
デロンギ
マルチダイナミックヒーター Wi-Fiモデル
専用アプリ

DE'LONGHI COMFORT APP
使い方マニュアル（iOS、Android™️用）

対応機種：MDHAA15WIFI

表示している画面は例であり、端末等により異なることがあります。
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操作する

操作方法と表示について

チャイルドロック
タップしてチャイルドロックを
オン／オフする

エコモード
タップしてエコモードを●
オン／オフする

マイスリープマニュアルモード 5ページ参照

モード設定（運転モード） 
（5ページ）
①タップして運転モードを表示する
②運転モードをタップする

電源
タップして電源を
オン／オフする

スケジュール運転
スケジュール運転を設定
する

その他の機能
温度表示、ディスプレイの
明るさ、ヒーターの名前を
変更する

温度設定
スワイプして温度を
変更する

電力レベル設定
タップして電力レベルを●
変更する

運転電力レベル
運転中の電力レベルを％で
表示する

設定温度表示

実際の温度表示
現在の温度を表示
する
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  アイコンをタップする
※●電源がオンになってリモート操作できます。
※●操作をするごとに「更新完了」と表示されます。

電源をオンにする

操作する　つづき 
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スケジュール運転を使う
スケジュール運転は1週間の生活スタイルに合わせて、運転モードを自由に組み合わせて、1時間ごと
に設定できます。

モード設定（運転モード）について
本機には以下の運転モードがあります。スケジュール運転を設定するときに使用します。

※●●　●●●●と●　●●●●の温度と電力レベルは初期設定です。

設定変更は6ページをご覧ください。
※●通常時でも運転モードを使うことができます。

※●●　●●●●と●　●●●と●　●●●●の温度と電力レベルは初期設定です。

：在宅中など暖かく過ごしたいときに設定
します。
温度：21℃
電力レベル：「休止または1〜5」

：就寝中など寒くない程度に暖かさを保ち
たいときに設定します。
温度：17℃
電力レベル：「休止または1〜5」

：室温が下がりすぎないようにしたいとき
に設定します
温度：5℃固定
電力レベル：「5」固定
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スケジュール運転を使う　つづき 

操作画面で  アイコンをタップし、
各運転モードを表示する
※●画面下部に運転モード設定の項目が開かれます。

 をタップして、設定を変更する
温度：温度設定表示の● ●をスワイプする
電力レベル：運転電力レベル表示の● ●をスワイプする
※● ●モードの設定は変更できません。（温度5℃、電力レベ
ル5固定）

（例）● ●モードの場合

 「＜」をタップして操作画面に戻る

1

2

3

運転モードの設定を変更する

運転モードの● ●と● ●の設定を変更できます。
スケジュール運転中の「温度設定」と「電力レベル設定」の変更も下記の手順で行います。
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スケジュールを作成してスケジュール運転を使う

スケジュール運転は1週間の生活スタイルに合わせて、運転モード（● ●、● ●、● ●または●オフ）を自由
に組み合わせて、1時間ごとに設定できます。

スケジュール運転を使う　つづき 

操作画面で  アイコンをタップし、
スケジュール画面を表示する

 アイコンをタップしてスケジュールを
新規作成する

1.設定したい時間帯を選択する 1. 2.

2.運転モードを設定し、「完了」を
タップする
※●● ●、● ●、● ●の3種類から選択します。

3.「セーブ」をタップする 3. 4.

4.運転する曜日を設定する
※●暖房をオフにしたい時間帯は選択をしないでください。
※●同じモードであれば複数の曜日を範囲選択できます。

1

2
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スケジュールを作成してスケジュール運転を使う
2  を繰り返し行い運転モードを割り当て、

「有効にする」をタップする
※●スケジュール運転中は「● ●」のアイコンが操作画面に●
表示されます。

※●スケジュール運転中は、操作画面から「温度設定」と●
「電力レベル設定」の変更ができません。●
設定変更をするときは「運転モードの設定を変更する」●
（6ページ）をご覧ください。

※●スケジュールを無効にしたい時は、「無効にする」をタップ●
してください。

3

スケジュール運転を使う　つづき
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自動で電源をオフにする

スケジュール運転を利用して、自動的に電源をオフにすることができます。

スケジュール運転を使う　つづき

例　現在、月曜日の15時で、20時に電源をオフにする時の場合：

P7 1  と同様の操作で、スケジュールを 
新規作成する

1.「スイッチON」を15時に設定し、 
「スイッチOFF」を20時に設定する

1. 2.

2.お好みの運転モードを設定し、 
「完了」をタップする

3.「セーブ」をタップする 3. 4.

4.月曜日を設定する

5.「有効にする」をタップし、 
「＜」をタップする

5.

※●設定されたスケジュールが有効になりました。
※●スケジュール運転中は「● ●」のアイコンが操作画面に●
表示されます。

1

2
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スケジュールを削除する

1.削除したいスケジュールを
長くタップする

1. 2.

2.中央のアイコンが  アイコンに
変わったら、もう一度タップする

※●設定したスケジュールが削除されました。

1

スケジュール運転を使う　つづき
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マイスリープ機能について

※iPhoneとApple●Watchをペアリングしてください。
※Apple●Watch以外のスマートウォッチには対応していません。

マイスリープ機能を使う

マイスリープ機能は起床時間と睡眠温度帯を設定するだけで、標準的な睡眠サイクルにあわせて、
室温を自動でコントロールし、睡眠の質を高めるとともに、爽やかな目覚めを促します。Apple●
Watchを使用する場合、設定後１分あたりの心拍数が10〜 20BPM下がると室温のコントロー
ルを開始します。心拍数が下がらない場合でも、約10分後に睡眠スケジュール運転を開始します。
Apple●Watchを使用しない場合は設定後すぐに睡眠スケジュール運転を開始します。

例　7時間睡眠の場合：
入眠後、設定温度をレム睡眠に最適な16℃にまで下げ、起床時間に合わせて設定温度を徐々に
上げることで睡眠の質を向上します。

時間0:30AM0:00

睡眠時間

20℃

16℃

20℃

60分

17℃

室
温

起
床
時
刻

3:30 6:00 7:00

30分 3時間

レム睡眠に最適な16℃まで
温度を下げる

起床時間に合わせて温度を
徐々に上げる
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Apple Watchを使用してマイスリープ機能を使う

ホーム画面で「Watch」をタップする
※●アプリがインストールされている場合、
この手順は不要です。

1.「一般」をタップする 1. 2.

2.「Appの自動インストール」を
タップする

再度iPhoneでアプリをインストール
し直してください。

1

2

3

通常はApp●Storeよりアプリ（DE'LONGHI●COMFORT●APP）をインストールすると、自動でApple●
Watchにもアプリがインストールされます。
※最初にApple●Watchにもアプリがインストールされているかご確認ください。インストールされて
いない場合、下記手順にてインストールしてください。

マイスリープ機能を使う　つづき 
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操作画面で  アイコンをタップし、
 アイコンをタップする

画面を左へスワイプする

ポップアップが表示されたら、
赤枠をタップする

4

5

6

マイスリープ機能を使う　つづき 

Apple Watchを使用してマイスリープ機能を使う
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「心拍数」をタップし、
「許可」をタップする

操作画面で  アイコンをタップし、
 アイコンをタップする

画面を左へスワイプする

7

8

9

Apple Watchを使用してマイスリープ機能を使う

Apple●Watchを使用している場合、ヘルスケアデータの心拍数データが睡眠スケジュール運転時に活
用されます。※ヘルスケアデータ（心拍数）へのアプリからのアクセスとアップデートを許可します。（初
回設定時のみ）

マイスリープ機能を使う　つづき 
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1.  アイコンをタップする 1. 2.

2.睡眠スケジュールを選択し、
「＜」をタップする

3.「開始」をタップする 3.

※●Apple●Watch側との同期が開始されます。

Apple Watch側の「開始する」を
タップする
※●Apple●Watchと同期が開始され、設定されます。
※●iphoneでは操作できません。

※●Apple●Watch側で約10分間心拍数を
計測します。

※●心拍数が10-20BPM下がったことを検知すると、
就寝したと判断し、睡眠スケジュール運転を開始し、
室温の温度コントロールを開始します。

※●睡眠スケジュール運転中の最初の3時間は、設定した
最低温度で運転します。

※●10分経っても心拍数が10-20BPM下がらなかった
場合は、自動的に睡眠スケジュール運転を開始します。

10

11

Apple Watchを使用してマイスリープ機能を使う

マイスリープ機能を使う　つづき 
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マイスリープ機能を使う　つづき 

Apple Watchを使用してマイスリープ機能を使う

Apple Watch側の「終了する」を
タップする

※●設定されました。

※●iPhone側からも同様の操作で終了できます。

●マイスリープ機能を終了する
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Apple Watchを使用しないでマイスリープ機能を使う

操作画面で  アイコンをタップし、
 アイコンをタップする

1.「時計を持っていない」をタップする 1. 2.

2.  アイコンをタップし、P.15 10  と
同様の操作をし、睡眠スケジュールを
作成する

3.「開始」をタップする 3.

※●設定されました。

1

2

スケジュール運転を使う
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マイスリープ機能を使う　つづき 

Apple Watchを使用しないでマイスリープ機能を使う

「ストップ」をタップする

「中止」をタップする

1

2

●マイスリープ機能を終了する
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マイスリープ機能を使う　つづき 

設定したスケジュールを削除する

操作画面で  アイコンをタップし、
 アイコンをタップする

1.設定したスケジュールを
左にスワイプする

1. 2.

2.「削除」をタップする

※●スケジュールが削除されました。

1

2
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操作画面で  アイコンを
タップする

「単位」の「＞」をタップする

「℉」をタップして、「＜」をタップする

※●温度表示が「華氏」表示になります。

1

2

3

温度表示を華氏に変更する

温度表示を変更できます。

その他の機能
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操作画面で  アイコンを
タップする

「明るさ」の「＜」をタップする

お好みの明るさのレベルをタップし、
「＜」をタップする

1

2

3

ヒーターのディスプレイの明るさを変更する

ヒーターのディスプレイの明るさを3段階から選べます。

その他の機能　つづき 
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ヒーターの名前を変更する

デバイスリストに表示されるヒーターの名前を変更できます。

その他の機能　つづき

操作画面で  アイコンを
タップする

「MDHの名前」の「＜」をタップする

1.  アイコンをタップする 1. 2.

2.名前を入力する

「＜」をタップする

1

2

3

4
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