
使い方マニュアル使い方マニュアル
本ソフトウェアをお使いになるにあたり本ソフトウェアをお使いになるにあたり必ず必ず行って頂きたいこと！！行って頂きたいこと！！

①各種資料を 事前に一読事前に一読 願います

★東芝キヤリアホームページ内にも使い方マニュアル掲載しております。

（Vｅｒ　６．５．６）

有効期限は、「らくらく換気マスター」ソフトの利用期限です。

定期的な更新（ダウンロード）をお願いします。



1. 物件情報の入力 （共通項目）
以前作成したデーターの呼び出し

新規作成

各項目にカーソルを各項目にカーソルを
当ててツールチップを当ててツールチップを
活用下さい活用下さい

注：注：ツールチップとは、ツールチップとは、
コメントのような小さなコメントのような小さな
ガイドですガイドです

工事名・件名を入力し
て下さい（＊必須）（＊必須）

「住宅のサイズ」及び「換気対
象外区画」の入力後に設定し
ます。 第２種建材 第３種建材
の使用面積の入力で換気回数
を決めます。

５、集合住宅にはメゾネットを
指定できます。住宅のサイズ
で階数を指定してください。
階数を指定できるのはメゾ
ネットの下の階です。
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２．居室完結タイプ
居室完結タイプの選択居室完結タイプの選択

居室数を入力ください

▼をクリックして部屋名・面積・天井高を

入力して下さい。

※全て入力しないでOKすると下記の

メッセージが表示されます。

入力後ＯＫボタンをクリックします
と自動で機種選定します。

機種変更（追加・削除・変更）

ができます。

マニュアル・資料を参照できます。

c7011910
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居室完結タイプ居室完結タイプ 資料確認資料確認

ツールバーの表示をクリックすると関連書類が
確認できます。（確認したい書類名をクリックする
と表示されます。）

２－１．居室完結タイプ

換気量計算書

換気風量計算書

積算書



３． 全館換気タイプ（ダクトレス）新タイプ
◎新
プチファンを主に選定

◎旧
従来タイプを主に選定

【ダクトレス換気】
◎ニューベーシックⅠ
ﾌﾟﾁﾌｧﾝ給気(VFP- C8WUF 他)
ﾌﾟﾁﾌｧﾝ排気(VFP- C8WS 他)

◎ニューベーシックⅡ
ﾌﾟﾁﾌｧﾝ給気(VFP- C8WUF  他)
ぴたﾊﾟﾈ排気( VFP -8XS2他)

◎ニューセンサー自動

ﾌﾟﾁﾌｧﾝ給気(VFP- C8WUF  他)
ｾﾝｻｰ自動排気( VFP- 8XKSD2他)

【ダクト換気】
◎全熱細管
VFE-140KFP2
VFE-170KFP2 から選定

◎ニューダクト一般
◎ニュー中間取付形
ﾌﾟﾁﾌｧﾝ給気(VFP- C8WUF他)
ﾀﾞｸﾄ排気（DVF-T10CL　他）
中間形排気(DVC- 18M3他)
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３－１．換気の種類を決める

第一種換気

強制給気（機械給気）
強制排気（機械排気）

＊住宅の気密性能Ｃ値
の影響が少ないｼｽﾃﾑ

第三種換気
（2階以上 給気ﾌｧﾝ）

1階は自然給気
2階以上は給気ファン
強制排気（機械排気）

第三種換気
（2階以上も自然給気）

1階、2階、３階とも
自然給気
強制排気（機械排気）

＊住宅の気密性能Ｃ値
が２ｃｍ２／ｍ２より大き
い場合、（２階以上は給
気ﾌｧﾝ）をお勧めします。
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３－２．換気の種類（第三種換気の条件）

＊一階を計算対象外

積雪地域など１階の大
半が駐車場・物置に
なっていて居室の無い
場合 （１階には玄関
と階段だけの場合）

＊住宅条件確認

換気の種類「第３種換
気（２階以上も自然給
気）を選択するには
住宅の気密性能Ｃ値
が２ｃｍ２／ｍ２より小
さな数値であることが
必要です。
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３－３．換気の種類（第三種換気の条件）

Ｃ値とは
測定で求められる住宅の
隙間面積（ｃｍ２）を住宅の
延床面積（ｍ２）で割ったも
のです。

住宅の気密性能を表した
指標です。
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３－４．全館換気タイプ（ダクトレス）新タイプ

全館換気タイプのダクトレス換気（３タイプ）は全館換気タイプのダクトレス換気（３タイプ）は
プチファンにて自動機種選定しますプチファンにて自動機種選定します

＊選定後に機種や屋外フード等の変更も出来ます。＊選定後に機種や屋外フード等の変更も出来ます。



３－５．全館換気タイプ（ダクトレス）新タイプに天井取付給気の追加

c7011910
天井取付（専用）給気ファンを設置する場合は、手入力で変更します。

c7011910
該当する「給気用換気扇」の[▼]をクリックし　「VFP-C8WUFC」を選定します。

c7011910
ダクト配管の条件「機種・ダクト長・曲数」も[▼]をクリックし　変更します。

c7011910
最後に　[レ]ダクト配管をする　のレ点確認と　[更新する]　をクリック後閉じます。



３－６．全館換気タイプ（ダクトレス）旧タイプ

ダクトレス換気システムは、
一部居室完結タイプとの併一部居室完結タイプとの併
用が出来ます。用が出来ます。

床面積・天井高・居室数・排気
区画数を入力して下さい

居室数入力時＝全館タイプ時居室数入力時＝全館タイプ時
は給気機器が入る部屋数は給気機器が入る部屋数

（注）：一部居室完結タイプを使
用時は使用する部屋数は含め
ないで下さい。

一部居室完結がない場合ない場合は、ＯＫクリックで自動機種選定へ

（事例）
1F=３部屋、２F=４部屋の場合
２階寝室１部屋の扉をアンダー
カット無しの完結換気とする場合。
「居室数」の入力は、
１F＝３ 、２F＝３
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３－７．全館換気タイプ（ダクトレス）－居室完結区画がある場合－

居室数には居室完結で対応す
る部屋数は含めないで下さい

一部居室完結区画の入力をク一部居室完結区画の入力をク
リックし、リックし、必要項目を入力必要項目を入力してして
下さい下さい
居室完結「フリー楽ファン」居室完結「フリー楽ファン」を使
い全ての項目を入力下さい。

１部屋の床面積が２０㎡以上（１２
畳）を超える場合のみ入力します。

ＯＫクリックで自動機種選定へ
◎新 ◎旧 タイプ共通
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全館換気タイプのダクトレス換気（３タイプ）は全館換気タイプのダクトレス換気（３タイプ）は
自動機種選定します自動機種選定します

＊選定後に機種や屋外フード等の変更も出来ます。＊選定後に機種や屋外フード等の変更も出来ます。

３－８．全館換気タイプ（ダクトレス）旧タイプ



３－９．全館換気タイプ（ダクトレス）旧タイプに天井取付給気の追加

天井取付（専用）給気ファンを天井取付（専用）給気ファンを設置する必要のある場合は、手入力で変更します。設置する必要のある場合は、手入力で変更します。
該当する「給気用換気扇」の［▼］をクリックし「該当する「給気用換気扇」の［▼］をクリックし「VFPVFP--C8WUFCC8WUFC」を」を選定し選定します。ます。
ダクト配管ダクト配管の条件「の条件「機種・ダクト長・曲数機種・ダクト長・曲数」も［」も［▼▼］をクリックし変更します。］をクリックし変更します。
最後に最後に ［［レレ］］ダクト配管をするダクト配管をする ののレ点確認とレ点確認と ［［更新する更新する］］ をクリック後閉じをクリック後閉じます。ます。



３－１０．全館換気タイプ（ダクトレス）
居室完結タイプ居室完結タイプ 資料確認資料確認

ツールバーの表示をクリックすると関連書類が確
認できます。（確認したい書類名をクリックするとク
リックした書類が表示されます。）

換気量計算書
（全館換気分）

換気量計算書
（一部居室完結分）

換気風量計算書

積算書

換気対象外区画
明細書

静圧ー風量特性グラフ



４．全館換気タイプ（全熱細菅）

床面積・天井高・を入力して下さい

全熱交換細管タイプの選定入力全熱交換細管タイプの選定入力

本体機器・設置場所・設置階・を入
力下さい。（排気）

３分岐･４分岐･５分岐のいずれか選択して
給気グリルの設置条件（設置階・部屋名・グリ
ルの色）を入力下さい。

（１７０ＫＦＰ２は最大６分岐まで可能）
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４－１．全館換気タイプ（全熱細菅）

注： 室内給気グリルは天井取付時に90度曲がりが

必ず発生します。曲げ回数に加算下さい

全熱細管タイプの入力全熱細管タイプの入力

※ 赤枠の各分岐箇所

をクリックし、ダクト・

長さ・曲数を入力し

て下さい

赤枠⇒未入力

緑枠⇒入力済



５．全館換気タイプ（ダクト一般）

床面積・天井高・居室数を入力して下さい

対象区画を入力時、クリックして
必要項目入力

ダクト換気システムでの給気機器設置はダクト換気システムでの給気機器設置は
自動で選定されます自動で選定されます

居室の床面積が２０㎡を越える場合は給気機器は
２台に修正下さい。（２０㎡～４０㎡＝２台）

ダクト換気タイプの条件設定の入力ダクト換気タイプの条件設定の入力

ダクトタイプの１部屋・２部屋・３部屋用と
設置階・部屋名を選択入力をして下さい。
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注： 室内給気グリルは天井取付時に90度曲がりが

必ず発生します。曲げ回数に加算下さい

ダクトタイプの入力ダクトタイプの入力

※ 赤枠の各分岐箇所

をクリックし、ダクト・
長さ・曲数を入力し

て下さい

５－１．全館換気タイプ（ダクト一般）

赤枠⇒未入力

緑枠⇒入力済



６．全館換気タイプ（中間取付形）

床面積・天井高・居室数を入力して下さい

対象区画を入力時、クリックして
必要項目入力

中間ダクト換気システムの中間ダクト換気システムの
給気機器設置は自動で選定されます給気機器設置は自動で選定されます

居室の床面積が２０㎡を越える場合は給気機器は
２台に修正下さい。（２０㎡～４０㎡＝２台）

中間ダクト換気タイプの条件設定の入力中間ダクト換気タイプの条件設定の入力

ダクトタイプの１部屋・２部屋・３部屋用と
設置階・部屋名を選択入力をして下さい。
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注： 室内給気グリルは天井取付時に90度曲がり

が必ず発生します。曲げ回数に加算下さい

中間ダクトタイプの入力中間ダクトタイプの入力

※ 赤枠の各分岐箇所

をクリックし、ダクト・

長さ・曲数を入力し
て下さい

６－１．全館換気タイプ（中間取付形）

赤枠⇒未入力

緑枠⇒入力済



７．全館換気タイプ
全館換気タイプ全館換気タイプ 資料確認資料確認

ツールバーの表示をクリックすると関連書類が
確認できます。（確認したい書類名をクリックする
とクリックした書類が表示されます。）

換気量計算書

換気風量計算書

積算書

換気対象外区画
明細書

静圧ー風量特性グラフ




