
換気アプリでできること

家の空気について調べてみよう

人間が1日に摂取するものの中で最も多いのが空気。その中で
も室内の空気が一番多いといわれています。
そんな家の空気について分かりやすく説明をしたコンテンツを
ご覧いただけます。

換気プラン

パナソニック換気プラン集
パナソニックの提案する換気プランをご覧いただけます。

オリジナルプラン
パナソニックの換気プランから、機器を差し替えて自社用のオリジナ
ル換気プラン集を作成できます。
作成したプラン集はメールなどで社内で共有が出来ます。

チャート診断
簡単な質問に答えていくだけで、ピッタリの換気プランをお答えしま
す。

お客様のプラン
お客様毎にプランを保存できます。
図面を取り込んで、確認申請時に必要な有効換気量（風量）の換気計
算書の作成依頼ができます。

商品について

カタログ
パナソニックの換気送風機器のカタログをご覧いただけます。

VAソリューションカタログ
いつでも、どこでも。電気・建築設備の仕事でお役に立ちます。
会員登録後（住宅・建築設備WEBビジネス会員）無料でご利用いただ
けます。

動画
換気送風機器にまつわるライフスタイル提案動画や機器特徴を説明す
る動画をご覧いただけます。

リンク集
製品仕様書や取扱説明書などを検索できます。

ご自身の基本情報を設定できます。
入力された会社名はオリジナルプランのアイコン
に反映されます。

コンテンツに更新があった場合に[NEW]マークが
付きます。タップすると更新を行えます。
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パナソニック換気プラン集
パナソニックの提案する換気プランをご覧いただけます。

条件で絞り込みができます。① プラン一覧
パナソニックのおすすめプランが
一覧で表示されます。見たいプラ
ンをタップします。

代表的な機器を表示しています。
使用している機器の一覧を見るには、「機器明細」のタブをタップします。
写真をタップすると、その機器の詳細をオンラインで表示します。

プランをPDFにして
メールで送ります

プランをオリジナルプランやお客
様プランにコピーします

前のプランへ 次のプランへ

② 概要・機器明細
プランの概要と、使用器具の一
覧を確認できます。1か月の電気
代の概算も確認できます。

１. プランを見る
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パナソニック換気プラン集

３. プランをコピーする

①「送信」ボタンをタップします

パナソニックの換気プランを、
コピーしてオリジナルプランやお客
様のプランにコピーが出来ます。
コピーしたものは、機器を変更して
カスタマイズが出来ます。

iPadのメールが設定されていない
場合は、左の画面が表示されます。
プランがPDFになっていますので、
他のアプリなどで開いてご利用く
ださい。

２. プランを他の人に送る

見ているプランを、PDFファイルに
して、お客様などへメール送付する
ことが出来ます。

①「コピー」ボタンをタップします

②オリジナルプランにコピーするか、
お客様プランにコピーをするか選択してください。

②送信用にPDFが作成され、メール送信画面が開きます。
宛先や本文を入力して送信を行います。
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オリジナルプラン

○○工務店
オリジナルプラン

設定から会社名を登録すると、
メニュー名に反映されます

自社用のオリジナル換気プラン集です。
パナソニックの換気プラン集からプランをコピーをして、機器を変更して作成します。
作成したプラン集はメールなどで社内で共有が出来ます。

あらかじめ「設定」から会社名を入
力しておくと、メニューのタイトル
に反映されます

１. 会社名を設定する
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オリジナルプラン

① プラン一覧
パナソニックの換気プランからオ
リジナルプランにコピーをしたも
のが一覧で表示されます。
プランの並び替えや削除もできま
す。

パナソニックのプランから、
オリジナルプランへコピーをします

作成したプラン集を
を共有できます

プランを並び替えたり、
削除ができます

オリジナルプランが0件の場合は、
使い方が表示されています。

編集画面

ドラッグして並び替えます選択したプランを
削除します

２. プランを見る

② 概要・機器明細
プランの概要と、使用器具の一覧
を確認できます。

プランをPDFにして
メールで送ります

プランをお客様プランに
コピーします

機器の変更を行います

代表的な機器を表示しています。
使用している機器の一覧を見るには、「機器明細」のタブをタップします。
写真をタップすると、その機器の詳細をオンラインで表示します。

前のプランへ 次のプランへ
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オリジナルプラン

概要や機器明細画面で「編集」ボタ
ンを押すと、機器の変更・追加・削
除・数量変更が行えます。

①編集画面に入る前に現在のプランを確認してください。
機器の選択をする場合は、プランに沿ったものを選択する
ようにしてください。 プラン名を変更します

ドラッグで
並び替え

機器を追加します

選択した機器を削
除します

他の品番に変
更します

個数を
入力

部屋を入力します
をタップで候補から選択

もできます（空欄でも可）

機器の種類を選択します
（空欄でも可）

３. 機器を変更する

品番を入力して機器を検索します
「詳細」をタップして、
詳しい情報を見ながら追加ができます

プランに追加をします

④「プランに追加」をすると、画面が閉じて編集画面に戻ります。
一覧に選択した機器が追加されています。

⑤編集が終わったら、
「完了」をタップしてください。

③機器追加」や「変更」をタップすると、
検索画面が開きます。品番を入れて検索をしてください

②プラン名や機器を変更します。
「機器追加」や「変更」をタップすると、検索画面を表示します
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オリジナルプラン

作成したオリジナルプラン集を、
共有します。

４. オリジナルプランを共有する ①一通りプランを作成して
オリジナルプランが完成したら、
一覧画面から「共有」をタップします

②プラン集一式がZIP圧縮され、メール画面が立ち上がり
ます。宛先や本文を入力して送信をしてください

５. 共有されたプラン集を取り込む

共有されたプランファイル（zip形
式）を長押しして「換気で開く」を
選択します。

②アプリが表示されるので、「換気で開く」をタップします
③画面が換気アプリに切り替わります。
現在のオリジナルプランを削除して、共有されたものと入れ
替えるかの確認画面が表示されます。

④入れ替えてもよければ、「OK」をして入れ替えてください

①メールなどで送られたプラン集のファイルを長押しします
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お客様のプラン
お客様ごとにフォルダを作成して、プランを保存できます。
プランと図面を登録しておき、確認申請時に必要な有効換気量の換気計算書の作成依頼ができます。

１. お客様毎にフォルダを作成する ①「フォルダを作成」をタップします ②フォルダ名と、お客様名を入れて「保存をタップします

お客様毎のフォルダを作成します。
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お客様のプラン

プランを一覧が表示されるので、
コピーしたいプランをタップします。

⑤「コピー」をタップして
「お客様プランにコピーする」を選択します

④プランの一覧からコピーしたいプランを選択します

２. プランをコピーする ① フォルダをタップして中に入ります

② プランの取り込みをタップします
③パナソニックプランから、又はオリジナルプ
ランからコピーをするかを選択します

フォルダ内の「プラン取り込み」ボ
タンをタップして、
パナソニック換気プラン集から、
又はオリジナルプランからコピーす
るかを選択します。
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お客様のプラン

概要や機器明細画面で「編集」ボタ
ンを押すと、機器の変更・追加・削
除・数量変更が行えます。

プラン名を変更します

ドラッグで
並び替え

機器を追加します

選択した機器を削
除します

他の品番に変
更します

個数を
入力

部屋を入力します
をタップで候補から選択

もできます（空欄でも可）

機器の種類を選択します
（空欄でも可）

３. 機器を変更する

品番を入力して機器を検索します
「詳細」をタップして、
詳しい情報を見ながら追加ができます

プランに追加をします

④「プランに追加」をすると、画面が閉じて編集画面に戻ります。
一覧に選択した機器が追加されています。

⑤編集が終わったら、
「完了」をタップしてください。

③機器追加」や「変更」をタップすると、
検索画面が開きます。品番を入れて検索をしてください

①編集画面に入る前に現在のプランを確認してください。
機器の選択をする場合は、プランに沿ったものを選択する
ようにしてください。

②プラン名や機器を変更します。
「機器追加」や「変更」をタップすると、検索画面を表示します
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お客様のプラン
４. 図面を取り込む

①「図面の取り込み」をタップします

「写真」から取り込む
あらかじめ、iPadのカメラで図面
を撮影しておき、図面を取り込み
ます。

②iPad内にある写真から撮影してお
いた図面を選択します

③名称を入力してください。
（取り込む際の日時が初期入力されています）

④「保存」をタップすると、取り込まれます。
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お客様のプラン
４. 図面を取り込む

PDFをメールから取り込む
あらかじめ、iPadのメールに図面
を送っておき、お客様毎のフォル
ダに取り込みます。

①メールの本文でPDFファイルを長押
しか、PDFを開いて右上のボタンから、
「換気で開く」をタップします

③名称を入力してください。
（取り込む際の日時が初期入力されています）

④「保存」をタップすると、取り込まれます。

②どのフォルダに保存するかを選択します
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お客様プラン
５. 換気システム提案書作成依頼をする

プランと図面を登録し、
確認申請時に必要な有効換気量の換
気計算書の作成依頼をすることがで
きます

①お客様プランの各フォルダの中から、
「換気システム提案書依頼」をタップします

②送信するプラン1つと、図面（最大7ファイルまで）を選択し
てください。

③「次へ」をタップします

③必要な項目を入力して「確認」ボタンをタップします ④内容に間違いがなければ、「送信」をタップします。
完了画面が表示されるまで、アプリを終了したり、iPadをロッ
クしたりしないでください
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お客さまプラン

プランと図面を登録したら、
確認申請時に必要な有効換気量の換
気計算書の作成依頼をすることがで
きます

⑤図面やプランファイルをアップロードしています ⑥送信が完了しました。

お客様プランに戻ります 送信履歴を表示します
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お客さまプラン

過去にプラン作成を依頼した、
プランや図面を確認できます

６. 換気プラン作成依頼の履歴を見る ①「換気プラン作成依頼履歴」をタップします ②過去に依頼をしたものが、最近のものから順に表示されています。
タップをすると、送信した時点のプランの情報と図面が確認できます

履歴から削除した意場合は
編集から削除が出来ます

③送信した時点のプランと図面が並んでいます。
（内容を閲覧できますが、変更はできません）
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