
コンフォートヒート 700
＜オイルヒーター＞ クイックガイド 
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製品の説明、組み立て手順、運転
手順に関しましては、こちらの別
紙をご参照ください。
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梱包内容
保管カバー

本体

キャスター装着プレート　x2

U字型ボルト　x2

蝶ナット

各部名称

1
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2

6

7

4

5

8

1	 ハンドル
2	 ディスプレイパネル
3	 コントロールパネル
4	 コードホルダー
5	 電源スイッチ
6	 キャスター
7	 フィン
8	 フロントカバー

製品の説明
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	 警告
必ずキャスターを取り付けた状態で使用してください。ヒーターはまっすぐ立っている状態
(キャスターが下、ハンドルが上)で使用してください。それ以外の状態で使用すると危険
が生じる恐れがあります。

1. タオルなどの柔らかいものを敷き、その上に本体を上下逆さに置いてください。

ご注意：
• 床が傷つく原因になりますので、キャスター取り付け時は本体を床に直接置かないでくだ

さい。
• 本体が倒れないようにお気をつけください。

2. U字型ボルトから蝶ナットを反時計方向に回転させ外します。
図A

前方から1番目(フロントカバーの裏側)と2番目のフィンの間(図B)に付属のU字ボルトを通し
ます。（図C）

フロントカバー
図B

図C

3. 付属のキャスター装着プレート外側の穴にU字ボルトのネジを差し込みます。
蝶ナットを時計回りに回転させ取り付けます。（図D）

図D

4. 手順２、３を繰り返し、後方のキャスターを取り付けます。

ご注意：
• 後部キャスターは後方から1番目と2番目のフィンの間（図E）に付属のU字型ボルトを通

します。

電源スイッチ

コードホルダー

図E

組み立て手順（キャスターの取り付け方）
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運転手順

運転を開始する

1. 電源プラグをコンセントに差し込み、コー
ドホルダー下の電源スイッチで主電源を
ONにします。

ディスプレイパネルの  （電源）アイコン 
が点灯します。

2. ［  （ON/OFF）］ボタンを押します。
ディスプレイパネルが点灯します。

電力を設定する

1. ［＋］［－］ボタンを押して下記の電力を選
択します。
ディスプレイパネルに選んだ電力レベルが
表示されます。

500 W

700 W

1200 W

温度を設定する

1. ［M（モード）］ボタンを2回押します。

ディスプレイパネルの  （温度設定）アイ
コンが点灯するとともに、設定温度（初期
設定は30℃）が点滅します。

ご注意：
設定温度は直前に使用した温度が表示されま
す。ただし、電源コードを抜いたり、主電源
を切るとリセットされ、初期設定の30℃が表
示されます。

2. ［＋］［－］ボタンを使って5℃～35℃の範
囲内で温度を設定します。

3. 温度を設定後に再度［M（モード）］ボタン
を押す（または5秒間待つ）と温度設定が
完了します。

チャイルドロックを設定する

1. ［  （チャイルドロック）］ボタンを5秒間
押すと、ロック機能がオンになります。
チャイルドロックが設定されるとディスプ
レイパネルの  （チャイルドロック）アイ
コンが点灯します。

＊ 解除するには再度［  （チャイルドロック）］
ボタンを5秒間押してください。チャイル
ドロックが解除され、ディスプレイパネル
の  （チャイルドロック）アイコンが消
灯します。

ご注意：
チャイルドロック機能がオンの間は、コント
ロールパネルのボタンが使用できなくなります。

ECOモードを設定する

1. ディスプレイパネルに  （エコ）アイコ
ンが点灯するまで、［ECO（エコモード）］
ボタンを押してください。
ECO モ ー ド に な る と、既 定 の 設 定 温 度

（25℃）になるように運転します。
＊ 再度［ECO（エコモード）］ボタンを押すと、

ECOモードが解除され、  （エコ）ア
イコンが消灯します。

ON/OFF

強 弱

ECO モードモード

チャイルド
ロック

コントロールパネル ディスプレイパネル

電源

エコモード

温度設定

タイマー

チャイルド
ロック

電力

設定温度/
オートオン・オフ時間表示
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自動オフの設定

ご注意：
自動オフと自動オンは同時に設定ができません。

1. 電源がオンの状態で［M（モード）］ボタン
を1回押します。
  （タイマー）アイコンが点灯し、00が
点滅します。

2. ［＋］［－］ボタンを使って何時間後に電源
をオフにするか（自動オフ時間）を設定し
ます。自動オフ時間は1～24（時間）の範
囲で設定できます。

3. 自動オフ時間を設定後に操作せず5秒間待
つと、自動オフ設定が完了します。
自動オフが設定されると  （タイマー）ア
イコンが点灯されたままとなります。

例）2時間後に自動オフする場合
主電源を入れる→ON/OFF →［M（モー
ド）］ボタン→02を選択→5秒後設定
完了

自動オフ設定の変更・解除

1. ［M（モード）］ボタンを押します。

2. 自動オフ時間（「自動オンの設定」を参照）
を再設定します。
変更する場合：自動オフ時間を変更します。
解除する場合：自動オフ時間を00に設定し
ます。

3. ５秒間待つと自動オフの変更・解除が設定
されます。
解除が設定されると  （タイマー）アイコ
ンが消灯します。

自動オンの設定

ご注意：
自動オフと自動オンは同時に設定ができません。

1. 電源がオフの状態で（主電源のみオン）［M
（モード）］ボタンを押します。
  （タイマー）アイコンが点灯し、00が
点滅します。

2. ［＋］［－］ボタンを使って何時間後に電源
をオンにするか（自動オン時間）を設定し
ます。
自動オン時間は1～24（時間）の範囲で設
定できます。

3. 自動オン時間を設定後に操作せず5秒間待
つと自動オン設定が完了します。
自動オンが設定されると自動オンまでの時
間と  （タイマー）アイコンは点灯された
ままとなります。

ご注意：
自動オン後の温度を設定する場合は、自動オ
ン時間設定後、5秒以内に［M（モード）］ 
ボタンを押してください。

例）2時間後に24度で自動オンにする場合
主電源を入れる→［M（モード）］ボタン
→02を 選 択 →［M（モ ー ド）］ボ タ ン
→24を選択→５秒間待機→設定完了

自動オン設定の変更・解除

1. ［M（モード）］ボタンを押します。

2. 自動オン時間（「自動オンの設定」を参照）
を再設定します。
変更する場合：自動オン時間を変更します。
解除する場合：自動オン時間を00に設定し
ます。

3. 5秒間待つと自動オンの変更・解除が設定
されます。
解除が設定されると［時間］と  （タイ
マー）アイコンが消灯します。

電源を切る

1. 使用後は［  （ON/OFF）］ボタンを押し、
電源を切ります。

ご注意：
長時間使用しない場合は、主電源を切り、電
源コードをコンセントから抜いてください。
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効果的な使い方

オイルヒーターをより効果的にご使用いただくために、下記をお試しください。

① 窓際に置く（カーテンなどがヒーターを覆わないようにご注意ください。）
外からの冷気を温め、空気が循環し、お部屋をむらなく温める効果があります。
厚めのカーテンをひいたり、断熱シートを窓に貼り、暖気を逃さない工夫をするとより効果
が高まります。

	

② 使用時はお部屋のドアをしめる
暖まった空気が外に出ないよう、お部屋を密閉された状態にすると、保温効果が高まります。
お部屋の出入りもすばやく、少なくするとより効果が高まります。

諸注意

• 初めて使うときに臭いを感じることがあります。これは、ヒーター製造時に使用された潤滑剤が
原因で発生するものです。この臭いは運転開始から30分ほどでおさまります。

• お部屋が暖まるのに約30分～1時間かかるため、事前に電源を入れておいてください。機密性
の低い住宅ではお部屋が暖まりにくいため、暖めたい1時間前に暖房運転が始まるように自動オ
ンを設定しておくと便利です。

• 暖房運転中に本機が倒れたり、傾いたりすると、転倒時自動オフ機能が作動し、自動的に運転が
停止します。本機を正常な状態に起こし、電源を入れ直してください。

• 本体が異常加熱すると、過熱保護安全装置が作動し、自動的に電源が切れます。本体の熱が下がっ
てから再度電源を入れてください。電源が入らない場合は、エレクトロラックス お客様サポー
トへご連絡ください。

• ディスプレイパネルに「E0」または「E1」のエラーメッセージが表示され、1秒間隔で警告音
が鳴る場合は、温度センサを交換する必要があります。エレクトロラックス　お客様サポートへ
ご連絡ください。

• 分解や修理をしないでください。修理が必要な場合はエレクトロラックス　お客様サポートへご
連絡ください。



7



Share more of our thinking at www.electrolux.co.jp

お買い上げの製品の付属品および消耗品・パーツの 
ご購入は：

shop.electrolux.co.jp 発売元
エレクトロラックス・ジャパン株式会社
エレクトロラックス　お客様サポート
フリーダイヤル： 0120-54-0202
月～金曜日： 9:00AM～5:30PM

＊ 土日祝および年末年始はお休みさせていただきます。


