
風 が 出 な い の に、

部 屋 全 体 が 暖 か い。

ゼロ風暖房
かぜ

デロンギ オイルヒーター　カタログ

オイルヒーターカテゴリー
15年連続*

No.1
ブランド

こんな症状はありませんか ご使用中止

●使用中、電源コードおよび電源プラグ、コンセントが
異常に熱くなる。 ●コードを動かすと通電したり、
しなかったりする。 ●電源コード、電源プラグが
変形／破損している。 ●スイッチを入れても、時々
運転しないことがある。 ●タイマーが正しく作動
しない。 ●その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため必ず販売店
またはデロンギ お客様サポートセ
ンターにご連絡ください。点検・修
理についての費用など詳しいこと
は販売店またはデロンギ お客様サ
ポートセンターにご相談ください。

まごころ点検 ★長年ご使用のヒーターの点検を！

DHC-9004

お求め、お問い合わせは当店へ

デロンギ・ジャパン株式会社

デロンギ お客様サポートセンター 0120-804-280
受付時間：土曜、日曜、祝日を除く9：30～18：00

本カタログの内容は、2019年7月現在のものです。

信頼のマークが示す安全性
Sマーク認証（第三者認証制度により電気製品の安全性を示すマーク）を取得しています。

欧州RoHS指令適合
欧州RoHS 指令とは、「電気・電子機器の特定有害物質の使用制限」を規定した欧州連合（ EU ）
による指令です。この製品は、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、六価クロム化合物、カド
ミウム及びその化合物、ポリブロモビフェニル（ PBB ）、ポリブロモジフェニルエーテル（ PBDE ）
の含有率が、いずれも含有率基準値以下となっています。

安全上のご注意
● 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。
● 屋外や、本来の目的以外の用途に使用しないでください。
● 本カタログ掲載の消費電力が600W以上の製品は、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。

● デロンギ ヒーターをご使用の際は、ヒーター本体の周囲を必ず1m以上あけて設置し
てください。

1m 1m

再資源化システム

充実のサービス体制
デロンギ社は、イタリア・ヴェネト州トレヴィーゾに本社を置くイタリア有数の家電メーカー。
日本国内にテクニカルセンターを設置し、十分なアフターサービス体制を整えています。

安心の3年保証
デロンギ ヒーターは3年保証です。デロンギ・ジャパンの自社お客様サポートセンターで
お問い合わせから点検・修理まで迅速な対応を行っています。

◆ 本カタログに掲載の製品は、家庭での使用を目的とするものです。
 本カタログに掲載の製品は日本国内用のため、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
 Products in this catalog are designed for use in Japan only.
 After sales service is not available outside of Japan.
◆ 製品には保証書が添付されております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、
　 保存ください。店名、ご購入日の記載のないものは保証対象外となる場合があります。
　 尚、一部の製品でお客様登録が必要になります。
◆ 製品のデザインおよび仕様は、予告なしに一部変更する場合があります。
◆ 製品の色彩は印刷のため実物とは多少異なることがあります。
◆ イラストや図は、全てイメージとなります。
◆ 本カタログに掲載の製品の補修用性能部品の保有期間は最終輸入日を起点に6年間です。
 ＊ 独立調査機関調べ(2004年1月～2018年12月数量・金額シェア)

デロンギは、長年ご愛用いただいたデロンギ製品を責任をもって再資源化を行っています。
詳細はデロンギ お客様サポートセンターへお問い合わせください。

製品サイトへGO!
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冬の乾燥は体調管理の大敵だから、

風が出ないのに、部屋全体が暖かい

ゼロ風暖房がお気に入りです。

吉田沙保里

ゼロ風暖房
かぜ
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肌も喉も

乾燥しにくい

空気が

クリーン

表面

安全設計

使いやすい
燃料補充

手間なし

＊独立調査機関調べ(2004年1月～2018年12月数量・金額シェア)

安心・安全設計 

オイルヒーターカテゴリー
15年連続*

No.1
ブランド

デロンギのオイルヒーターは1974年に誕生し、 

45年間、世界70ヶ国以上で愛用されて

きました。 

日本での販売実績30年の信頼あるブランドです。 

国内販売数量・金額シェアNo.1ブランド
デロンギは独自の技術で安全性を追求し続けています。

ヒーターの平均表面温度を60℃※1に抑えるので、やけどの心配がありません。

本体が転倒したり過度に熱を持ったりした際には自動で電源をオフ。

さらに、電源プラグの異常発熱を防ぐ安全プラグを搭載しています。

デロンギ ヒーターには欧州RoHS指令で規制されている特定有害物質や、

焼却時にダイオキシンを発生する素材は使用されていません。

また、デロンギの再資源化システムによって、

重量比98％以上を再資源化することができます。※2

環境への配慮

※1 ユニカルド オイルヒーターの場合
※2 詳細はデロンギ お客様サポートセンターへお問い合わせください。

ゼロ風暖房
風が出ないのに、部屋全体が暖かい。

かぜ

詳しくはp.15へ
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輻射熱とは？

温風を出さないから
水分を奪われることが

ほとんどなく※

肌や喉にやさしい

温風でホコリを
巻き上げないから
空気を清潔に保つ

※条件によっては室内の湿度が低下する場合があります。

試験施設：総合健康開発研究所
非盲検クロスオーバー比較試験、開始30分後の肌水分量を測定
温度：24℃設定、湿度：50％設定、被験者：乾燥肌の20～40代女性（n=5）

加湿器に頼らず、冬を快適に

肌も喉も

乾燥しにくい

空気が

クリーン

デロンギ ヒーターは肌の水分量をしっかりキープ。
乾燥による喉の痛みもなく、快適にすごせます。

空気を汚さず、換気も不要
室内のホコリやハウスダスト、ペットの体毛などを巻き上げることが
ありません。発火、燃焼もないため、空気を汚さず清潔に保ちます。

ファンヒーターを使用 デロンギ ヒーターを使用

ハ
ウ
ス
ダ
ス
ト
の

浮
遊
量

ファンヒーターを使用 デロンギ ヒーターを使用
8畳洋室（コンクリート壁）を対象に、床面の粒子径:2から30μｍのハウスダストが、呼吸高さ
（床上85cmから180cm）まで浮遊した量を観察。　・換気回数：0.5回/h 　・解析時間：60秒
【気流シミュレーション監修】新潟県立大学　坂口淳教授
※グラフはイメージです。

63%
低減

20℃設定でも部屋中快適

【シミュレーションプログラム監修】明治大学理工学部建築学科 酒井 孝司 教授
【シミュレーション条件】建物の構造・断熱性：木造・新省エネ基準（Ⅳ地域）に適合・6畳居室 運転時間 :15～22時、
設定温度:18～25℃、相対湿度:50％、外気温：拡張アメダスデータに基づいた東京の12月下旬の気温／着衣と
代謝を考慮

ファンヒーターを使用

55

a.u.

50

45

40

35

30

デロンギ
ヒーターを使用

乾
燥
肌
の
目
安

1.5
倍
の
潤
い

輻射熱で床・壁・天井にも熱を
伝え、部屋中を暖めるから
体感温度が違います。

【シミュレーションプログラム監修】明治大学理工学部建築学科
【シミュレーション条件】建物の構造・断熱性：木造・新省エネ基
設定温度:18～25℃、相対湿度:50％、外気温：拡張アメダスデ
代謝を考慮

輻射熱で床・壁・天井にも熱を
伝え、部屋中を暖めるから
体感温度が違います。

その差その差

約3℃！約3℃！
節電しても
暖かい！

ファンヒーターファンヒーターデロンギ ヒーターデロンギ ヒーター

19.7℃19.7℃体感温度体感温度22.8℃22.8℃体感温度体感温度

20℃
設定温度

ふくしゃねつ

熱を放射して

部屋全体をムラなく暖める

輻射熱暖房

部屋中おだやかな

暖かさに包まれる

ふくしゃねつ

部屋全体が

暖かい

遠く離れた太陽が地球を暖めるように、
デロンギ ヒーターも部屋と私たちを暖め
ます。赤外線が届くことで、人だけでなく
壁や床、天井まで熱を伝えるので部屋の
隅々まで暖かく、ひなたぼっこをしている
ように体の芯までポカポカになるのです。
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デロンギ オイルヒーターは電気の
力で製品内部の熱源を温め密閉
された難燃性オイルを通じて放熱。
燃料の補充や交換の手間は一切
ありません。

表面

安全設計

燃料補充

手間なし

※イラストはイメージです。

ユニカルド
オイルヒーター

オイルヒーター JRE0812

オイルヒーター
H770812EFSN-GY

A社オイルヒーター

約60℃

約70℃

約80℃

約97℃

●温度はすべて平均表面温度。自社測定基準による。
※詳しくはp.15をご覧ください。

好きな温度で自由に運転でき、無駄を簡単に防げる「24時間
タイマー」でライフスタイルに合わせて使用できます。
電源を切っても暖かさはしばらく続くので、OFFの時間を早め
に設定することで節約効果が更にアップします。

1日の
スケジュール

タイマー

4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 222

起床 外出時間 帰宅～食事
～くつろぎ

就寝・睡眠睡眠

OFF

OFF

OFFON ON

お出かけ中はOFFに目覚める頃には
快適温度に 帰宅1時間前にONにして

帰ったときには快適温度に

くつろぎタイムは
快適温度に

※ユニカルド オイルヒーターのタイマー使用例。

※グラフはイメージです。

生活リズムにあわせた

便利なタイマー設定で節電に

使いやすい
〈タイマー〉

高い暖房能力と
安全性を両立。
やけどしにくい
表面温度だから
安心してお使い
いただけます。
安全プラグ※を
搭載した安全設計
で思わぬ事故を
未然に防ぎます。

E C O 運 転

通 常 運 転

20℃
21℃
22℃

18℃
17℃

19℃

室温

時間

オイルヒーター

オイルヒーター

設定温度

24時間タイマーで節電

エコ運転で節電

デジタルモデルにはボタンを押すだけで設定温度より少しだけ
控えめに運転するエコ運転モードを搭載。
快適さはそのままに、暖めすぎの無駄を省きます。

※設定温度を20℃にした場合。

燃料の補充が不要、お手入れも簡単

やけど・火事が起きにくい安全設計



誰でも操作しやすいクリックノブ

ディスプレイから目を離さずに、まわす&押す（クリック）の
単純操作で複数の主要設定ができるクリックノブを搭載。
使いやすさをとことん追求し、温度設定や運転時間の
ダイレクトコントロールを可能にしました。
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やけどしにくい安全設計モデル
クリックノブ

スリムデザインモデル

約60℃、やけどしにくい表面温度

デロンギだけの先進技術で、
放熱板を加工した「幅広X字
型フィン」を採用。
触れてもやけどしにくい平均
表面温度約60℃を実現。

家族を守る高い安全性

❷表面安全設計
❸すきまに指が
　入らない構造

❶チャイルドロック

約70℃、やけどしにくい表面温度
フィンの表面積を従来型フィン比1.4倍に
広げた「新L字型フラットフィン」を採用。
平均表面温度約70℃を実現。

ONまたはOFFデジタルタイマー
ONまたはOFFになるまでの時間を選択
できるタイマーを搭載。

❶ 子供が触っても
 安心
❷ やけどしにくい
 表面温度
❸ すきまが狭いため
 指をはさまず安心

ユニカルド オイルヒーター

RHJ65L0915 RHJ65L0712

チャイルドロック

※1 ※2

2モード クリックノブ

※1 RHJ65L0915　※2 RHJ65L0712
アイコンの説明はp.17をご覧ください。

オイルヒーター
JRE0812

アイコンの説明はp.17をご覧ください。
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カンタン24Hタイマーモデル

約80℃、やけどしにくい表面温度

便利なタイマー設定

約70℃、やけどしにくい表面温度

フィンの表面積を従来型フィンの
1.4倍に広げた「ミニL字型フィン」
を採用。
平均表面温度約70℃を実現。

15ヶ所にあいた穴が外周部への熱伝
導を抑制する「サーマルカットフィン」
で、平均表面温度約80℃を実現。さらに、
エッジを巻き込んだ形状で安全性を高
めています。

脱衣所に最適 小型モデル

15分刻みでON/OFFを予約できる「24時間電子タイマー」。
24時間思いのままに設定できます。

24時間かけて一周する
時計のような仕組み

内側
（暖房ON）

外側
（暖房OFF）

※1 ※2

※1 H771015EFSN-BK　※2 H770812EFSN-GY
アイコンの説明はp.17をご覧ください。

ダイヤル

現在時刻を合わせて
タイマー運転開始

暖房を自動で開始／停止
ピンスイッチ一個が15分間分

ピンスイッチ

セットポイント

6：サーモスタット最大時（高温）
1：サーモスタット最小時（低温）
＊凍結防止機能ON時

NEW

オイルヒーター

オイルヒーター

H771015EFSN-BK H770812EFSN-GY

NJ0505E NJM0505

※ ※

適温になったらサーモスタットを
セットすると、自動でON/OFFして
お部屋の温度をキープします。

サーモスタット（温度設定ダイヤル）

※ NJ0505Eのみの機能
アイコンの説明はp.17をご覧ください。
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デロンギは電気代も安心
低めの温度設定でも部屋中快適な温度に保てるので、電気代も抑え
られます。

断熱性能の高い住宅なら、暖房効果も高く、電気代も抑えられます。
厚手のカーテンを床に接するようにひいたり、雨戸を閉めたりして
窓面の断熱性能を高めれば、更に効果的です。

【シミュレーションプログラム監修】 【シミュレーション条件】

明治大学
理工学部建築学科

酒井 孝司  教授

ECO
運転

通常時1時間平均/約18.2円

リビング（10畳）

1時間平均/約14.0円
設定温度20℃の場合

※1

ECO
運転

通常時1時間平均/約8.8円

ECO
運転

通常時1時間平均/約12.7円

寝 室（6畳）

1時間平均/約7.8円
設定温度16℃の場合

※1 子供部屋（8畳）

1時間平均/約10.6円
設定温度18℃の場合

※1

デロンギ ヒーターでヒートショック対策も

お家にひそむ寒暖差が
ヒートショックを引き起こす

人間の身体は急激な温度差にさらさ
れると、心疾患のリスクが高まります。
居室を移動する際の部屋間の温度差
はもちろん、同じ室内でも部屋内温度
差には注意が必要です。

室温を一定に保ち、安全性にも優れたデロンギ ヒーター

熱の逃げやすい窓際や壁際に設置すれば、外からの冷気をしっかりカット
し、部屋の温度ムラをなくすことができます。

壁・床・天井まで暖かな空間

22℃

20℃

18℃

16℃

12℃

14℃

でヒ

こす

さらさ
ます。
温度差
内温度

リビング

25℃
浴室

5℃

トショトショ

リビン

25℃

ョック対策もョック対

脱衣所

10℃

ロンギ ヒーター

ング

℃
浴室

5℃
脱衣所

10℃

廊下

15℃

【監修】
さかい医院(川崎市)
堺浩之院長

※1 住居や環境によって異なります。
※2 屋外や浴室など、水や湿気の多い場所では使わないでください。壁や電源をとるコンセント、カーテンから20cm

以上離して使用してください。人や家具からは1m以上離して使用してください。契約電力回路容量を確認の上
使用してください。本体や通気口を衣類などで覆わないでください。濡れた手で電源の抜き差しを行わないでく
ださい。

ヒートショックの予防には部屋間/部屋内温度差を3℃以内にすることが
望ましく、温度差がまったくない一定の状態を保つことが理想的です。
 デロンギ ヒーターは輻射熱で部屋中を温めます。

ふくしゃねつ

※図はイメージです。

窓

良い例 部屋をムラなく
一定の温度で暖める

窓際に配置

冷気

温度ムラ
なし

壁※図はイメージです。

良い例 部屋をムラなく
一定の温度で暖める

窓際に配置

温度ム温度ム温度ム温度ム温度ム温度ムムララララララララララララ温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温度温温度度度度度度度度度度度度度度度度度度ム度度ムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ
なしなしなしなしなしなしししししししししししなななななななななななななななななななななななななななななししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししし

温度ムラ
なし

※2

窓際に置くことで冷気をシャットアウト

※1建物の構造・断熱性：RC集合住宅・新省エネ基準（Ⅳ地域）に適合 
運転時間：9時間（リビング：13時～22時、勉強部屋：13時～22
時、寝室：22時～翌7時）外気温：拡張アメダスデータに基づいた
東京の12月上旬の気温／照明や人体の発生熱などを考慮／
1kW/時の電気代は27円（※）で計算 （※2019年7月現在）

移動時に生じる部屋間温度差※1

ヒートショックが起こりやすい環境として
暖かいリビングと寒い脱衣所・浴室の温度
差があります。
脱衣所は裸になる場所で、直接肌に触れて
やけどをしたり、衣類に引火して火事にな
りやすいため、火を使わない暖房器具のほ
うが安心だと思います。
そうした点でもデロンギ ヒーターはおす
すめですね。
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ユーザー満足の声デロンギの

安心安全設計

3年保証・充実のアフターサービス

安全性への配慮

異常を感じたら自動で電源をオフ 
災害時など、ヒーター本体が倒れた際に自動で電源をオフする「転
倒時電源遮断装置」／衣類の落下など、ヒーター本体が過度に熱を
持った際に自動で電源をオフする「安全ヒューズ」を搭載。さらに、
手動で電源をオンにしない限り運転を再開できない設計で安全に
配慮しています。

暖かいのに、やけどしにくい表面温度

デロンギ オイルヒーターは安心の3年保証です。
また、長年にわたって安心してご使用いただくた
めに、全製品において、専任の日本人スタッフが
サポートを実施しています。

電源プラグ周辺の温度を感知。電源プラグの異
常発熱による、思わぬ事故を未然に防ぎます。
（特許番号4209907号取得）

約60℃

約97℃

安全性と暖かさを両立させるために、放熱板の表面積を増加。表面
積が広く、より多くの空気と触れるため、しっかり暖まります。
デロンギは独自の先進技術で放熱板を加工。広い表面積をコンパ
クトな本体に収めました。

従来型の放熱板

放熱板を加工

デロンギの放熱板
広い面積を
コンパクトに

2018年購入者アンケートより（個人の感想です）

出産直後でインフルエンザが蔓延するなか、
乾燥対策ができて暖かい暖房器具を探して
いました。
ポカポカ太陽のような暖かさに包まれ、乾
燥することもなく、とても快適な冬を過ごす
ことができました。

大阪府在住・20代女性

子育てママ

血圧がやや高いので、寒さとヒートショック
対策で購入しました。
廊下からトイレに入るとほんわりとした感じ
で、暖かいです。

福井県在住・60代男性

ヒートショックが
気になる方

静岡県在住・50代女性

温風の出る暖房が
苦手な方

栃木県在住・30代男性

温風の出る暖房が
苦手な方

タイマー機能が充実しており、毎日同じ時間
帯に使用したいのでとても良いです。
起床前～起床時の数時間部屋を暖かくして
朝快適に起きられる空間にしたかったので、
こちらの製品がピッタリだと思いました。

岐阜県在住・30代女性

生活パターンに合わせて
使いたい方

3年
保証

温風の出る暖房が苦手なため購入しました。
静かだし、嫌な風も無く、実に快適で良いと
思います。
これから毎年冬の厳しい寒さを快適な環境
で暖かく過ごすことができると嬉しく思っ
ております。

部屋が全体的に暖まるのが素敵です。
ハウスダストアレルギーや鼻炎があるので、
部屋全体を風で暖めるヒーターと比べると
断然違いが分かりました。

※ 詳しくはp.7をご覧ください。

※



便利なトップハンガー

チャイルドロック

クリックノブ2モード

チャイルドロック

クリックノブ2モード

NEW

電力切替（W）

待機電力（W）

本体外寸（長さ×幅×高さmm）

本体重量（kg）

コードの長さ（m）

JANコード

製品仕様

仕様・機能一覧表

ー

約0.2

375×175×385

5.5

1.9

ー

0

375×175×385

5.5

1.9

ー ー

オイル ヒーター

P.12 P.12

NJ0505E型式番号

掲載ページ

スペック一覧

NJM0505

製品機能

オプション トップハンガー

タイマー

電力切替スイッチ

キャスター

17 18

4988371012180

ー

なし（ON/OFFのみ）

ー

なし（ON/OFFのみ）

ー

デロンギ ヒーター
全モデル対応

●仕様…安全プラグ／安全ヒューズ／転倒時自動電源遮断装置

●アフターサービス…保証期間3年／再資源化システム

強1200/中700/弱500

約0.7

475×300×680

13.5

2.3

TM-9XM TH-300R TH-8FH

24時間デジタルタイマー（2モード）
ON／OFF対応

デジタル式

p.9 p.9

RHJ65L0712RHJ65L0915

強1500/中900/弱600

約0.7

560×300×680

16.5

2.3

 
4988371012524 4988371012531

デジタルタイマー
(ONまたはOFF)

24時間
ON／OFF

強1200/中700/弱500

約0.5

425×260×650

11.0

2.5

4988371012173

デジタル式

JRE0812

p.10

強1500/中900/弱600

約0.3

490×245×630

14.0

2.3

4988371012623

二連式（ランプ付）

H771015EFSN-BK

P.11

TH-8FH

24時間
ON／OFF

強1200/中700/弱500

約0.3

415×245×630

12.0

2.3

4988371012425

二連式（ランプ付）

H770812EFSN-GY

P.11

折りたたみ式

やけどしにくい スリムデザイン

クリックノブ

部屋の広さの目安
10※2 ～13※3 畳 、 8※2 ～10※3 畳 、
   ～ 3※2 畳

デジタルタイマー
ON/OFF

デジタルタイマー
(24時間カウントダウン
ON/OFF）

電子タイマー
（15分刻みでON/OFF）

デジタルタイマー
（ON/OFF）
2、4、8時間から選択

クリックノブ

消費電力
1500W 、1200W、
 900W 、  500W

平均表面温度

約60℃、70℃、80℃

約20％節約

1500W 約60℃

eco on
off

224 2
h h h
4 8

10-13
畳

機能アイコン説明

2モード

ON／OFFタイマー
(ONまたはOFF)
2、4、8時間から選択

脱衣所　などの小部屋に※1

共通仕様　電圧／周波数：AC100V／50-60Hz
※1 詳しくはp.12-13をご覧ください。
※2 日本電機工業会自主基準。
※3 デロンギ自社試験による。試験条件：新省エネルギー基準 外気温5℃、5面接触

4988371012081

カンタン24Hタイマー

デロンギ ヒーターと一緒に
お使いいただけるトップハンガー。
衣類やタオル等の温めに便利です。

お使いのヒーターの対応品番を
ご確認のうえ、お求めください。

TM-9XM

TH-300RTH-8FH ※イメージ


