
アイボリー（ Ｉ ） ブラウン（BR） ブラック（BK） グレー（G） ホワイト（W）

コストパフォーマンスに優れた
RDシリーズに90サイズがNEWラインナップ
多様な外観にマッチする5色のカラーバリエーション
建物の美観を損なわないスマートなデザイン
十分な機能と耐久性を備えながらコストパフォーマンスに優れています

RD-90 スマートダクト

標準価格 ： ￥2,730
梱包入数 ： 10（5本×2箱）
カ ラ ー ： 5色

国土交通省標準仕様書合致品

RD-90

使用温度範囲／－20℃～60℃
材質／ダクト：アイボリー・グレー・ホワイト：ＰＶＣ

ブラウン・ブラック：高耐候機能性樹脂
継 手 ：ＰＶＣ（一部を除く）

収容能力目安表

被覆銅管の保温材厚

Φ6.35×Φ12.70

8×8㎜ 10×10㎜※1 ※2
ダクト

RD-90

換気ホース

あ り

な し
※3 Φ6.35×Φ9.52を2系統

又はΦ9.52×Φ15.88

※各配管には他にドレンホース（BDH2-16相当）と制御ケーブルを含みます。
※1 Φ6.35及びΦ9.52以外は保温材厚10㎜です。
※2 RDCを使用時はRD-90サイズになります。
※3 10×10㎜の場合、RDK・RDC・RDJ・RDFを使用時は2系統の収容はできません。

●本製品は防水構造ではありませんので、必要箇所にはコーキング処理や
パテ埋めなどの処理を行ってください。

●壁面固定用ビスは、座付きナベビスをご使用ください。ラッパビス又は
皿ビスで固定した場合、割れる場合があります。

●インパクトドライバーをご使用の際は、製品を破損する場合がありますので
取り扱いには十分ご留意ください。
（特に凹凸のある壁面は、製品が割れたり変形する恐れがあります。）

●ダクト表面がー20℃～60℃の環境下でご使用ください。60℃を超える
場合は熱変形の恐れがあります。

●スマートダクトの熱変形につきまして、下記注意点をご参考にしていただき
ますようお願いいたします。注意事項を遵守されていないクレームにつきま
しては、当社では責任を負いかねますので予めご了承願います。

1. 熱変形について

スマートダクトは樹脂製ですので、軟化温度を超えると変形します。又、
軟化温度以前でも負荷がかかっている場合は変形する恐れがあります。

2. 保管上の注意点

・常温以上で、製品に負荷の掛かった状態での保管は避けてください。

・高温になる場所（車内等）での保管は避けてください。

3. 施工上の注意点

●ダクトに配管の応力（たわみ、蛇行など）がかからないように配管して
ください。又、横引き配管は出来るだけ距離を短くしてください。

●下記のような場所への設置は避けてください。

・輻射熱でダクトが高温になる可能性のある場所。
（金属材料で加工された軒下、遮熱塗料の壁、蓄熱する壁など）

・ダクトが高温になる可能性のある場所。
（熱を放出する設備周辺、風通しの悪い場所など）

仕 様

注 意

スマートダクトの熱変形について

※他社の部材とも互換性があります。（一部あわないメーカーもあります。）

材質 ： アイボリー・グレー・ホワイト ： PVC
ブラウン・ブラック ： 高耐候機能性樹脂

エアコン配管
化粧カバー

当社の製品は国内工場にて
全て自社製造しております

住設関連製品製造メーカー

本社 ・ 工場／新潟県三条市上大浦474
TEL（0256）46-3164 FAX（0256）46-3287

関東営業所／埼玉県草加市青柳3-28-14
TEL（048）931-2405 FAX（048）931-2406

札幌営業所／札幌市白石区本通19丁目北1-28
TEL（011）866-2286 FAX（011）866-2287

仙台営業所／宮城県仙台市泉区明通4-5-6
TEL（022）342-6701 FAX（022）342-6702

大阪営業所／大阪府東大阪市吉原2-1-44 
TEL（072）960-9321 FAX（072）960-9322

広島営業所／広島市佐伯区五日市町上河内1600-1
TEL（082）926-3400 FAX（082）926-3302

福岡営業所／福岡県大野城市御笠川3-14-8
TEL（092）504-7171 FAX（092）504-7172

東 京 営 業 所／東京都品川区南大井4-13-15 
TEL（03）6404-5551 FAX（03）6404-5552

神奈川営業所／神奈川県厚木市妻田北2-11-33
TEL（046）294-0502 FAX（046）294-0522

北 陸 営業所／石川県金沢市無量寺町ホ108
TEL（076）268-5573 FAX（076）268-3987

名古屋営業所／名古屋市緑区鳴海町字山下43-1
TEL（052）892-6003 FAX（052）892-6004

取り付け穴ピッチ
取り付け穴は100ｍｍピッチで設けています。
半抜き穴をドライバー等で押しやれば、簡単に
穴が開きます。

●

難燃性
※一部を除く



RDK-90 コーナー[平面90°]

標準価格 ￥1,160
梱包入数 10
材質 PVC
カラー 5色

RDKF-90 コーナー[平面45°]

標準価格 ￥1,040
梱包入数 10
材質 PVC
カラー 5色

RDF-90-800  自在継手

標準価格 ￥1,040
梱包入数 10
材質 PE
カラー 5色

コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ
です。ダクトに直接差込んで使用してください。配管後
の取り付けはできません。
※パラペット越え施工などの極曲がりの施工には使用
できません。

RDC-90 コーナー[立面90°]

標準価格 ￥1,160
梱包入数 10
材質 PVC
カラー 5色

入隅、出隅どちらにも使えます。

RDP-90 RDシーリングキャップ

標準価格 ￥1,040
梱包入数 10
材質 ABS
カラー 5色

天井・壁貫通施工において、ハリやたて胴縁等
の障害物によりダクトの延長線上に貫通穴が
開けられない場合などに最適です。

RDW-90 ウォールコーナー

標準価格 ￥1,160
梱包入数 10
材質 PVC
カラー 5色

配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を
損なわないツバ付きです。

壁面取り出し用

RDWA-90 ウォールコーナー後付用

※既設配管の状況により後付施工ができな
い場合があります。現場の状況をよくご確
認の上、施工してください。

標準価格 ￥980
梱包入数 10
材質 PVC
カラー 5色

壁面取り出し用

RDWM-90 ウォールコーナー

標準価格 ￥1,270
梱包入数 10
材質 PVC
カラー 5色

エアコンキャップを覆い隠しますので、施工
が美しく仕上がります。
※ツバ外径Φ130㎜以下かつツバ高さ10㎜以下の

エアコンキャップ等に対応します。

壁面取り出し用
[エアコンキャップ用]

エアコンキャップを覆い隠しますので、施工
が美しく仕上がります。
※ツバ外径Φ153㎜以下かつツバ高さ10㎜以下の

エアコンキャップ等に対応します。

RDWM-90L ウォールコーナー

標準価格 ￥1,270
梱包入数 10
材質 PVC
カラー 5色

壁面取り出し用
[エアコンキャップ用]

RDJ-90 ジョイント

標準価格 ￥450
梱包入数 10
材質 PVC
カラー 5色

直線継手

RDT-90 T型ジョイント

標準価格 ￥2,520
梱包入数 10
材質 PVC
カラー 5色

ダクトサイズを1サイズ下へ変更する専用アダ
プターを付属。

分岐用

RDEN-90 端末カバー

標準価格 ￥700
梱包入数 10
材質 PVC
カラー 5色

配管を接続した後からでも取り付け可能。
配管サイズ用にカットラインを設定。

機器接続部用

スマートダクト RDシリーズ・継手 ※他社の部材とも互換性があります。（一部あわないメーカーもあります。）
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