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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

デバイスリスト画面

デバイスリスト

部屋 設定GPS機能

＋アイコン

設定温度

接続状態
ヒーターの名前
ヒーターの表示をタップ
するとメイン画面に移行
する

パーソナルエリア

運転モード
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操作する

メイン画面

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

下部メニューバー

エコモード
タップしてエコモードを
オン／オフする

アイコン
コンフォート／ナイトモー
ドの設定変更する

マイスリープ

マニュアルモード

コンフォートモード
ナイトモード

凍結防止

モード設定（運転モード）
（6ページ）
①下部メニューバーを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

温度設定ダイヤル
スワイプして温度を
変更する

電力レベル設定
スワイ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

室内の温度表示
現在の温度を表示
する

ヒーターの名前

運転電力レベル（W） ％

1500 100

1200 80

900 60

600 40

300 20
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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「更新済」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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操作する　つづき 

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。

※		　						と	　				の温度と電力レベルは初期設定です。
設定変更は7ページをご覧ください。

※		お客様で設定したコンフォートモードやナイトモードで運転することも可能
です。

：お客様自身で自由に設定します。
温度：10〜28℃
電力レベル：「休止または1〜5」

：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

コンフォート
モード

マニュアル
モード

ナイトモード

凍結防止
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操作する　つづき 

1.メイン画面で… …アイコンをタップし、
下部メニューバーを表示する
※	画面下部に運転モード設定の項目が開きます。

2. 2.

2.設定変更したいモード（コンフォート／
ナイトモード／凍結防止）をタップする

…をタップして、設定を変更する
温度：温度設定ダイヤルの をスワイプする
電力レベル：運転電力レベル設定の …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

…をタップして完了する
※	設定が保存されます。

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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スケジュールを編集してスケジュール運転を使う

ユーザーの生活スタイルに合わせて、カスタマイズしたスケジュールを入力できます。スケジュールは
7日間、各曜日で24時間お好きな時間にヒーターのON/OFFと運転モード（	 	、	 	、	 	）を1日ごとに
設定できます。

スケジュール運転を使う

メイン画面で… …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、「選択」を
タップする
※	 	、	 	、	 	の3種類から選択します。

3.「保存」をタップする 3. 4.

4.運転する曜日に を入れ、「確認」をタッ
プする
※	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。
※…日付をまたいでの設定はできません。
例）金曜日の夜22:00から土曜日の朝6:00までオン
にしたい場合は金曜日の22:00 ～ 00:00　土曜日の
00:00 ～ 06:00両方設定してください。

1

2
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スケジュールを編集してスケジュール運転を使う
※	スケジュール表を指でスワイプして設定することも可能です。

2 を繰り返し行いスケジュールの編集を
終えたら、「有効にする」をタップする
※	スケジュール運転中は	 が	 に色が変わりメイン画面に
表示され、ヒーター本体のディスプレイに	 	が表示されま
す。

※…マニュアルモードによる操作や本体の操作は出来ます
が、スケジュールは無効になります。

※…デバイスシェアリング、もしくは同じアカウントで複数
の端末（スマートフォンなど）からスケジュールを更新す
る場合、元のスケジュール設定を無効にしてから更新し
てください。無効にしない場合は更新できません。

※…最後に行ったスケジュール設定が有効になりますが、
その更新内容はほかの端末（スマートフォンなど）には
通知されません。……

※	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。

※	スケジュール運転中にヒーター本体で操作を行った場合や、ア
プリのマニュアルモードから操作を行った場合、安全のためス
ケジュールが無効になります。スケジュール運転をする場合は、
再度有効にしてください。

3

スケジュール運転を使う　つづき
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スケジュール運転を使ってオフタイマーとして使う

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場合

メイン画面で… …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.「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、
「選択」をタップする

3.「保存」をタップする 3. 4.

4.月曜日に を入れ、「確認」をタップす
る

1

2
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スケジュール運転を使ってオフタイマーとして使う

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

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	 が	 に色が変わりメイン画面に	
表示されます。
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スケジュールを削除する

…アイコンをタップする

「無効にする」をタップする

1.スケジュール運転の無効中に
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

※	スケジュールが削除されました。

1

2

3

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。
※おやすみの直前に設定してください。

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



14 ／ 42

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

iPhoneで「デロンギコンフォートアプリ」
をインストールし直す

1

2

3

通常はApp	Storeよりアプリ（「デロンギコンフォートアプリ」）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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デバイスリストで変更したいヒーターを選
択し、メイン画面で 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
※	マイスリープ運転中はヒーター本体に	 	が点灯します。
※	初期設定で運転する場合はそのまま「開始」をタップしてくださ
い。

※	設定を変えたい場合は次ページをご参照ください。

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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1. …アイコンをタップする 1. 2.

2.起床時間と最小、最大温度をを選択し、
「Save」をタップする
※	最大温度は最小温度より大きな数字を選択してください。
※	複数のスケジュールがある場合は使用したいスケジュール
を選択し、タップしてください。

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。

※	 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。

7

8

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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「心拍数」をタップし、
「許可」をタップする

メイン画面で… 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

9

10

11

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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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。

●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
デバイスリストで変更したいヒーターを選
択し、メイン画面で アイコンをタップ
し、 アイコンをタップする

1.「アップルウォッチを持っていない」を
タップする

1. 2.

2.ポップアップが表示されたら、
赤枠をタップする
※	マイスリープ運転中はヒーター本体に	 	が点灯します。
※	初期設定で運転する場合はそのまま「開始」をタップしてく
ださい。

※	設定を変えたい場合は16ページをご参照ください。

3.「開始」をタップする 3.

※	設定されました。

1

2

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 を使用しないでマイスリープ機能を使う

「停止」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
デバイスリストで変更したいヒーターを選
択し、メイン画面で 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

1

2
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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
1.削除したいスケジュールを
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。

2
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GPS 機能を使う

GPS 機能について
GPS機能は、自分が今いる場所などの位置情報に基づき、設定した条件に応じてヒーターのオン／オ
フを自動的に行うことができます。

〈GPSの情報を基にはたらく機能〉
・ユーザーの位置情報をセットします
・応答するエリアを決めます（例：半径200m以内）
・エリアに入る／出るときのオン／オフ、温度や運転モードを設定します

DE'LONGHI
COMFORT

APP

帰宅したときには
最適温度

家を出たら
安全にオフになります

MDHAA15WIFI

スマートフォンや
タブレット端末

〈イメージ図〉
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GPS 機能を使う

151m〜10kmの範囲で設定可能です。

GPS機能を使う　つづき

※	はじめに、設定>De�Longhi	Comfort>位置情報＞「常に許可」を
選択してください。

デバイスリストを開き、
アイコンをタップする

1.GPS機能を使用するヒーターの＞を
タップする
※	現在地が自動で表示されます。
※	住所を直接入力することもできます。

2.円の半径をスライドし、有効範囲を設定
する
※	有効範囲は151m〜 10kmです。

※	現在地の住所を直接入力する場合、候補が表示されますの
で、適切な住所をタップして選択してください。

1

2
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GPS 機能を使う

GPS機能を使う　つづき

1.有効範囲に入ったときの「電源をONに
する」をタップする

2.「ヒーターの運転モードを設定する」を
タップし運転モードを選択する
※	コンフォート/ナイトモードは既に設定した条件が適用さ
れます。設定を変更したい場合は7ページを参照ください。

3.マニュアルモードの場合は設定温度をス
ワイプして設定する
※	ご自身が外出後、帰宅予定のご家族のためにお部屋を暖め
たい場合などに「電源をONにする」	をご利用ください。

1.有効範囲を出たときの「電源をOFFにす
る」…または「電源をONにする」いずれか
をタップする

2.「電源をONにする」…を選択した場合は
「ヒーターの運転モードを設定する」を
タップし運転モードを選択する
※	コンフォート/ナイトモードは既に設定した条件が適用さ
れます。設定を変更したい場合は７ページを参照ください。

3.マニュアルモードの場合は設定温度をス
ワイプして設定する
※	ご自身が外出後、帰宅予定のご家族のためにお部屋を暖め
たい場合などに「電源をONにする」	をご利用ください。

3

4
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GPS 機能を使う
※	アプリの通知をオンにしている場合、有効範囲に入った／出た
などのGPS機能が働くと通知が表示されます。

※	使用環境により、本体の応答へのタイムラグが発生する場合が
あります。

※	アプリ上の地図表示は目安のため、実際にGPSが反応する位
置と一致しない場合があります。

※	設定範囲に入る場合と出る場合で、反応位置が一致しない場合
があります。

※	 GPS機能が有効のままでも、本体、および「デロンギコンフォー
トアプリ」から操作できます。

GPS機能を使う　つづき

GPS 機能を解除する
「GPS機能を無効にする」をタップする
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部屋の設定

使用する部屋を設定する

デバイスリストの下にある アイコンを
タップし、 をタップする

1.

ヒーターを設置している部屋の種類を選択
し、その部屋で使用しているヒーターを
タップし、 を入れる

「作成」をタップする

1

2

3
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部屋の設定　つづき 

部屋を新規作成する

1.デバイスリストの下にある アイコン
をタップし、 をタップする

1.

2.「… 新規作成」をタップする 2.

使用する部屋のタイプを選択し、 …アイ
コンをタップして部屋の名前を入力する
※	入力が完了したら をタップします。入力内容が保存されま
す。

その部屋で使用するヒーターを選択し、
を入れ、「作成」をタップする

1

2

3
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部屋の設定　つづき 

部屋を削除する
削除したい部屋をタップする

部屋の詳細にあるヒーターを左にスワイプ
し、「削除」をタップする

1

2
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複数の端末で操作する
デバイスシェアリングで、家族の別のスマートフォンなど他の端末からもヒーターを操作することができます。
※	あらかじめデロンギコンフォートアプリを共有したい端末（スマートフォンなど）にインストールしてください。またアカウントを登録しログイ
ンができる状態にしてください。（初期設定マニュアル8ページをご参照ください）

※	スケジュールは共有されません。	

デバイスシェアリング

アイコンをタップし、パーソナルエリ
アにあるデバイスシェアリングの「＞」を
タップする

をタップし、操作したいヒーターが表
示されたら「＞」をタップする

共有したい端末（スマートフォンなど）の
デロンギコンフォートアプリに登録した
メールアドレスを入力する

「シェア」をタップする
※	操作している端末と、共有相手の端末にメールが送信されます。
※	共有先の端末で、登録済の別のアカウントID、パスワードで
ログインしてご使用ください。

1

2

3

4
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複数の端末で操作する　つづき 

デバイスシェアリングを解除する

アイコンをタップし、パーソナルエリ
アにあるデバイスシェアリングの「＞」を
タップする

共有先のアドレスを左にスワイプし、「削
除」をタップする

※	デバイスシェアリングが解除されました。

1

2
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デバイスリストで変更したいヒーターを
選択し、メイン画面で… アイコンを
タップする

「温度表示の設定」の「＞」をタップする

「℉」をタップして、「＜」をタップし戻る

※	温度表示が「華氏」表示になります。
※	温度表示設定に戻ると変更内容が保存され、ヒーター本体の温
度表示も変わります。

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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デバイスリストで変更したいヒーターを
選択し、メイン画面で… アイコンを
タップする

「液晶の明るさ設定」の「＞」をタップする

設定したい明るさのレベルをタップし、
「＜」をタップし戻る
※	 MDHの設定の画面に戻ると変更内容が保存され、ヒーター本
体の液晶の明るさが変更されます。

1

2

3

ヒーターの液晶の明るさを変更する

ヒーターの液晶の明るさを3段階から選べます。

その他の機能　つづき 



34 ／ 42

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

デバイスリストで変更したいヒーターを
選択し、メイン画面で… アイコンを
タップする

「ヒーターの名前の設定」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
※	 15文字までです。日本語の場合は適切に表示するため10文
字までをおすすめします。

3.入力が完了したら …アイコンをタップ
する
※	入力した内容が保存されます。

3.

1

2

3
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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

「＜」をタップし戻る4
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言語を変更する

言語を日本語、英語、チェコ語、ドイツ語、ギリシャ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、オランダ語、
ポルトガル語、スロバキア語に設定できます。

その他の機能　つづき

デバイスリストを開き、
アイコンをタップする

設定にある「言語」の「＞」をタップし、
変更したい言語をタップし、
「＞」をタップして戻る

※	表示される言語が、選択した言語に変更されます。

1

2
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その他の機能　つづき

Siri ショートカットを作成する
デバイスリストで設定したいヒーターを
選択し、メイン画面で をタップする

「音声アシスタント」をタップする

をタップする

ショートカットを選ぶ。
設定したい操作の「＋」をタップする
①室温を確認する
②ヒーターの温度を設定する
③ヒーターの運転モードを設定する
④ヒーターの電力レベルを設定する
⑤ヒーターのオン／オフを設定する

1

2

3

4

スマートスピーカーがなくても、iPhoneから「Hey	Siri」で一部の操作ができます。

❶

❷
❸
❹

❺
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その他の機能　つづき

Siri ショートカットを作成する
室温を確認する
1.……「Siriに追加」の画面を表示する

1. 2.

2.……アクションが表示される
※設定したヒーターの名称が反映されます。

3.……音声コマンドを設定する 3. 4.

4.……「Siriに追加」をタップする

ヒーターの温度を設定する
1.…「…Siriに追加」の画面を表示する

1. 2.

2.……アクションを編集する。設定したい温
度をキーパッドで入力する

3.……音声コマンドを設定する 3. 4.

4.……「Siriに追加」をタップする

1

2
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その他の機能　つづき

Siri ショートカットを作成する
ヒーターの運転モードを設定する
1.……「Siriに追加」の画面を表示する

1. 2.

2.……赤枠をタップする

3.………設定したいモードをタップする 3. 4.

4.…音声コマンドを設定する

5.……「Siriに追加」をタップする 5.

ヒーターの温度を設定する
1.……「Siriに追加」の画面を表示する

1. 2.

2.……「電力レベル」をタップする

3

4
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その他の機能　つづき

Siri ショートカットを作成する

3.…… をタップして電力レベルを設定
し、音声コマンドを設定する
※電力レベルは20/40/60/80/100%が設定できます。それ以外の
数字で入力した場合、端数は切り下げられます。

例）45%	→　40%
							65%	→　60%
							75%	→　60%

3. 4.

4.……音声コマンドを設定する 5.

5.……「Siriに追加」をタップする

ヒーターのオン・オフを設定する
1.……「Siriに追加」の画面を表示する

1. 2.

2.……赤枠の「オン」または「オフ」をタップし
設定する

3.……音声コマンドを設定する 3. 4.

4.……「Siriに追加」をタップする

5
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その他の機能　つづき

Siri ショートカットを作成する
SiriショートカットAPPに設定したショー
トカットが作成される

実行したいショートカットをタップする

ショートカットが実行されると「完了」の
ポップアップが表示される

5

6

7
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その他の機能　つづき

音声による操作例
例）　温度を22℃に設定する場合

iPhone本体の電源ボタンを長押しし、Siri
を立ち上げ、iPhoneに作成した
ショートカットの音声コマンドを伝える
「Hey…Siri　ヒーターを22℃にして」

『少しお時間をください…』と表示される

『はい、設定します。【お使いのヒーターの
お名前】の温度が設定されました』と表示さ
れ、温度が設定される

1

2

3
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