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CHM-4530（W） CHM-4530（K）

●消費電力：900W／ 450W切替式
●電気代：約 19.8 円 / 時（900W時）
●サイズ：幅 34×奥行き23.5×高さ64.5cm
●梱包数：2台
4955014037442

●消費電力：900W／ 450W切替式
●電気代：約 19.8 円 / 時（900W時）
●サイズ：幅 34×奥行き23.5×高さ64.5cm
●梱包数：2台
4955014037633

カーボンヒーター900W 450W管2灯 450W管2灯カーボンヒーター900W

PH-1211（W）

●消費電力：1200W／ 800W切替式
●電気代：約 26.4 円／時（1200W時）
●サイズ：幅 33.2×奥行き18.6×高さ56.6cm
●梱包数：3台
4955014036247

直管型ハロゲンヒーター

PH-1211（R）

●消費電力：1200W／ 800W切替式
●電気代：約 26.4 円／時（1200W時）
●サイズ：幅 33.2×奥行き18.6×高さ56.6cm
●梱包数：3台
4955014036254

直管型ハロゲンヒーター

PH-290

●消費電力：800W
●電気代：約 17.6 円／時
●サイズ：幅 36.2×奥行き34.3×高さ75.6cm
●梱包数：2台
4955014036261

パラボラ型ハロゲンヒーター

CH-903

●消費電力：900W
●電気代：約 19.8 円 / 時
●サイズ：幅 30.5×奥行き30.5×高さ82cm
●梱包数：2台
4955014037206

カーボンヒーター首振り900W1灯
スリムカーボンヒーター

いたずら防止
2段階スイッチ

約 6.6 円／時

400W管3灯 400W管3灯

■PH-1211（W）/（R）用 POP

PH-290

首振り
機能

転倒OFF
スイッチ
（内蔵）

800Wハロゲンヒーター

■CHM-4530（W）用パッケージ

■CH-903 用パッケージ

■CH-305M用パッケージ

■PH-1211（W）用パッケージ ■PH-1211（R）用パッケージ ■PH-290 用パッケージ

■PH-290 用 POP

■CHM-4530（K）用パッケージ■CHM-4530（W）/（K）用 POP

石
油
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GP-001（W）

●消費電力：1000W/500W切替式
●電気代：約 22円 /時（1000W時）
●サイズ：幅 60×奥行き26×高さ51cm
●梱包数：1台
4955014037213

ガラスパネルヒーター

GP-001（K）

●消費電力：1000W/500W切替式
●電気代：約 22円 /時（1000W時）
●サイズ：幅 60×奥行き26×高さ51cm
●梱包数：1台
4955014037220

ガラスパネルヒーター

Panel Heater

18.0 18.0

24時間
タイマー

温度
設定

24時間
タイマー

温度
設定

パネルヒーター

■TS-901S（W）用パッケージ

■ES-K710（W）用パッケージ ■ES-K710（R）用パッケージ

■TS-901S（W）用パッケージ ■TS-901S（W）用パッケージ

約 19.8 円／時（900W時）
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ES-K710（W）

●消費電力：800W／ 400W切替式
●電気代：約 17.6 円／時（800W時）
●サイズ：幅 36.0×奥行き16.7×高さ38.1cm
●梱包数：6台
4955014036070

電気ストーブ 400W管2灯

ES-K710（R）

●消費電力：800W／ 400W切替式
●電気代：約 17.6 円／時（800W時）
●サイズ：幅 36.0×奥行き16.7×高さ38.1cm
●梱包数：6台
4955014036087

電気ストーブ 400W管2灯

Electric Stove

HeaterSheathed Heater

■TSH-900 用パッケージ

石
油
ス
ト
ー
ブ
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TS-300

●消費電力：300W
●電気代：約 6.6 円 / 時
●サイズ：幅 11×奥行き10×高さ14.8cm
●梱包数：6台
4955014037626

モバイルセラミックヒーター300Wホワイト

TS-310

●消費電力：300W
●電気代：約 6.6 円 / 時
●サイズ：幅 11×奥行き10×高さ14.8cm
●梱包数：6台
4955014037749

モバイルセラミックヒーター300Wグリーン

TS-320

●消費電力：300W
●電気代：約 6.6 円 / 時
●サイズ：幅 11×奥行き10×高さ14.8cm
●梱包数：6台
4955014037756

モバイルセラミックヒーター300Wオレンジ

転倒OFF
スイッチ

転倒OFF
スイッチ

転倒OFF
スイッチ

TS-100S

●消費電力：1000W／ 600W切替式
●電気代：約 22円／時（1000W時）
●サイズ：幅 20.0×奥行き10.5×高さ19.3cm
●梱包数：6台
4955014036223

ミニセラミックヒーター1000W

TS-161

●消費電力：600W
●電気代：約 13.2 円／時
●サイズ：幅 15.0×奥行き13.6×高さ24.0cm
●梱包数：4台
4955014037695

セラミックミニファンヒーター（温調付）

TMS-166

●消費電力：600W
●電気代：約 13.2 円／時
●サイズ：幅 15.0×奥行き13.6×高さ24.0cm
●梱包数：3台
4955014037688

テクノイオン搭載セラミックミニファンヒーター

■TS-100S 用 POP

■TST-702 用 POP

■TS-100S 用パッケージ

上下可変
ルーバー

上下可変
ルーバー

■TS-320用パッケージ

■TMS-166用パッケージ ■TS-161用パッケージ

■TS-310用パッケージ■TS-300用パッケージ

■TS-300/TS-310/TS-320用POP

TST-702

●消費電力：700W
●電気代：約 15.4 円 / 時
●サイズ：幅 15×奥行き12.5×高さ24cm
●梱包数：6台
4955014037268

人感センサー付きミニセラミックヒーター700W

温風 /
送風（消臭）

石
油
ス
ト
ー
ブ



TSK-1210

●消費電力：1200W/600W
●電気代：約 26.4 円 / 時（1200W時）
●サイズ：幅 41×奥行き17.5×高さ42.5cm
●梱包数：2台
4955014036230

テクノイオン搭載加湿器付きセラミックヒーター1200W

TSH-730

TS-123（W）

●消費電力：1200W／ 600W切替式
●電気代：約 26.4 円／時（1200W時）
●サイズ：幅 26.0×奥行き12.0×高さ39.0cm
●梱包数：4台
4955014036209

セラミックヒーター1200W

TSH-730

●消費電力：700W
●電気代：約 15.4 円／時
●サイズ：幅 28.0×奥行き13.2×高さ34.2cm
●梱包数：2台
4955014037435

人感センサー付きセラミックヒーター700W

8
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温風 /
送風（消臭）

加湿 /
温風

入 /切
タイマー

キー
ロック

嫌な臭いを吸着

「活性炭」を配合したフィルターで消臭

石油ストーブ どこでも使える。定番の暖房器具。

SS-24

●暖房出力：2.4kw
●タンク容量：3.0L
●サイズ：幅 40.3×奥行き40.4×高さ33.0cm
●梱包数：1台
4955014036377

石油ストーブ

におい
吸着機能

燃焼継続
約13時間

●消費電力：600W
●電気代：約 13.2 円／時
●サイズ：幅 15.0×奥行き13.6×高さ24.0cm
●梱包数：6台
4955014037664

●消費電力：600W
●電気代：約 13.2 円／時
●サイズ：幅 15.0×奥行き13.6×高さ24.0cm
●梱包数：6台
4955014032683上下可変

ルーバー

上下可変
ルーバー

●消費電力：360W
●電気代：約 7.92 円／時
●サイズ：幅 14×奥行き28×高さ39cm
●梱包数：2台
4955014032812

強弱
切替

TS-613

ミニファンヒーター600W ミニファンヒーター（温調付）

■TSH-730 用パッケージ

■TS-123（W）用パッケージ

■TSK-1210 用 POP

■TS-613 用パッケージ ■TSO-600 用パッケージ

7枚フィン
F-730

TSH-730用消臭フィルター

石
油
ス
ト
ー
ブ

Fan Heater

Oil Heater

Oil stove

入 /切タイマー

加湿 /温風

キーロック

テクノイオン搭載加湿器付セラミックヒーターテクノイオン搭載加湿器付セラミックヒーター
人体に有害な
オゾン

ゼロ
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EL-S04 EL-GY06

約 5.94 円／時

4955014036643

約 5.94 円／時

4955014036650

■EL-S04 用 POP

■EL-S46 用パッケージ ■EL-GY06 用パッケージ

■JH-400 用パッケージ

■JH-750 用パッケージ

■JH-750 用 POP

■JH-400 用 POP

■EL-GY06 用 POP

スチーム加湿器

EL-S46

スチーム加湿器4L

約 7.04 円／時

4955014036056

●加湿量：500ml ／時（温）
●消費電力：125W（温）／ 40W（冷）
●適用床面積：木造／ 7～10 畳相当
　　　　　　　鉄筋／ 11～17 畳相当
●電気代：約 2.75 円／時
●サイズ：幅 23.0×奥行き23.6×高さ42.5cm
●梱包数：2台
4955014032867

JH-400

ハイブリット加湿器　4ℓ

タンク容量
タイマー

湿度
調整

4L
8時間

●加湿量：340ml/ 時
●適用床面積：木造／ 7畳相当
　　　　　　　鉄筋／ 11畳相当
●消費電力：85W
●電気代：約 1.87 円 / 時
●サイズ：幅 18.5×奥行き20.4×高さ34cm
●梱包数：3台
4955014037718

連続加湿
約12時間

ハイブリッド加湿器

おやすみ
運転

JH-750

テクノイオン搭載ハイブリッド加湿器

タンク容量
タイマー7.5L
16時間

●加湿量：300ml ／時（超音波）
　　　　　400ml ／時（ハイブリッド）
●消費電力：35W（超音波）
　　　　　　90W（ハイブリッド）
●適用床面積：木造／ 6～8畳相当
　　　　　　　鉄筋／ 10～16 畳相当
●電気代：約 1.98 円／時
●サイズ：幅 30.5×奥行き17.2×高さ28.8cm
●梱包数：2台
4955014036063

連続加湿
約18時間

液晶
パネル

見やすい イオン
交換

フィルター切りタイマー
8時間

最大

ハイブリッド加湿器4L
ハイブリッド機能で

蒸気が熱くならないハイブリッド式安心

石
油
ス
ト
ー
ブ



EL-C080

超音波加湿器0.8L

タンク容量

0.8L

4955014036636

EL-C011

超音波加湿器1.1L

約 0.37 円／時

16W

EL-C011（W）

超音波加湿器1.1L

約 0.37 円／時

175ml ／時
16W

●加湿量：80ml ／時
●消費電力：18W
●電気代：約 0.4 円／時
●サイズ：幅 18.6×奥行き100×高さ18.6cm
●梱包数：6台
4955014036308

EL-C330（B）

超音波加湿器3.3L

タンク容量

3.3L
連続加湿
約11時間

●加湿量：280ml ／時
●消費電力：38W
●適用床面積：木造／ 5畳相当
　　　　　　　鉄筋／ 8畳相当
●電気代：約 0.84 円／時
●サイズ：幅 28.0×奥行き17.5×高さ24.0cm
●梱包数：4台
4955014035974

EL-C330（K）

超音波加湿器3.3L

タンク容量

3.3L
連続加湿
約11時間

●加湿量：280ml ／時
●消費電力：38W
●適用床面積：木造／ 5畳相当
　　　　　　　鉄筋／ 8畳相当
●電気代：約 0.84 円／時
●サイズ：幅 28.0×奥行き17.5×高さ24.0cm
●梱包数：4台
4955014035967

連続加湿
約8時間EL-C301（W）

超音波加湿器　2.8ℓメレンゲ

タンク容量

2.8L

●加湿量：300ml/ 時
●消費電力：28W
●適用床面積：木造／ 4～ 6畳相当
　　　　　　　鉄筋／ 6～ 8畳相当
●電気代：約 0.62 円 / 時
●サイズ：幅 23×奥行き23.5×高さ25cm
●梱包数：3台
4955014037176

EL-C301（O）

超音波加湿器　2.8ℓメレンゲ

タンク容量

2.8L

●加湿量：300ml/ 時
●消費電力：28W
●適用床面積：木造／ 4～ 6畳相当
　　　　　　　鉄筋／ 6～ 8畳相当
●電気代：約 0.62 円 / 時
●サイズ：幅 23×奥行き23.5×高さ25cm
●梱包数：3台
4955014037763

EL-C301（B）

超音波加湿器　2.8ℓメレンゲ

タンク容量

2.8L

●加湿量：300ml/ 時
●消費電力：28W
●適用床面積：木造／ 4～ 6畳相当
　　　　　　　鉄筋／ 6～ 8畳相当
●電気代：約 0.62 円 / 時
●サイズ：幅 23×奥行き23.5×高さ25cm
●梱包数：3台
4955014037459

EL-C301（P）

超音波加湿器　2.8ℓメレンゲ

タンク容量

2.8L

●加湿量：300ml/ 時
●消費電力：28W
●適用床面積：木造／ 4～ 6畳相当
　　　　　　　鉄筋／ 6～ 8畳相当
●電気代：約 0.62 円 / 時
●サイズ：幅 23×奥行き23.5×高さ25cm
●梱包数：3台
4955014037466

連続加湿
約6時間

連続加湿
約6時間

■EL-C330（B）用 POP

■EL-C301（B）用パッケージ

■EL-C301（B）用 POP

■EL-C330（K）用 POP

■EL-C330（B）用パッケージ ■EL-C330（K）用パッケージ

■EL-C080 用 POP■EL-C080 用パッケージ ■EL-C011（W）用パッケージ ■EL-C011 用パッケージ
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アロマ
対応

連続加湿
約9時間

アロマ
対応

連続加湿
約9時間

アロマ
対応

連続加湿
約9時間

アロマ
対応

連続加湿
約9時間

175ml ／時

超音波加湿器

石
油
ス
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EM-533

EM-501A

洗える綿敷毛布 洗える綿掛敷毛布

●消費電力：50W
●素材：綿 100%
●表面温度：50℃（強）
●電気代：約 1.2 円／時
●その他：温度調節、ダニ退治
●梱包数：12台
4955014037473

●消費電力：80W
●素材：綿 100%
●表面温度：50℃（強）

サイズ
140×80cm

約 1.6 円／時

約 1.2 円／時

●消費電力：50W
●素材：ポリエステル 100%

●消費電力：80W
●素材：ポリエステル 100%
●表面温度：50 C゚（強）

約 1.2 円／時 約 1.6 円／時

約 1.6 円／時

約 1.6 円／時

14
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4955014037541

EM-701G

4955014037558

EM-733

4955014037480

EM-506M

4955014037657

EM-8011

4955014033116

EM-705M

4955014037503

約 1.6 円／時

約 1.1 円／時

ＥＭ-8012

4955014037510

EM-9011

4955014037527

EM-W801

■EM-9011 用パッケージ

■EM-W801 用パッケージ■EM-W801 用 POP

●消費電力：50W
●素材：ポリエステル 100%
●表面温度：50℃（強）

●消費電力：80W
●素材：ポリエステル 100%
●表面温度：50℃（強）

●消費電力：80W
●素材：ポリエステル 100%
●表面温度：50℃（強）

●消費電力：50W
●素材：ポリエステル 100%
●表面温度：50℃（強）

●消費電力：100W
●素材：ポリエステル 100%
●表面温度：50℃（強）
●電気代：約 2.4 円／時
●その他：ツインコントローラー、
　温度調節、ダニ退治
●梱包数：2台
4955014037534

●消費電力：75W
●素材：アクリル 50%
　　　　ポリエステル 50%　
●表面温度：53℃（強）

EM-8000

4955014030573

約 1.6 円／時

●消費電力：75W
●素材：アクリル 50%
　　　　ポリエステル 50%　
●表面温度：53℃（強）

石
油
ス
ト
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EA-611

EA-608

EA-211

EA-208

EA-209M

EAO-353

EA-609M

EA-622Ｍ

EA-610M

EA-711

EA-708

EA-722Ｍ

4955014037336

4955014035431

EA-608M
4955014032324

4955014037343

4955014035448

4955014037350

EA-709Ｍ

4955014029959

EA-207

約 0.6 円／時

約 1.76 円／時

約 0.4 円／時

■SAO-002 用 POP

4955014037381

60W

60W

4955014037329

4955014035424

4955014029935

4955014035462

4955014029966

4955014037367

約 0.12 円／時

約 0.12 円／時

約 0.15 円／時
幅 47×奥行き33×高さ4cm

18
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HM-1290

SAO-002

ひざ掛け毛布

●消費電力：55W
●素材：ポリエステル 100％
●表面温度：52℃
●電気代：約 0.78 円／時
●サイズ：120×80cm
●梱包数：5
4955014037565

■HM-1290 用パッケージ

EA-222M

EA-210M

4955014037374

4955014035479

石
油
ス
ト
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ブ



EKA-700A

EKA-650A EKA-109

EKF-752 EKFT-751CA

4955014036322

メラミン化粧板（ホワイト、木目）

4955014036605

●本体色：グレー

4955014036186

約 5.2 円／時

4955014036179

38.5cm

4955014037701

、ハットエッジ
38.5cm

6 6
6 6

6

カジュアルこたつ60cm

カジュアルこたつ75cm　500Wファン付き カジュアルこたつ75cm　手元コントローラー付

8

●500W石英管温風ヒーター
●天板：メラミン化粧板（ホワイト、模様）
●サイズ：幅 75×奥行き75×高さ36cm
●電気代：約 6.6 円／時
●梱包数：1
4955014036339

EKA-701A

カジュアルこたつ75cm
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EK-A805S

EK-A1055S EK-A1205S

TPC-4PL TPC-4TM

■こたつコード

　2.9m　手元コントローラー
●梱包数：30台
4955014034762

4955014036346

4955014036360
4955014036353

4955014036575
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TMS-600F専用こたつコード




