
「東芝換気・送風機総合カタログ２０１３年度版（設計・工事専門家用）」（２０１３年４月発行）の掲載内容に誤りがございました。
ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。
恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

頁 形名 訂正内容 誤 正

本体カバ－色調訂正 ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/10.5 ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5

静圧－騒音特性追記 騒音特性記載無し 騒音特性記載追加
67 DVF-TD14CLD 注記削除 ※２４時間換気用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する

寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。
削除

68 DVF-T14CL 静圧－風量・騒音特性
（目標値）表記を削除

（目標値） 削除

注記削除 ルーバーとの組合せにより使用用途が異なります。 削除
静圧－風量特性
（目標値）表記を削除

（目標値） 削除

本体カバ－色調、開口面積追記 記載なし 記載追加

DV-X10L 色調訂正 ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/2.5 ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5

DV-X10B 色調訂正 ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/2.5 ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5

DV-X10R 色調訂正 ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/2.5 ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5
注記追加 注記なし ※製品買い替えなどの旧機種からの交換で、交換前の換気扇側

端子が、①、②、③と表示してある場合は下記のように置き換え
て、製品側端子に接続してください。また、スイッチ側の結線は上
記と異なりますが修正の必要はありません。
①→共通　②→強　③→弱

静圧－騒音特性追記 騒音特性記載無し 騒音特性記載追加
注記削除 ※２４時間換気用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する

寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。
削除

適用ルーバー参照頁追記 記載なし ※適用ﾙｰﾊﾞｰ（本体ｶﾊﾞｰ）に関してはＰ７２をご参照ください。

76 DVF-XT14CX 適用ルーバー参照頁訂正 Ｐ７１ Ｐ７２

77 DVF-XT14C 適用ルーバー参照頁訂正 Ｐ７１ Ｐ７２

78 DVF-XT14CQ 適用ルーバー参照頁訂正 Ｐ７１ Ｐ７２

適用ルーバー参照頁訂正 Ｐ７１ Ｐ７２
注記削除 ※２４時間換気用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する

寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。
削除

特性表　（目標値）表記を削除 ※特性は目標値 削除

適用ルーバー参照頁訂正 Ｐ７１ Ｐ７２

特性表　（目標値）表記を削除 ※特性は目標値 削除

注記訂正 ●強弱付（弱特性標準） ●強弱付（弱特性大風量）

適用ルーバー参照頁訂正 Ｐ７１ Ｐ７２

特性表　（目標値）表記を削除 ※特性は目標値 削除

適用ルーバー参照頁訂正 Ｐ７１ Ｐ７２

特性表 （目標値）表記を削除 ※特性は目標値 削除

DVF-T14CLX
DVF-T14CLQ

DVF-XT10CDA
DVF-XT10CDK

74

「東芝換気・送風機総合カタログ２０１３年度版」についてのお詫びと訂正

ホームページカタログ閲覧は正誤表反映版を公開しております。

DVF-XT14CDX79

80 DVF-XT14CDA

66 DVF-T10CL

71

69

DVF-XT14CDK

75 DVF-XTD14CD

81

82 DVF-XT14CQD

特性表　（目標値）表記を削除 ※特性は目標値 削除

DVF-A10K4

DVF-A10KC4

DVF-A14K4

DVF-A14KC4

埋込寸法訂正

DVF-A10C4

DVF-A14C4

埋込寸法訂正

91 DVL-14KX4 別売電球形蛍光灯器具
BFG13196Z(W),(K)価格訂正

希望小売価格　3,444円
税抜　3,280円

希望小売価格　3,728円
税抜　3,550円

92 DVF-G10CLE4 共通特長訂正 ●高気密風圧式シャッター付 ●高気密電気式シャッター
95 DVF-18LY8

DVF-20LYD8

埋込寸法訂正

DVP-G14CL4 特長訂正 ●高気密電気式シャッター ●高気密風圧シャッター付
DVP-G14CLQ4 特長訂正 ●高気密電気式シャッター ●高気密風圧シャッター付

117 DVF-20FPDA8

DVF-20FPD8

DVF-20FPQD8

見出し訂正 丸穴取付ダクト用 低騒音ダクト用

123 DVF-20PD8

DVF-23PD8

羽根、本体カバー材質訂正
埋込寸法訂正

177 VFP-12ZY4

VFP-12ZSY4

ルーバー厚み寸法削除 （４５） なし

189 DV-20MKF 品名訂正 本体鋼板製 本体樹脂製
249 VFE-70XK

VFE-70XKC
VFE-152W
VFE-153W
VFE-153PM

在庫限品扱い訂正 表記なし 在庫限品

257 VFE-70XT 特性表　 終確定値へ訂正
（目標値）を削除

消費電力50Hz、強：２６Ｗなど
換気風量、温度交換効率、騒音

消費電力50Hz、強：２５Ｗ
その他の性能値につきましては仕様図を参照願います。

259 VFE-8JDT
VFE-10JDT
VFE-12JDT

特性表　 終確定値へ訂正
（目標値）を削除

VFE-8JDT 消費電力50Hz、急速：２６Ｗなど
換気風量、温度交換効率、騒音

消費電力50Hz、急速：２７Ｗ
その他の性能値につきましては仕様図を参照願います。

261 VFE-50ST 特性表　 終確定値へ訂正
（目標値）を削除

換気風量（排気）50Hz、強：６６m3/hなど
温度交換効率、騒音

換気風量（排気）50Hz、強：６８m3/h
その他の性能値につきましては仕様図を参照願います。

268 VFE-150FP 注記訂正 ※寒冷地・外気の強い場所では…DV-14MDBLの使用をおすすめ
します。

※寒冷地・外気の強い場所では…DV-14ACMDの使用をおすす
めします。

F-50S 適用機種追記 VFE-50S・8JD・10JD・12JD用 VFE-50ST・8JDT・10JDT・12JDT・50S・8JD・10JD・12JD用

F-70X 適用機種追記 VFE-70X用 VFE-70XT・70X・70XC・70XK・70XKC用

374 VP-20-S2他 商品名訂正 有圧換気扇用電気式シャッター 有圧換気扇用風圧式シャッター

424 VFR-53V(W) 注記の参照頁訂正 ※P598の注意事項を参照… ※P622の注意事項を参照…

83

274

97

埋込寸法

 175mm角 （角穴）

 φ200      （丸穴）

埋込寸法

 φ200      （丸穴）

埋込寸法

 275mm角

埋込寸法 本体 羽根 本体ｶﾊﾞｰ

 316mm角 金属 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

埋込寸法 埋込寸法

 A10K4・A10KC4

 175mm角 （角穴）

 φ200      （丸穴）

 A14K4・A14KC4

 225mm角 （角穴）

 φ250      （丸穴）

埋込寸法 埋込寸法

 A10C4

φ200      （丸穴）

 A14C4

φ250      （丸穴）

埋込寸法

 275mm角（18LY8）

 316mm角（20LYD8）

埋込寸法 本体 羽根 本体ｶﾊﾞｰ

(20PD8)

(23PD8)
金属 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

 316mm角（20PD8）

363mm角（23PD8）

424 VFR 53V(W) 注記の参照頁訂正 ※P598の注意事項を参照 ※P622の注意事項を参照

433 VFR-36VU他 ジャバラの形名訂正 RJ-4 RJ-5

●外観・仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。　●カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。


