
●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様
変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは
印刷物のため、多少異なる場合があります。 お求めの際は店頭でお確かめください。
カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

保証書に関するお願い ●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

■商品のお買物・お取り扱いについてのご相談窓口

お客様相談センター TEL : 0120-8802-28
FAX : 0120-3121-34

受付時間 9：00～17：30（月～土）、9：00～17：00（日・祝日）／
携帯電話、PHSからもご利用できます（年末年始は休ませていただきます）

https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として
利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお
客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
＊弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。

長年ご使用の
暖房器の点検を！

シーズヒーター、ハロゲンヒーター、セラミックファンヒーター、電気温風機、電子コントロールカーペット、電子コントロール毛布、マルチクッション、
加湿セラミックファンヒーター、ハイブリッド式加湿器の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

●スイッチを入れても、時々運転しない時がある。●コードを動かすと通電したり、しなかったり
する。●運転中に異常な音や振動がする。●プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に
熱い。●こげくさい臭いがする。●ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
●タイマースイッチが途中で停止することがある。●その他異常・故障がある。

ご使用の際、このような症状はありませんか？ ご使用中止
このような症状のときは、故障や事故防止のため、
スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて
必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

安全に関するご注意 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、
　正しくお使いください。

電気暖房器具については、次の点にご留意ください。
●本カタログに掲載された製品は、日本国内仕様です。海外では使用できません。
●お使いにならない時や、外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
●乳幼児やご自分で温度調節（または操作）できない方、皮膚感覚の弱い方等が使用されるときは、特に注意してください。
●コードは器具の中でもいたみやすいので引っ張ったり、手足でもてあそぶなどせず、ていねいに取り扱ってください。いたんだままお使いになりますと、火災・焼損の原因となり
　ますので、時々点検してください。
●電気ストーブ…燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。
●暖房器の近くにスプレー缶（ヘアースプレー、スプレーのり、殺虫剤など）を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。
●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。

愛情点検

電気暖房器具の愛情点検

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は2019年9月現在のものです。  GLS-DK191

〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号（日立愛宕別館）

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。

ひとりひとりに寄り添い、暮らしをしっかり見つめて、

新しい幸せをもっと生み出す家電へ。

これまでに培ってきたモノづくりの力とデジタル技術で、

新しいハピネスに「ハロー！」と出会える暮らしをつくります。

HLH-HS307HLH-HS307

HLC-R1040HLC-R1040

HLU-3008CXHLU-3008CX

HLH-SS1070HLH-SS1070

HLM-102MSRXHLM-102MSRX

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

kadenfan.hitachi.co.jp

シーズヒーター
ハロゲンヒーター
セラミックファンヒーター
電気温風機
電子コントロールカーペット

シーズヒーター
ハロゲンヒーター
セラミックファンヒーター
電気温風機
電子コントロールカーペット

電子コントロール毛布
マルチクッション
加湿セラミックファンヒーター
ハイブリッド式加湿器

電子コントロール毛布
マルチクッション
加湿セラミックファンヒーター
ハイブリッド式加湿器

総合カタログ  2019-秋～冬
暖房器具

ポッカポカの
快適生活。

毎日が、気持ちいい。
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○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の
電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に
使用しないでください。○初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。
そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。
○ロボット掃除機が、使用中にシーズヒーターやハロゲンヒーターを押して動かし、可燃物に接触させて火災になるおそれが
あります。ロボット掃除機を使用する際は、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

安全に関する
ご注意

型　式
HLH-SS1070
HLH-HS307

消費電力（W）
1,000
1,000

本体質量（kg）
約3.1
約2.3

電気代（円/h）（税込）
約27
約27

本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］
30.9×30.9×65.8（スイッチツマミ含まず）
33.0×22.1×43.8（スイッチツマミ含まず）

木造住宅 コンクリート住宅
なし
244

構造
断熱材（mm）
 1m2当たり（W）

なし
174

50
140

50
93

1m2当たり必要W数の計算基準【HLH-SS1070】【HLH-HS307】
木造住宅 コンクリート住宅

約3畳（4.1m2）まで
約4.5畳（7.1m2）まで

断熱材
なし
50mm

約4畳（5.7m2）まで
約7畳（10.8m2）まで

シーズヒーター・ハロゲンヒーターの暖房の目安は、
一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。
室内外温度差15℃の地区で、1畳＝1.65m2として
（50Hzを基準として）算出しています。

〈仕様一覧〉

暖房の目安（寒冷地を除く）

遠赤外線で
足元までしっかりあったか

シーズヒーター

二重安全転倒OFFスイッチ（防災対応型）
二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に
通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ（押し棒式など）と違い、一度
転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

HLH-SS1070
オープン価格★

ヒーター構造
マグネシア

ステンレス管

発熱線

酸化黒化層

イメージ図
遠赤外線シーズヒーター採用
左右角度調節（手動）

1,000W-500W-切

操作パネル

■ コードを巻き付けて収納に便利「コード掛け」
■ 立ったままで操作できる「上面ダイヤル」
■ 3時間オートオフ機能付き

シーズヒーターは衝撃に強く、
水がかかっても割れにくい構造です。

ストーブの向きを手動で約130°の範囲で
簡単に変えられます。

電気ストーブ Elec t r i c  heate r

検知範囲

つけた瞬間からすばやくあったか

ハロゲンヒーター

二重安全転倒OFFスイッチ（防災対応型）
二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に
通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ（押し棒式など）と違い、一度
転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

HLH-HS307
オープン価格★

イメージ図ハロゲンヒーター採用

1,000W-670W-330W-切
■ コードを巻き付けて収納に便利「コード掛け」
■ 立ったままで操作できる「上面ダイヤル」
■ 3時間オートオフ機能付き

1,000Wの強運転、670Wの中運転、330Wの弱運転と、
シーンに合わせたあたたかさが選べます。

ハロゲンヒーターはスイッチONと同時にすばやく熱を発して
パワフルに暖めはじめる速暖性の高い暖房器具です。

検知範囲

操作パネル

左右角度調節約130°
暖めたい向きに調節できる便利

シーズヒーター採用
衝撃に強い耐衝撃

3段階運転切替
選べる快適

ハロゲンの光であったかスタート
つけた瞬間からあたたかい速暖

モーション感知センサー
手などが近づきすぎると自動で停止機能

モーション感知センサー
手などが近づきすぎると自動で停止機能

左右角度調節約130°
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○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に
使用しないでください。○初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。
そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。

安全に関する
ご注意

■ ムダな電力を抑える人感センサー搭載
■ 8時間オートオフ機能付き

電気ストーブ Elec t r i c  heate r

コンパクトで持ち運びも便利

セラミックファンヒーター

二重安全転倒OFFスイッチ（防災対応型）
二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に
通電を停止する機構で、転倒OFFスイッチ（押し棒式など）と違い、一度
転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

HLC-R1040
オープン価格★

1,000W※-500W-切

スポット暖房にぴったりな
コンパクト電気温風機

電気温風機

HLT-67
オープン価格★

600W-切

2段階の温風切替で、500Wの弱運転と1000W※の強運転から選べます。
コンパクトながら、キッチンや子ども部屋の暖房まで使えます。
※ 50Hz時。（60Hz時は950W）

2段階運転切替
強（1000W※）/弱（500W）選べる

ルームサーモの働きで、室温を「低」約5℃～「高」約35℃※まで温度調節ができます。
また、室温に関係なく続けて温風を使用するときは「連続」で運転できます。
※ 床面90cm×90cm、高さ180cmの部屋。

ルームサーモ付き
温度調節ができる便利

いろいろな場所で活躍
コンパクトだから便利

※OU=臭いの強度を示し、臭気に含まれる単一成分の濃度をその成分の検知閾で割った値（混合臭の場合は個 （々単一成分）の和で算出）
試験機関：関西ラボラトリー株式会社
試験方法：ISO17299-5に基づいて2.5Lの模擬排泄臭を4つ作製する。容積372Lのステンレス製試験容器の中央
に小型の撹拌ファンを設置する。試験容器を密閉し、作成したガスを全量（10L）注入する。ガス注入後、撹拌ファンを
60秒間稼動させて試験容器のガス濃度を均一にする。撹拌ファンを停止して、5分後、30分後の容器内部の臭気を
捕集し、におい識別装置（島津製作所製：FF‐2Ａ）にてOU（Odor Unit）を測定する。消臭率は次式によって算出。

脱臭方法：消臭フィルター（HLC-RF1）による 対象：ISO17299-5に基づいて作成した模擬排泄臭

消臭率（%）＝ ×100
（初期のOU－ファンヒーター運転後のOU）

初期のOU

トイレの
スポット暖房に

脱衣所・洗面所などの
スポット暖房に

勉強机や書斎などの
足元暖房に

らくらく持ち運び、スポット暖房
軽量・コンパクト便利

トイレの
スポット暖房に

脱衣所・洗面所などの
スポット暖房に

勉強机や書斎などの
足元暖房に

操作パネル

暖房の目安（寒冷地を除く）
【HLC-R1040】 セラミックファンヒーターの暖房の目安は、一般社団

法人日本電機工業会の統一基準によります。室内外
温度差15℃の地区で、1畳＝1.65m2として
（50Hzを基準として）算出しています。

木造住宅 コンクリート住宅
約3畳（4.1m2）まで
約4.5畳（7.1m2）まで

断熱材
なし
50mm

約4畳（5.7m2）まで
約7畳（10.8m2）まで

木造住宅 コンクリート住宅
なし
244

構造
断熱材（mm）
 1m2当たり（W）

なし
174

50
140

50
93

1m2当たり必要W数の計算基準

型　式
HLC-R1040
HLT-67

1,000
600

約2.9
約1.4

約 27
約 16.2

26.0×13.0×38.0
17.2×13.4×24.9（スイッチツマミ含まず）

〈仕様一覧〉
消費電力（W）本体質量（kg） 電気代（円/h）（税込）本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］

■

消臭フィルター
イヤなニオイを消臭

※ 50Hz時。
　（60Hz時は950W）

排泄臭

0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
（OU※）

運転なし 消臭フィルター
なし

消臭フィルター
あり

開始時 5分後 30分後

約4% 約11%

約86%

操作パネル

別売品 交換用消臭フィルター HLC-R1040用
HLC-RF1 希望小売価格 2,800円（税別）

■

風向ルーバー
風向きを上下に調節可能

■

転倒OFFスイッチ（押し棒式）
本体が転倒したら通電を停止する
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※ HLU-3708GX、HLU-2708GXのみ
　 試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 
　 試験方法：JIS L 1902：2015
　 抗菌方法と場所：カバー表生地に抗菌加工剤を塗布 
　 試験結果：抗菌活性値2.0以上

HLU-3708GXHLU-3708GX HLU-3008CXHLU-3008CX

自動切タイマー（6時間）
コンパクト収納（12折り）

ダニ対策

こたつ使用可能
暖房面積切替
ヒーター部防水

HHLU-3018HX
オープン価格★ オープン価格★

HHLU-2018HX

脚　の　太　さ
テーブルの重さ

3.5cm
～38kg

4.0cm
～50kg

6.0cm
～113kg

直径3.0cm
～28kg

電子コントロールカーペットの耐荷重の目安

角脚の場合

丸脚の場合

脚　の　太　さ
テーブルの重さ

3.0cm
～36kg

3.5cm
～49kg

5.0cm
～100kg

2.5cm
～25kg

ひざかけの使用
熱が逃げにくくなり、より暖かくなります。ただし、電気ひざかけは使用しないでください。
エアコンの併用
エアコンと電子コントロールカーペットを併用することで、エアコンの設定温度を下げても快適に過ごせます。
フローリングの床などには
フローリングの床でご使用になる時は、熱が床にとられて暖房効率が悪くなるおそれがあります。
市販のフローリング用シートのご使用をおすすめします。

○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に
使用しないでください。 ○低温やけどや、熱中症（脱水症状）などを起こすおそれがあります。 ○電子コントロールカーペット
の上で、うたたねなどをして長時間直接肌にふれたままおやすみになりますと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意
ください。 ○カーペットの表面温度は、一般社団法人日本電機工業会の測定法に基づき、室温20℃で一枚に広げ、3kgの荷重を
加えた状態で測定した値です。 ○HHLU-3018HX、HHLU-2018HXはヒーター本体のみとなっています。ヒーター本体単
独での使用はできません。必ずカバー（市販品）をかけて使用してください。（低温やけどや故障の原因）、カバー（市販品）は
必ず「電子コントロールカーペット専用カバー」を使用してください。

安全に関する
ご注意

型　式
HLU-3708GX
HLU-2708GX
HLU-3008CX
HLU-2008CX
HHLU-3018HX
HHLU-2018HX

カバー寸法（cm）
約200×240
約 180×180
約 200×240
約 180×180

－
－

本体寸法（cm）
約195×235
約 176×176
約 195×235
約 176×176
約 195×235
約 176×176

表面温度（高目盛）（℃）
約45
約45
約 45
約 45
約 45
約 45

ヒーター
単体タイプ

マイヤー調

〈仕様一覧〉
消費電力（W）
750（半面375）
540（半面270）
750（半面375）
540（半面270）
750（半面375）
540（半面270）

電気代（高目盛）（円/h）（税込）
約12.2
約 8.9
約 12.2
約 9.5
約 12.2
約 9.5

カバー質量（kg）
約3.4
約 2.3
約 2.7
約 1.9
－
－

本体質量（kg）
約4.1
約 2.8
約 4.1
約 2.8
約 4.1
約 2.8

カバー材質
ポリエステル100％
ポリエステル100％
ポリエステル100％
ポリエステル100％

－
－

●1ｃｍ2 あたり 1kg を目安
としています。脚の小さい
ソファーなどは、脚の下に
あて板をおすすめします。

●脚の太さにより置けるテー
ブルの重さが変わります。

節電のための上手な使い方

目付量：約480g/m2（約1.6倍）※2
毛あしの長さ：約10mm（約2.0倍）※2

※1 HLU-3708GX、HLU-2708GXのみ
　　カービング加工とは、デザインの一部に切り

込み、縁取りとして凹凸を作り、立体感を
出す加工のことです。

※2 HLU-3008CX、HLU-2008CXと比較

HLU-3708GX
オープン価格★

HLU-2708GX
オープン価格★

HLU-3008CX
オープン価格★

HLU-2008CX
オープン価格★

毛あしの長いタイプカバー
カービング
加工

カバー
カービング
加工

※ 試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構
    試験方法：JIS L 1902：2015
    抗菌方法と場所：カバー表生地に抗菌加工剤を塗布
    試験結果：抗菌活性値2.0以上

※ HLU-2008CXのみ（洗濯機容量6kg以上）

カバー 抗菌・防臭加工
シャンプークリーニング可能 カバー 水洗い可能

カバー裏面 クッション加工

コンパクト収納（12折り） こたつ使用可能
自動切タイマー（6時間） 暖房面積切替

ダニ対策 ヒーター部防水

※

シャンプークリーニング可能
カバー 水洗い可能カバー 洗濯機洗い可能

コンパクト収納（12折り） こたつ使用可能
自動切タイマー（6時間） 暖房面積切替

ダニ対策 ヒーター部防水

※

カバー裏面 クッション加工

3　畳相当 2　畳相当

3　畳相当

3　畳相当

2　畳相当

2　畳相当

電子コントロールカーペット Elec t r i c  heat ing  ca rpet

抗菌・防臭加工※

清潔

カービング加工※1

ふんわり

■ カバーの汚れは「シャンプークリーニング可能」
■ コンパクトに収納できる「12折りタイプ」

■

「暖房面積切替」
1人のときは半面だけ使える ■

「自動切タイマー（6時間）」
消し忘れが防げる

カバーの特長

本体の特長

コントロール部：HLU-3708GX、HLU-2708GX、
　　　　　　　HLU-3008CX、HLU-2008CX、
　　　　　　　HHLU-3018HX、HHLU-2018HX

マイヤー調カーペット

ヒーター単体タイプ

極細繊維で、やさしい肌ざわりのカーペット

2019暖房カタログ-プロパー_P05-06
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HLM-202SKRX
オープン価格★

コントローラー

約188×140cm

室温センサー
足ほっと配線
洗える毛布

キトサン抗菌防臭加工　 ※1

コントローラー

約160×80cm

室温センサー
足ほっと配線
洗える毛布

キトサン抗菌防臭加工　 ※1

HLM-102SSRX
オープン価格★

足側のヒーター線が高密度になっている
ので、足もとをしっかり暖めて気持ちよく
やすめます。

イメージ図

ている
ちよく

イメメージ図

足もと
ポカポカ

※ HLM-102MSRXは除く

コンセントがコネクタの
反対側にある場合は、
毛布（敷毛布）の裏・表
を逆にしてご使用いた
だけます。

コ
ン
セ
ン
ト

コ
ン
セ
ン
ト

裏表ご使用いただけます
※1 HLM-202SKRX、HLM-102SSRX キトサン抗菌防臭加工について

試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 
試験方法：JIS L 1902：2015
抗菌方法と場所：抗菌成分（キトサン）をアクリルに練り込み 
試験結果：抗菌活性値2.2以上

認証番号16P07
一般社団法人繊維評価技術協議会

（繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。）

剤名：天然有機系（キトサン）＆有機系（第4アンモニウム塩）
三菱ケミカル株式会社・ニューターフェルパークリン

抗菌防臭加工

※ HLM-102MSRXは頭側と足側を逆にしてご使用いただけます。

○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外
に使用しないでください。○低温やけどのおそれがあります。

安全に関する
ご注意

型　式

HLM-202SKRX
HLM-102SSRX

本体寸法（cm）

約188×140
約 160×80

表面温度（高目盛）（℃）

約53
約53

消費電力（W）

75
50

電気代（高目盛）（円 /h）（税込）

約1.2
約 0.8

本体質量（kg）※

約1.2
約 0.6

本体素材

たて糸：ポリエステル100%、よこ糸：ポリエステル70%・アクリル30%
たて糸：ポリエステル100%、よこ糸：ポリエステル70%・アクリル30%

HLM-202MKRX 約190×130 約 5375 約 1.2約 2.3 ポリエステル100%

HLM-102MSRX 約200×100 約 5375 約 1.1約 2.1 表地：ポリエステル100%、中綿：ポリエステル100%、
発熱布：たて糸 ポリエステル100%、よこ糸ポリエステル70%・アクリル30%、裏地：ポリエステル100%

※ コントローラー除く  

〈仕様一覧〉

※ HLM-202MKRX、HLM-102MSRXのみ
    試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 
    試験方法：JIS L 1902：2015
    抗菌方法と場所：マイヤー生地に抗菌加工剤を塗布 
    試験結果：抗菌活性値2.0以上

HLM-102MSRX
オープン価格★

約200×100cm

コントローラー

室温センサー2時間切タイマー
敷パッドタイプマイクロファイバー

洗える毛布
抗菌防臭加工 ※

※ HLM-202MKRX、HLM-102MSRXのみ
    試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 
    試験方法：JIS L 1902：2015
    抗菌方法と場所：マイヤー生地に抗菌加工剤を塗布 
    試験結果：抗菌活性値2.0以上

HLM-202MKRX
オープン価格★

コントローラー

約190×130cm

足ほっと配線
洗える毛布マイクロファイバー 抗菌防臭加工
室温センサー2時間切タイマー

※

電子コントロール毛布 Elec t r i c  heat ing  b lanket

掛・敷両用タイプ 心地よい肌ざわりのマイクロファイバーでふんわり快眠

敷毛布タイプ シングルサイズベッドにぴったり

HLM-102MSRXHLM-102MSRX

マイクロファイバー※

なめらかな肌ざわりふんわり

洗える毛布
ご家庭で丸洗いできる清潔

毛布裏面4隅にズレ防止用のゴム付きで、
シングルベッドにぴったりです。

敷パッドタイプ
しっかりと固定できる便利

足ほっと配線※

頭寒足熱を考えたポッカポカ

抗菌・防臭加工※

清潔

■

「室温センサー」
室温に応じて温度を自動コントロール

※ HLM-202MKRX、HLM-102MSRXのみ

■

「2時間切タイマー」※
就寝時に便利

※ HLM-202MKRX、HLM-102MSRXのみ

■

「12時間自動切タイマー」※
切り忘れ防止機能

大きめサイズの掛・敷両用毛布 敷毛布にぴったりなパーソナルサイズ、長さはしっかり足元まで

きで、

できる

※ HLM-202MKRX、
　 HLM-102MSRXのみ

マイクロファイバーは極細繊維の間に
たっぷりと空気を含むことで、ふんわり
とした心地よい暖かさが続きます。
さらっとなめらかな肌ざわりで快適な
眠りをサポートします。

ヒーターが入ったままで、手洗いはもちろんネットを使って洗濯機で
丸洗いもOKです。
●ドライクリーニングは避け、必ず毛布洗いのできる洗濯機をご利用ください。
●ドラム式洗濯機で洗わないでください。ヒーターを傷めたり、故障の原因
となります。

掛・敷両用タイプ 敷毛布タイプ

2019暖房カタログ-プロパー_P07-08
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操作パネル

型　式
HLC-1230
HLF-502

タンク容量（L）
約4.0
約3.8

消費電力（W）（50/60Hz）
1,130/1,100（温風強運転時）

320（強連続運転時）

本体質量（kg）
約4.8（水を除く）
約4.2（水を除く）

加湿量（mL/h）（50/60Hz）
約500/460（温風強+加湿連続運転時）

約500/485（強連続運転時）

本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］
41.0×21.0×41.5
39.0×17.0×39.0

電気代（円/h）（税込）（50/60Hz）
約30.5/29.7

約8.6（強連続運転時）

別売品 加湿セラミックファンヒーター・ハイブリッド式加湿器 交換用加湿フィルター

希望小売価格

HLC-14F HLF-502F
加湿セラミックファンヒーター HLC-1230用

2,500円（税別）

○加湿セラミックファンヒーター・ハイブリッド式加湿器は、室温によって加湿量が変化します。また周囲の湿度が高いときは加湿量が減少する場合があります。 ○適用床面積
は一般社団法人日本電機工業会規格（JEM1426）に基づいた目安です。ただし、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。加湿量は一般社団法人日本電機工業会
の規格（JEM1426）に基づき、20℃・30％で測定しています。 ○幼児の近くや不安定な置き場所で使わないでください。 使用中や使用直後に持ち運ばないでください。 

加湿フィルターの交換目安  HLC-14F：約18ヶ月／HLF-502F：約12ヶ月
●1日の使用期間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、2週間に1回お手入れをした場合の
目安。●定格加湿能力に対し加湿能力が50％に落ちるまでの期間。●水質、使用環境に
よって加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。

HLC-1230
オープン価格★

HLF-502
オープン価格★

操作パネル

切タイマー モード 節電
4時間2時間

標準

自動運転 手動運転

のど・肌 高め 低め 強連続 おやすみ

チャイルドロック

チャイルドロック
3秒押し

切/入

（ヒーター切）

HLF-502

希望小売価格 1,900円（税別）

ハイブリッド式加湿器 HLF-502用

○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ○消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コン
セントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。 ○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでくだ
さい。 ○初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。
ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。 ○水槽部やタンクの水は水道水を使
い、毎日新しい水と入れ替えてください。 ○本体水槽部は1週間に1～2回程度掃除し、いつも清潔にしてお使いください。 ○水槽部
を掃除しないでそのまま使用を続けますと、よごれや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

安全に関する
ご注意

加湿目安

約8.5畳（14.0m2）まで 約14畳（23.0m2）まで
木造住宅 コンクリート住宅

加湿量※

500（mL/h） 460（mL/h）
50Hz 60Hz

加湿目安

約8.5畳（14.0m2）まで 約14畳（23.0m2）まで
木造住宅 コンクリート住宅

加湿量※

500（mL/h） 485（mL/h）
50Hz 60Hz

〈仕様一覧〉

※ 温風：強+加湿連続運転時。 ※ 強連続運転時。

※ 表示ランプが
　 暗くなり、
　 操作音が消えます。

給水用の水タンクをＬＥＤライトで照らし、水量
をお知らせ。長めの加湿を行う前など薄暗い
お部屋でも水量が見やすく、就寝中の水切れ
防止に役立ちます。
（モードによってはLEDライトを消灯します。）

約41×41cm

足温器 ホット
クッション

ソフト
あんか※

3

○ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。○ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外
に使用しないでください。○低温やけどのおそれがあります。

安全に関する
ご注意

型　式
HLU-MC100
HLU-MK5RX

本体寸法（cm）
 カバー：直径約63/ ヒーター部：直径約60
 カバー：約41×41/ ヒーター部：約37×37

表面温度（高目盛）（℃）
約42
約42

消費電力（W）
23
20

電気代（高目盛）（円 /h）（税込）
約0.6
約 0.3

本体質量（kg）※

約0.6
約0.4

本体素材
ポリエステル100%
ポリエステル100%

※ コントローラー除く  

HLU-MK5RX
オープン価格★

直径約63cm 在庫品限り

HLU-MC100
オープン価格★

抗菌防臭加工
室温センサー

※1 抗菌防臭加工
室温センサー

※2

コントローラー
便利な

コントローラー
付き

コントローラー
便利な

コントローラー
付き

※1 試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法：JIS 
L 1902:2015 抗菌方法と場所：マイヤー生地に抗菌加工剤を塗布 試験
結果：抗菌活性値2.0以上

■ 「室温センサー」が、室温に応じて温度を自動コントロール
■ 2時間たったらスイッチが切れて、就寝時に便利「切タイマー」
■ 「12時間自動切タイマー」で切り忘れ防止機能
■ カバーがご家庭で丸洗い可能
■ 抗菌防臭加工※2

■ 「室温センサー」が、室温に応じて温度を自動コントロール
■ 2時間たったらスイッチが切れて、就寝時に便利「切タイマー」
■ 「12時間自動切タイマー」で切り忘れ防止機能
■ カバーがご家庭で丸洗い可能
■ 抗菌防臭加工※1

■ 「HEPAフィルター」採用吸気フィルター
■ 連続運転約8時間大容量 約4.0Lタンク
■ お休み時に便利減灯&消音※+切タイマー

■ お手入れラクラク加湿フィルター
■ タンクの底までお掃除ラクラク大口径水タンク
■ 「アレルキャッチャー」採用吸気フィルター

※2 試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法：JIS 
L 1902：2015 抗菌方法と場所：表面マイヤー生地および内側フリー
ス生地に抗菌加工剤を塗布 試験結果：抗菌活性値2.0以上
※3 ふとんの中で使用する場合は、低温やけどのおそれがあるため、
からだから離してご使用ください。

〈仕様一覧〉

抱えてお腹もあたたか 椅子に座ってあたたか 床に敷いてあたたか

二重安全転倒OFFスイッチ（防災対応型）
二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFF
スイッチ（押し棒式など）と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

二重安全転倒OFFスイッチ（防災対応型）
二重安全転倒OFFスイッチとは、地震などで本体が転倒・傾いた際に通電を停止する機構で、転倒OFF
スイッチ（押し棒式など）と違い、一度転倒した場合には製品を起こさない限り通電することはありません。

直

H
オー

コント

木造住宅 コンクリート住宅
なし
244

構造
断熱材（mm）
 1m2当たり（W）

なし
174

50
140

50
93

1m2当たり必要W数の計算基準【HLC-1230】
木造住宅 コンクリート住宅

約3畳（4.5m2）まで
約5畳（7.9m2）まで

断熱材
なし
50mm

約4畳（6.3m2）まで
約8畳（11.8m2）まで

加湿セラミックファンヒーターの暖房の目安は、一般
社団法人日本電機工業会の統一基準によります。
室内外温度差15℃の地区で、1畳＝1.65m2として
（50Hzを基準として）算出しています。

暖房の目安（寒冷地を除く）

暖房小物 Elec t r i c  heat ing  cush ion 加湿器 Humid i f i e r

HLU-MC100HLU-MC100

いろいろなシーンで使えてふんわりあたたかい

暖房も加湿も
これ一台

気化+温風で
効率よく加湿

使い方に合わせて暖かさいろいろ

光る「水タンク」
暗がりでも水量はっきり見やすい

お手入れ簡単な引き出し式の加湿トレイを採用しています。

加湿フィルター
お手入れラクラク清潔

選べる運転コース
「温風運転」「温風＋加湿運転」選べる

マルチクッション（丸型）

加湿セラミックファンヒーター

マルチクッション

ハイブリッド式加湿器

2019暖房カタログ-プロパー_P09-10

10商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。9 ★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ○カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。 ○【電気代】：電力料金目安単価27円/kWh（税込）。2014年4月改訂。




