W-1

 消防用受水槽 XT-1

 貯湯量：20L

 貯湯式湯沸器 EH-1  1φ -200V-1.5kW

 32×50φ ×400L/min×40m×3.7kW

 自動給水加圧装置 WP-1  3φ -200V

17.総合管理学部棟

仕様・能力

1 AH-30DELKAHU-9

 (室内機)
 2階電算機室
 (室外機)
 屋上

2 1993年 日立製作所

1993年 日立製作所

 室内機：
 室外機：

1993年 ﾀﾞｲｷﾝ1

 室内機：
 室外機：

1993年 ﾀﾞｲｷﾝ

 (室内機)
 2階電算機室
 (室外機)
 屋上

 室内機：
 室外機：

1993年 ﾀﾞｲｷﾝ

 (室内機)
 2階電算機室
 (室外機)
 屋上

1993年 ﾀﾞｲｷﾝ

1993年 ﾀﾞｲｷﾝ

1993年 ﾀﾞｲｷﾝ

1993年  教員研究室

17.総合管理学部棟

仕様・能力

 中央ｺﾝﾋﾟｭ-ﾀ-室

1993年
 総合管理学部資料
室

1993年

 便所

1993年  身障者便所

1993年

1993年

湯沸室

1993年  廊下

 屋上

1993年

 屋上

1993年

 ELV機械室

1993年

1993年

1993年1

1

 屋外

 屋外

1

5

69

3

1993年

1

4

6

4

6

1

 3階機械室日立製作所

1

1

46

2

2

10

1993年

 空調機
 （全熱交換器組込型)
 3階演習室,4階演習室,
 5階演習室系統

AHU-11-1
AHU-11-2
AHU-11-3

 AH-6DELK 2

 空調機
 （全熱交換器組込型)
 2階演習室,会議室,
 資料室

 空調機
 （全熱交換器組込型)
 1階西側系統,東側系
統

AHU-10-1
AHU-10-2

 AH-20DELK

 3階機械室

 1階機械室
 2階機械室



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 冷凍能力：3.52kW (100usRT)

 加熱能力：3.07kW

 燃料消：13Aｶﾞｽ

 3φ -200Ｖ-60Ｈz

 冷却能力：1160000kcal/h　　2.2kW×2台

 冷却塔 CT-2  入口空気湿球温度：27℃　　冷却水量：3200L/min

 冷却水出入口温度　38℃～32℃　　3φ -200V-5.0kW

 冷却能力：297000kcal/h　冷水入口：10℃　　出口：5℃

 冷凍機  加熱能力：300000kcal/h　温水入口：45℃　　出口：50℃

 冷温水量：1000L/min　　3φ -200V-135kW

 (冷房時)熱交換能力：780000kcaI/h　　冷水量：2600L/min

　　　1次冷水入口：5℃　　出口：10℃

　　　2次冷水入口：12℃　 出口：7℃

 (暖房時)熱交換能力：480000kcaI/h　　温水量：1600L/min

 熱交換器 PEX-1 　　　1次冷水入口：50℃　 出口：45℃　圧力損失：5.0mmAq以下

　　　2次冷水入口：43℃　 出口：48℃　圧力損失：1.8mmAq以下

 最高使用圧力　1次側：4.0kg/c㎡G　　2次側：4.0kg/c㎡G

 設計圧力　　　　1次側：10.0kg/c㎡G　2次側：10.0kg/c㎡G

 300φ ×4300L×1000H　容量：400L

 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ（ｻﾌﾟﾗｲ） HCHS-1

 300φ ×3300L×1000H　容量：280L

 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ（ﾚﾀﾝ） HCHR-2

 300φ ×3300L×1000H　容量：200L

 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ（ﾚﾀﾝ） HCHR-3

 100φ

 空気抜ﾍｯﾀﾞｰ HA-4,5,6

 渦巻型

 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ PCD-1  125φ ×1600L/min×20mH

 3φ -200V-11kW

 渦巻型

 蓄熱冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ PTI-1  1200φ ×1000L/min×33mH

 (蓄熱槽系統)  3φ -200V-11kW

機器表

建物名 　　No.2　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 渦巻型

 放熱冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ PTO-2  100φ ×1300L/min×19mH

 (蓄熱槽系統)  3φ -200V-7.5kW

 渦巻型

 1次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ PCH1-1  100φ ×1300L/min×20mH

 (蓄熱槽系統)  3φ -200V-7.5kW

 渦巻型

 1次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ PCH1-2  100φ ×1000L/min×16mH

 (吸収式冷温水機系統)  3φ -200V-5.5kW

 渦巻型

 2次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ PCH2-1  100φ ×850L/min×34mH

 (図書館棟AHU系統)  3φ -200V-11kW

 渦巻型

 2次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ PCH2-2  100φ ×900L/min×23mH

 (総合管理学部棟AHU系統)  3φ -200V-7.5kW

 渦巻型

 2次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ PCH2-3  80φ ×550L/min×34mH

 (総合管理学部棟FCU系統)  3φ -200V-7.5kW

 渦巻型

 2次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ PCH2-4  100φ ×750L/min×25mH

 (講義棟2号館AHU系統)  3φ -200V-5.5kW

 渦巻型

 2次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ PCH2-5  80φ ×700L/min×23mH

 (大ﾎｰﾙAHU系統)  3φ -200V-5.5kW

 薬注タンク：100L

 薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ装置 PWT-1  吐出量：20～110cc/min

 3φ -200V-5.5kW

 (空調機)床置横型エアハンドリングユニット

 処理風量：18000㎥/h　3φ -200V- 15.0+7.5kW

 冷却能力：140000kcal/h　冷水：7℃～12℃

 加熱能力：111000kcal/h　温水：48℃～43℃

 冷温水量：467L/min　冷温水コイル圧力損失：4.0mmAq以下

 (全熱交換器)処理風量：1290㎥/h　3φ -200V-0.1kW

 (空調機)床置横型エアハンドリングユニット

 処理風量：19000㎥/h　3φ -200V- 15.0+11.0kW

 冷却能力：90000kcal/h　冷水：7℃～12℃

 加熱能力：103000kcal/h　温水：48℃～43℃

 冷温水量：330L/min　冷温水コイル圧力損失：4.0mmAq以下

 (全熱交換器)処理風量：1290㎥/h　3φ -200V-0.1kW

日立製作所

 空調機
 （全熱交換器組込型)
 大ﾎｰﾙ系統

AHU-12  AH-27DELK 1

 空調機
 （全熱交換器組込型)
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ・
 学生ﾛﾋﾞｰ系統

AHU-13  AH-30DELK 1 1993年10月

 吸収式冷温水発生機  HAU-BGN120EXP 2  B1階機械室

18.大ﾎｰﾙ

仕様・能力

 SKB-200PGRS

 CAH-120J

1993年10月 日立製作所

ﾀﾞｲｷﾝ  屋上

2009年6月 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ

1993年 空研工業  屋上

1993年

 B1階機械室 M15-BKM8 1993年

1993年1  B1階機械室

1993年  B1階機械室

 B1階機械室

1993年  B1階機械室

 100×80FS4J　611
1993年9月

(オーバーホール)
2009年5月8日

荏原製作所2

1993年1

 B1階機械室

 80×65FS4K　611
1993年9月

(オーバーホール)
2009年5月8日

荏原製作所  B1階機械室1

 B1階機械室

1993年9月
(オーバーホール)
2009年5月8日

荏原製作所

18.大ﾎｰﾙ

仕様・能力

 80×65FS4J　67.5 2

1993年9月
(オーバーホール)
2009年5月8日

荏原製作所

 B1階機械室

 80×65FS4J　67.5
1993年9月

(オーバーホール)
2009年5月8日

荏原製作所

 B1階機械室

 80×65FS4K　611
1993年9月

(オーバーホール)
2009年5月8日

荏原製作所  B1階機械室2

 B1階機械室

 80×65FS4K　67.5
1993年9月

(オーバーホール)
2009年5月8日

荏原製作所  B1階機械室

 80×65FS4J　67.5

 80×65FS4J　65.5
1993年9月

(オーバーホール)
2009年5月8日

荏原製作所

1993年9月
(オーバーホール)
2009年5月8日

荏原製作所

2

 65×50FS4J　65.5
1993年9月

(オーバーホール)
2009年5月8日

荏原製作所

1993年

 B1階機械室

 B1階機械室

 屋上

 2階機械室

 2階機械室

1

1

1

1

1

3

2

2

2 80×65FS4H　65.5

1

1



機器表

建物名 　　No.3　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 (空調機)床置横型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

 処理風量：7600㎥/h　3φ -200V- 5.5+3.75kW

 冷却能力：33000kcal/h　冷水：7℃～12℃

 加熱能力：29000kcal/h　温水：48℃～43℃

 冷温水量：110L/min　冷温水ｺｲﾙ圧力損失：4.0mmAq以下

 (全熱交換器)処理風量：1200㎥/h　3φ -200V-0.1kW

 (空調機)床置横型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

 処理風量：20000㎥/h　3φ -200V- 15.0+11.0kW

 冷却能力：147000kcal/h　冷水：7℃～12℃

 加熱能力：103000kcal/h　温水：48℃～43℃

 冷温水量：490L/min　冷温水ｺｲﾙ圧力損失：4.0mmAq以下

 (全熱交換器)処理風量：11100㎥/h　3φ -200V-0.2kW

 (空調機)床置横型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

 処理風量：19000㎥/h　3φ -200V- 15.0+11.0kW

 冷却能力：143000kcal/h　冷水：7℃～12℃

 加熱能力：103000kcal/h　温水：48℃～43℃

 冷温水量：477L/min　冷温水ｺｲﾙ圧力損失：4.0mmAq以下

 (全熱交換器)処理風量：11100㎥/h　3φ -200V-0.2kW

20  冷房能力：7400kcal/h　暖房能力：6000kcal/h

 ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ FCU-8  1φ -100Ｖ-105Ｗ

FR  冷温水量：20L/min

 処理風量：150㎥/h　静圧：3mmAq

 全熱交換器 HE-8  1φ -100Ｖ-86Ｗ

 ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 送風機 F-1  No.2・1/2×7000cm・h×25mmAq×2.2kW

 ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 送風機 F-2  No.2×4000cm・h×17mmAq×1.5kW

 ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 送風機 F-3  No.2×3300cm・h×15mmAq×0.75kW

 ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 送風機 F-4  No.2×3000cm・h×15mmAq×0.75kW

 中間ﾀﾞｸﾄ取付型ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 換気扇 FE-18  200φ ×750cm・h×10mmAq×100W

機器表

建物名 　　No.4　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 壁取付有圧型

 換気扇 FE-19  300φ ×1200cm・h×5mmAq

 50φ ×150L/min×7mH

 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ PD-1  3φ -200V-0.4×2kW

 空調機
 （全熱交換器組込型)
 中講義室3・4系統

AHU-16  AH-30DELK 1

 AH-30DELK 1
 空調機
 （全熱交換器組込型)
 中講義室1・2系統

AHU-15 1993年10月 日立製作所

 空調機
 （全熱交換器組込型)
 情報処理実習室系統

AHU-14  AH-12DELK 1  2階機械室1993年10月 日立製作所

 2階空調機室

1 1993年

 学生ﾛﾋﾞｰ

18.大ﾎｰﾙ

仕様・能力

3 1993年

2 1993年

 2階空調機室

1 1993年  熱源機械室

1 1993年

 1階電気室

1 1993年  熱源機械室

1 1993年

5 1993年  教員研究室

5 1993年 ﾀﾞｲｷﾝ

 2階機械室

日立製作所  2階機械室1993年10月

18.大ﾎｰﾙ

仕様・能力



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 (空調機)床置横型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

 処理風量：13000㎥/h　3φ -200V- 11.0+5.5kW

 冷却能力：70000kcal/h　冷水：7℃～12℃

 加熱能力：58000kcal/h　温水：48℃～43℃

 冷温水量：467L/min　冷温水ｺｲﾙ圧力損失：4.0mmAq以下

 (全熱交換器)処理風量：4650㎥/h　3φ -200V-0.1kW

 (空調機)床置横型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

 処理風量：17000㎥/h　3φ -200V- 11.0+7.5kW

 冷却能力：78000kcal/h　冷水：7℃～12℃

 加熱能力：58000kcal/h　温水：48℃～43℃

 冷温水量：260L/min　冷温水ｺｲﾙ圧力損失：4.0mmAq以下

 (全熱交換器)処理風量：3630㎥/h　3φ -200V-0.1kW

 ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 送風機 F-5  No.1・3/4×4900cm・h×20mmAq×0.4kW

 壁取付有圧型

 換気扇 FE-13  250φ ×600cm・h×3mmAq×100W

 壁取付有圧型

 換気扇 FE-14  250φ ×600cm・h×50W

 中間ﾀﾞｸﾄ取付型ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 換気扇 FE-15  250φ ×900cm・h×5mmAq

 中間ﾀﾞｸﾄ取付型ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 換気扇 FE-16  200φ ×600cm・h×5mmAq×100W

 天井取付型

 換気扇 FE-17  150φ ×200cm・h×3mmaq×50W

 2階機械室

 2階機械室

 空調機
 （全熱交換器組込型)
 小会議室1,2,3,
 準備室系統

AHU-17  AH-22DELK 1

 空調機
 （全熱交換器組込型)
 小会議室4,5,6,7系統

19.講義棟2号館

仕様・能力

1993年10月

AHU-18  AH-33DELK 1

 2,3階空調機室

日立製作所

1993年

1993年10月 日立製作所

1993年

 1階ELV機械室

1993年

 1階倉庫

1993年2  1階男・女便所

1993年  2,3階男・女便所

 1,2,3階身障者便所1993年

1

2

1

4

6



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 横型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（ﾐｷｼﾝｸﾞBOX共)

 風量：182cm・h　　3φ -200V

 冷却能力：52610kcal/h　暖房能力：65025kcal/h

 水量(冷房)175.4L/min　(暖房)216.8L/min　

 ｼｽﾃﾑｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（ﾐｷｼﾝｸﾞBOX共)

 風量：90cm・h　　3φ -200V

 冷却能力：43899kcal/h　暖房能力：43899kcal/h

 水量(冷房)182.9L/min　(暖房)182.9L/min　

 縦型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（ﾐｷｼﾝｸﾞBOX共)

 風量：84.6cm・h　　3φ -200V

 冷却能力：14718kcal/h　暖房能力：21252kcal/h

 水量(冷房)84.6L/min　(暖房)88.6L/min　

 横型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（ﾐｷｼﾝｸﾞBOX共)

 風量：174.4cm・h　　3φ -200V

 冷却能力：31782kcal/h　暖房能力：41063kcal/h

 水量(冷房)105.9L/min　(暖房)136.9L/min　

 ｼｽﾃﾑｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（ﾐｷｼﾝｸﾞBOX共)

 風量：146.5cm・h　　3φ -200V

 冷却能力：63297kcal/h　暖房能力：61681kcal/h

 水量(冷房)263.7L/min　(暖房)257.0L/min　

 横型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（ﾐｷｼﾝｸﾞBOX共)

 風量：326.4cm・h　　3φ -200V

 冷却能力：87643kcal/h　暖房能力：79514kcal/h

 水量(冷房)292.1L/min　(暖房)265.0L/min　

機器表

建物名 　　No.2　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 横型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（ﾐｷｼﾝｸﾞBOX共)

 風量：266.5cm・h　　3φ -200V

 冷却能力：64275kcal/h　暖房能力：63703kcal/h

 水量(冷房)214.3L/min　(暖房)212.3L/min　

 縦型ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（ﾐｷｼﾝｸﾞBOX共)

 風量：557.8cm・h　　3φ -200V

 冷却能力：85110kcal/h　暖房能力：80539kcal/h

 水量(冷房)283.7L/min　(暖房)268.5L/min　

 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ型

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾙﾁｴｱｺﾝ No.9子機  冷房能力：10000kcal/h　　暖房能力：11200kcal/h

 (ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ)  1φ -200V

 室外機

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾙﾁｴｱｺﾝ ACP-1  冷房能力：31500kcal/h　　暖房能力：35500kcal/h

 (ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ)  3φ -200V　　圧縮機出力：5.5+3.75kW

 天井ｶｾｯﾄ型(4方向吹出し)

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾙﾁｴｱｺﾝ No.10子機  冷房能力：4000kcal/h　　暖房能力：4500kcal/h

 (ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ)  1φ -200V

 天井ｶｾｯﾄ型(2方向吹出し)

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾙﾁｴｱｺﾝ No.10子機  冷房能力：4000kcal/h　　暖房能力：4500kcal/h

 (ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ)  1φ -200V

 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ型

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾙﾁｴｱｺﾝ No.10子機  冷房能力：6300kcal/h　　暖房能力：7100kcal/h

 (ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ)  1φ -200V

 室外機

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾏﾙﾁｴｱｺﾝ ACP-2  冷房能力：25000kcal/h　　暖房能力：28000kcal/h

 (ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ)  3φ -200V　　圧縮機出力：3.75+3.75kW

 床置型

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ  冷房能力：12500kcal/h　　暖房能力：13200kcal/h

 (ﾘﾓｰﾄｺﾝﾃﾞﾝｻｰ形)  3φ -200V　　圧縮機出力：3.75kW

 65φ ×300L/min×78.5m

 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ  3φ -200V-7.5kW

ﾀﾞｲｷﾝ
 空調機
 3階開架書庫系統

AHU-6  AHCV35EA 1 1993年8月

 空調機
 2階開架書庫(ｲﾝﾃﾘｱ)
 系統

AHU-4  AHCV19EA 1

 空調機
 2階開架書庫(ﾍﾟﾘﾒｰ
ﾀｰ)
 系統

AHU-5  AHC17A-S 1

 空調機
 軽読書ｺｰﾅｰ(ｲﾝﾃﾘｱ)
 系統

AHU-2  AHC10A-S 1 1993年6月

 空調機
 1階ﾎｰﾙ系統

AHU-1  AHCV19EA 1  1階機械室

20.図書館

仕様・能力

1993年6月 ﾀﾞｲｷﾝ

ﾀﾞｲｷﾝ  1階機械室

 空調機
 軽読書ｺｰﾅｰ(ﾍﾟﾘﾒｰ
ﾀｰ)
 系統

AHU-3  AHCV10EA 1 1993年6月 ﾀﾞｲｷﾝ  1階機械室

 3階機械室

 2階機械室

ﾀﾞｲｷﾝ
 空調機
 一般閲覧室系統

AHU-7  AHCV29EAR 1

1993年7月 ﾀﾞｲｷﾝ

1993年7月 ﾀﾞｲｷﾝ

1993年8月

 空調機
 4階特別資料室系統

AHU-8  AHGV51EA 1 1993年9月 ﾀﾞｲｷﾝ  4階機械室

 3階機械室

1993年 ﾀﾞｲｷﾝ

20.図書館

仕様・能力

 室内機：  2階系統

 室外機：RSLY13H 1993年 ﾀﾞｲｷﾝ  屋上

4

1

 室内機： 1993年 ﾀﾞｲｷﾝ1

1

 1階整理倉庫

 室内機： 1993年 ﾀﾞｲｷﾝ  1階ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室

 2階系統

 室外機：RSXY10H 1993年 ﾀﾞｲｷﾝ  屋上

 室内機：

 1階ﾎﾟﾝﾌﾟ室

 室内機：
 室外機：SRYP5MB

1993年 ﾀﾞｲｷﾝ

 65MCFU5　67.5 1993年9月1

 2階機械室

 (室内機)
 4階特別資料室
 (室外機)
 屋上

3

1

1

荏原製作所

1993年 ﾀﾞｲｷﾝ



機器表

建物名 　　No.1　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 冷房能力：23300kcal/h　　暖房能力：13700kcal/h

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-1  送風量：5200cm・h　静圧：30mmAq　加湿能力：1.8kg/h

 (1階視聴覚室系統)  3φ -200V-7.5kW

 冷房能力：19200kcal/h　　暖房能力：15100kcal/h

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-2  送風量：4500cm・h　静圧：30mmAq　加湿能力：2.1kg/h

 (1階LL教室系統)  3φ -200V-7.5kW

 冷房能力：20900kcal/h　　暖房能力：14300kcal/h

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-3  送風量：4600cm・h　静圧：30mmAq　加湿能力：2.7kg/h

 (2階LL教室系統)  3φ -200V-7.5kW

 室内機

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-4  冷房能力：3150kcal/h　　暖房能力：3550kcal/h

 1φ -200V-0.061kW

 室内機

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-5  冷房能力：4000kcal/h　　暖房能力：4500kcal/h

 1φ -200V-0.075kW

 室内機

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-6  冷房能力：5000kcal/h　　暖房能力：5600kcal/h

 1φ -200V-0.075kW

 室内機

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-7  冷房能力：6300kcal/h　　暖房能力：7100kcal/h

 1φ -200V-0.085kW

 室内機

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-8  冷房能力：6300kcal/h　　暖房能力：7100kcal/h

 1φ -200V-0.1kW

 室内機

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-9  冷房能力：6300kcal/h　　暖房能力：7100kcal/h

 1φ -200V-0.3kW

 室内機

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-10  冷房能力：8000kcal/h　　暖房能力：9000kcal/h

 1φ -200V-0.3kW

 室外機

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-11  冷房能力：12500kcal/h　　暖房能力：14000kcal/h

 3φ -200V-3.75kW

 室外機

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-12  冷房能力：20000kcal/h　　暖房能力：22400kcal/h

 3φ -200V-2.2+3.75kW

 室外機

 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-13  冷房能力：25000kcal/h　　暖房能力：22400kcal/h

 3φ -200V-3.75+3.75kW

機器表

建物名 　　No.2　　

機器名
機器番号
(図面より)

型式 台数
製造年月日

又は、経過年数
製造者 設置場所

 給気量：1500cm・h　排気量：1500cm・h　交換率：70%以上

 全熱交換器ﾕﾆｯﾄ EVU-1,2  給気ﾌｧﾝ：1500cm・h　　排気ﾌｧﾝ：1500cm・h

 機外静圧：15mmAq　　3φ -200V-0.1kW

 天井ｶｾｯﾄ型

 全熱交換器ﾕﾆｯﾄ EVU-3  処理風量：100cm・h　　機外静圧：2mmAq

 1φ -100V-0.042kW

 天井隠蔽型

 全熱交換器ﾕﾆｯﾄ EVU-4  処理風量：150cm・h　　機外静圧：5mmAq

 1φ -100V-0.087kW

 天井隠蔽型

 全熱交換器ﾕﾆｯﾄ EVU-5  処理風量：250cm・h　　機外静圧：5mmAq

 1φ -100V-0.14kW

 天井隠蔽型

 全熱交換器ﾕﾆｯﾄ EVU-6  処理風量：350cm・h　　機外静圧：5mmAq

 1φ -100V-0.215kW

 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 排気ﾌｧﾝ F-1  No.1・1/2×500cm・h×10mmAq

 1φ -100V-0.195kW

 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ

 排気ﾌｧﾝ F-2  No.1・1/2×650～720cm・h×10mmAq

 1φ -100V-0.195kW

 低騒音形

 排気ﾌｧﾝ V-1  風量：300cm・h　　静圧：5mmAq

 1φ -100V-0.061kW

 80φ ×300L/min×6m

 水中汚物ﾎﾟﾝﾌﾟ PD-1  3φ -200V-2.2kW

 貯湯量：20L

 貯湯式湯沸器 PT-1  1φ -200V-2.0kW

21.ｸﾞﾛｰｶﾙｾﾝﾀｰ

仕様・能力

 室内機：PDA-109HK
 室外機：RPA-109H-S

 室内機：PDA-109HK
 室外機：RPA-109H-S

1990年10月

1990年10月

東芝

東芝

 (室内機)
 1階機械室
 (室外機)
 屋上

 (室内機)
 1階機械室
 (室外機)
 屋上

 室内機：PDA-109HK
 室外機：RPA-109H-S

1990年10月 東芝

 (室内機)
 1階機械室
 (室外機)
 屋上

 1,2階

 室内機：AIU-402WH 1990年 東芝  1階

 室内機：AIU-352WH

 室内機：AIU-502WH 1990年 東芝

1990年 東芝

 室内機：AIU-632BH

 1階

 室内機：AIU-632WH 1990年 東芝  1階

3  1階

 室内機：AIU-632H 1990年 東芝  2階

1990年 東芝

1990年 東芝

 2階

 室内機：MUP-M505HTM 1990年 東芝  屋上

 室内機：AIU-1002H

 屋上

 室内機：MUP-M1005HTM 1990年 東芝  屋上

 室内機：MUP-M805HTM

21.ｸﾞﾛｰｶﾙｾﾝﾀｰ

仕様・能力

 TSU-FP730T

1990年 東芝

 1,2階

1991年1月 新日本ｻｰﾓﾗﾝｸﾞ

 LGH-15R4 1990年 三菱電機

 1階機械室

 VL-1500ZX 1990年 三菱電機

 1,2階

 LGH-25R4 1990年 三菱電機  1,2階

 1,2階

 BFS-20CSU 1990年 三菱電機  1階

 LGH-35R

1990年 三菱電機

1990年 三菱電機

 1,2階

 VD-20ZS2 1990年 三菱電機  1,2階

 BFS-20CSU

 1,2階湯沸室

1990年  屋外

1

1

1

1

7

5

3

2

3

1

2

1990年

3

11

1

2

3

2

3

2

5

2

2



開庁日 冷房シーズンの土曜　※３ 備　考

 ４ 月 21

 ５ 月 18

 ６ 月 22 4

 ７ 月 22 4

 ８ 月 20 1 ※１

 ９ 月 19

１０月 21

１１月 19

１２月 19

 １ 月 21 ※２

 ２ 月 20

 ３ 月 22

年間計 244 9 253

※１：８月１４日（金）の「サマー・ＥＣＯ・デー」は休日とする。

平成２７年度 空調管理業務年間日数

※２：１月１６日（土）及び１７日（日）の「大学入試センター試
験」当日対応のため、勤務日とする。

※３：冷房シーズンの土曜における勤務日は６月６日、１３
日、２０日２７日、７月４日、１１日、１８日、２５日、８月１日の
各土曜日の、合計９日間とする。



熊本県立大学配置図
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大学会館

中駐車場

東駐車場

CPDｾﾝﾀｰ

北駐車場

南駐車場

バス門
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