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遠赤外線電気ヒーター

熱源はシーズヒーター
衝撃に強く、 長寿命 ・高効率！

作業現場などの厳しい環境にも最適です。

移動 ・ 収納に便利な

女性でもヒーターをラクラク引くことができます。

キャスター付！

転倒時も安心！電源遮断装置付
作業中でも本体が倒れると自動的に電源が切れる安心機能！！

しかも燃焼式ではないので不完全燃焼の心配もありません。

ワイドな温かさ実現！
連結されたヒーターは個別に動かす事が出来ます。

人数や空間の形などに合わせてヒーターの向きを

調節すれば、 お客様お望みの範囲で体を温めることが出来ます。

型式 IFH-10TP IFH-20TP IFH-30TP
電源 単相200Ｖ　50Hz/60Hz

消費電力 1700W 3400W 5100W
電流 8.5A 10A 15A
熱出力 1.7kW 3.4kW 約5.1kW

三相200Ｖ　50Hz/60Hz

赤外線ヒーター ぬく助

吹出し角度調整機能

SH-175(50HZ) JAN:4511340035127

SH-176(60HZ) JAN:4511340035134

JAN:4511340036117 JAN:4511340036117 JAN:4511340036117

本体寸法：35×35×100 ㎝
（幅× 奥行 ×高さ）

重量：約 6.5 ㎏

本体寸法：45×35×108 ㎝
（幅× 奥行 ×高さ）

重量：約 16 ㎏

本体寸法：45×35×108 ㎝
（幅× 奥行 ×高さ）

重量：約 20 ㎏

IFH-10TP IFH-20TP IFH-30TP

型式 SH-175(50Hz） SH-176(60Hz）
電源

点火時消費電力
燃焼時消費電力 50Hz/100W 60Hz/100W

使用燃料
燃料消費量
油タンク容量

熱電力
燃焼持続時間
本体寸法 59×47×70cm(幅×奥行×高さ）

100Ｖ
60W

灯油JIS1号灯油
1.75L/h（1.4kg/h)

15L

8時間
17kW(14500Kcal/h)

本体寸法：59×47×70 ㎝
（幅× 奥行 ×高さ）

重量：約 22 ㎏ 付属品：フィルターエレメント

5 つの安全装置内蔵！
1、 耐震自動消火装置

2、 炎監視制御装置

3、 過熱防止装置

4、 過負荷保護装置

5、 停電安全装置

オプション品
◆単相 200Ｖ用電源コード 3 芯 ×2㎟× 長さ 5ⅿ

◆単相 200Ｖ用電源コード 3 芯 ×2㎟× 長さ 10ⅿ
JAN:4511340120045

JAN:4511340120052

※電源コードは付属されていません

オプション品
◆三相 200Ｖ用電源コード 4 芯 ×2㎟× 長さ 5ⅿ

◆三相 200Ｖ用電源コード 4 芯 ×2㎟× 長さ 10ⅿ
JAN:4511340120069

JAN:4511340120076

オプション品
◆三相 200Ｖ用電源コード 4 芯 ×2㎟× 長さ 5ⅿ

◆三相 200Ｖ用電源コード 4 芯 ×2㎟× 長さ 10ⅿ
JAN:4511340120069

JAN:4511340120076



スポットヒーター

JAN:4511340035905KH5-30(50Hz) JAN:4511340035912KH6-30(60Hz)

◆50Hz/60Hz 専用機種です。
ご購入いただく場合は、 ご使用になる場所の

周波数を必ず確認頂きますようお願い致します。

単相

100Ｖ
灯油
10Ｌ

タンク容量

ラクラク移動小型軽量なのに

パワフル
小スペースでも

型式 KH5-30(50Hz専用） KH6-30(60Hz専用）
電源 単相100Ｖ　50Ｈｚ 単相100Ｖ　60Ｈｚ

消費電力 40Ｗ 30Ｗ
熱出力 8.6ｋＷ 8.6ｋＷ

燃料消費量 0.91Ｌ/ｈ 0.91Ｌ/ｈ
燃料持続時間 約10時間 約10時間
燃料タンク容量 10Ｌ 10Ｌ
電源コード 約2ｍ 約2ｍ
本体寸法
重量 約12.8kg

260×540×475mm（幅×奥行×高さ）

電気ファンヒーター 電気を使用する

メリット

①クリーンで安心

②手間がかかりません

灯油やガスなどの燃焼系とは違い、火を使わないので空気の汚れの心配や

燃焼系の暖房機のように頻繁に換気の必要はありません。

わずらわしい灯油の補給はいりません！
出火の心配が少なく安心です！

JAN:4511340036094TEH-50 JAN:4511340036100TEH-100

約5kW 約10kW

型式
電源

消費電力
熱出力
風速
風量

本体寸法
重量
付属品

35㎡/min
54×42×73.5cm（幅×奥行×高さ）

約13kg
ハンドル（ﾈｼﾞ・ﾜｯｼｬｰ×4）×1

THE-50
三相200Ｖ　50/60Hz

5000Ｗ
約5ｋＷ

120ｍ/min

型式
電源

消費電力
熱出力
風速
風量

本体寸法
重量
付属品

61×59×83cm（幅×奥行×高さ）
約21.5kg

ハンドル（ﾈｼﾞ・ﾜｯｼｬｰ×4）×1

三相200Ｖ　50/60Hz
10000Ｗ
約10ｋＷ
96ｍ/min

51.4㎡/min

THE-100

スチームファン式加湿器
電源

消費電力
加湿能力

連続加湿時間
吹出し口温度
タンク容量
騒音地

電源コード
本体寸法
重量

（強）1000W　（弱）500W

32.6×29×41.5cm（幅×奥行×高さ）
約6.0kg

単相100Ｖ 50/60Hz

（強）1200mL/h　（弱）600mL/h
約7.5時間
約50℃

4.6Ｌ×2

約2.5ｍ
約45dB

加湿料

1200mL/h
大容量加湿器

JAN:4511340035677SFH-12

オプション品

◆SFH-12 用フィルターセット

JAN:4511340911513

（クリーンフィルター 2 枚組 ×3 セット

　エアーフィルター　2 枚組×1 セット）

付属品

◆電源コード （2.5M)

クリーンフィルター 2 枚×2


