
    

    

News Release 

2016 年 5 月 17 日 

   

局所暖房局所暖房局所暖房局所暖房などなどなどなどのののの暖房暖房暖房暖房ニーズにニーズにニーズにニーズに応応応応えたえたえたえた、「、「、「、「スポットスポットスポットスポット暖房機能暖房機能暖房機能暖房機能」」」」をををを搭載搭載搭載搭載    

デザインデザインデザインデザイン性性性性、、、、利便性利便性利便性利便性がががが向上向上向上向上したガスファンヒーターしたガスファンヒーターしたガスファンヒーターしたガスファンヒーター2222 タイプタイプタイプタイプをををを発売発売発売発売    

 

湯まわり設備メーカーの㈱ノーリツ（本社：神戸市、代表取締役社長：國井総一郎、資本金：201

億円、東証一部上場）は、デラックスタイプガスファンヒーター（暖房能力：4.07kW）と、スタンダードタ

イプガスファンヒーター（暖房能力：5.81ｋW、4.07kW）の 2 タイプの新商品をそれぞれ 8 月 1 日に発

売します。 

 

 

 

 

 

近年、家族だんらんのスペースとしてリビングやダイニングを広くとる間取りが多くなっています。ス

イッチを押して約 5 秒で温風が出る速暖性の高いガスファンヒーターは、広いスペースでも素早く暖

めることが可能で、取替え需要を中心に一定の年間販売台数で推移しており、2015 年度は約 40 万

台

※1

の市場規模となっています。 

 

■ 住空間住空間住空間住空間をスマートに！をスマートに！をスマートに！をスマートに！デザイン性デザイン性デザイン性デザイン性をををを向上向上向上向上    

《《《《デラックスタイプはデラックスタイプはデラックスタイプはデラックスタイプはインテリアインテリアインテリアインテリアトレンドをとらえたトレンドをとらえたトレンドをとらえたトレンドをとらえた 3333 カラーをカラーをカラーをカラーを新新新新たにたにたにたに採用採用採用採用》》》》  

デラックスタイプには、フロントパネルにカラーステンレスを採用。ステンレスヘアラインが生み出す

丸みのある形状は、光の当たり具合によって表情を変え、金属の光沢感と住空間との美しい調和が

可能です。カラーもインテリアトレンドをとらえた 3 カラーを準備しました。目を引く色でありながら、イ

ンテリアに馴染みやすい「ルージュ」、落ち着いた色味でフローリングや和室での相性も良い「オリー

ブ」、幅広いインテリアにマッチする「プラチナ」をそろえ高級感を演出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

● デザインデザインデザインデザイン性性性性をををを追求追求追求追求。。。。    

デラックスタイプ ：インテリアデザインやデザイン家電ともなじむ新色 3 カラーを採用。 

スタンダードタイプ：徹底的にムダを排除したシンプル&クリーンデザイン。(5.81kW のみ) 

●●●●    「「「「スポットスポットスポットスポット暖房機能暖房機能暖房機能暖房機能」」」」ををををデラックスタイプ・スタンダードタイプにデラックスタイプ・スタンダードタイプにデラックスタイプ・スタンダードタイプにデラックスタイプ・スタンダードタイプに搭載搭載搭載搭載。。。。    

オリーブオリーブオリーブオリーブ    ルージュルージュルージュルージュ    プラチナプラチナプラチナプラチナ    

カラーステンレスカラーステンレスカラーステンレスカラーステンレス    フロントパネルフロントパネルフロントパネルフロントパネル    サイドから見ても美しいフォルムサイドから見ても美しいフォルムサイドから見ても美しいフォルムサイドから見ても美しいフォルム    精巧なオーディオを彷彿させる精巧なオーディオを彷彿させる精巧なオーディオを彷彿させる精巧なオーディオを彷彿させる LEDLEDLEDLED の光の光の光の光    



    

    

デラックスタイプ（操作部）デラックスタイプ（操作部）デラックスタイプ（操作部）デラックスタイプ（操作部）    

専用スイッチ専用スイッチ専用スイッチ専用スイッチ    

スタンダードタイプ（操作部）スタンダードタイプ（操作部）スタンダードタイプ（操作部）スタンダードタイプ（操作部）    

『－』『－』『－』『－』スイッチスイッチスイッチスイッチ 3333 秒長押し秒長押し秒長押し秒長押し    

    

《《《《スタンダードタイプはスタンダードタイプはスタンダードタイプはスタンダードタイプはシンプルシンプルシンプルシンプル&&&&クリーンにクリーンにクリーンにクリーンに、、、、空間空間空間空間をををを選選選選ばないデザばないデザばないデザばないデザインにインにインにインに刷新刷新刷新刷新》》》》        

スタンダードタイプは各家庭での様々なインテリアに馴染む

よう、無駄を徹底的に排除し、シンプルかつクリーンなデザイ

ンを追求しました。

※２ 

外装は、シンプルを極めたスクエアフォルムを採用し、ホワ

イト主体のカラーで清潔感を持たせ「クリーンなガスファンヒー

ター」を連想させます。重量も従来品比で1.4kg の軽量化を実

現しました。

※２

 

 

 

■■■■    シーンを選ばずしっかりした暖房が可能にシーンを選ばずしっかりした暖房が可能にシーンを選ばずしっかりした暖房が可能にシーンを選ばずしっかりした暖房が可能に    

局所暖房などの用途別の暖房ニーズの高まりに応えました。デラックスタイプ･スタンダードタイ

プにそれぞれ「スポット暖房機能」を採用しました。 

 

《《《《両両両両タイプタイプタイプタイプ共共共共にににに「「「「スポットスポットスポットスポット暖房機能暖房機能暖房機能暖房機能」」」」搭載搭載搭載搭載でででで、、、、シーンをシーンをシーンをシーンを選選選選ばずしっかりばずしっかりばずしっかりばずしっかり暖房暖房暖房暖房がががが可能可能可能可能》》》》        

デラックスタイプには、「スポット暖房機能」を新たに搭載しました。足元だけなどの局所暖房を行

う場合、暖房能力を 5 段階から選んで固定でき、選んだ能力での暖房が可能なため、局所暖房の

利便性が高まりました。 

また、今回発売のスタンダードタイプにも、「スポット暖房機能」を新たに搭載しました。 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 出典：日本ガス石油機器工業会 2015 年 1～12 月出荷台数 

※2  スタンダードタイプ 5.81kW のみ 

    

    

    



    

    

【仕様・価格】【仕様・価格】【仕様・価格】【仕様・価格】    

■デラックス■デラックス■デラックス■デラックスタイプタイプタイプタイプ    4.07kW  4.07kW  4.07kW  4.07kW  「「「「GFHGFHGFHGFH----4004D4004D4004D4004D」」」」    

 新商品 従来品 

暖房のめやす 

（木造/コンクリート） 

11 畳/15 畳 ※13A の場合 同左 

外形寸法（mm） 

※（）内は脚部 

H445×W480(483)×D163(185) 同左 

質量（ｋｇ） 8.1 同左 

カラー 

プラチナ（GFH-4004D-PT） 

オリーブ（GFH-4004D-G3） 

ルージュ（GFH-4004D-R2） 

ホワイトシルバー（GFH-4003D-WS） 

ブラウン（GFH-4003D-T1） 

オレンジ（GFH-4003D－D１） 

暖房能力（ｋW） 4.07～0.76 ※13A の場合 同左 

消費電力（W） 

（暖房・「ナノイー」の同

時運転） 

19～13(0.4) 21～13（待機 0.4） 

運転音（dB） 39～25 同左 

パワーセーブ運転 あり 同左 

省エネ制御機能 エコ運転 同左 

点火装置 イグナイター 同左 

比例制御 8 段 同左 

空気浄化デバイス パナソニック㈱製「ナノイー」※3 同左 

設定室温範囲 L・12℃～26℃・H 同左 

スポット暖房 あり なし 

おはようタイマー メモリ式 同左 

おやすみタイマー 1 時間固定 同左 

安全装置 

転倒時ガス遮断装置・不完全燃焼防

止装置・立消え安全装置・過電流保

護装置・停電時安全装置・過熱防止

装置・選択式自動消火機能 

同左 

希望小売価格 

（本体価格・税別） 

74,300 円 同左 

※3 「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。 

    

    

    

    



    

    

■■■■スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードタイプタイプタイプタイプ    5.81kW5.81kW5.81kW5.81kW        「「「「GFHGFHGFHGFH----5802S5802S5802S5802S」」」」    

 新商品 従来品 

暖房のめやす 

（木造/コンクリート） 

15 畳/21 畳 ※13A の場合 同左 

外形寸法（mm） 

※（）内は脚部 

H446×W520×D175(180) H456×W520×D175（217） 

質量（ｋｇ） 8.7 10.1 

カラー スノーホワイト 同左 

暖房能力（ｋW） 5.81～1.05 ※13A の場合 同左 

消費電力（W） 17～10(待機 0.5) 20～13（待機 0.5） 

運転音（dB） 39～25 同左 

パワーセーブ運転 あり なし 

省エネ制御機能 エコ運転 同左 

点火装置 イグナイター 同左 

比例制御 8 段 7 段 

空気浄化デバイス なし なし 

設定室温範囲 L・12℃～26℃・H L・16℃～26℃・H 

スポット暖房 あり なし 

おはようタイマー メモリ式 同左 

おやすみタイマー 1 時間固定 同左 

安全装置 

転倒時ガス遮断装置・不完全燃焼防

止装置・立消え安全装置・過電流保

護装置・停電時安全装置・過熱防止

装置・選択式自動消火機能 

転倒時ガス遮断装置・不完全燃焼防

止装置・立消え安全装置・過電流保

護装置・停電時安全装置・過熱防止

装置・8 時間自動消火機能 

希望小売価格 

（本体価格・税別） 

85,800 円 83,300 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    

■■■■スタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプ    4.07kW4.07kW4.07kW4.07kW    「「「「GFHGFHGFHGFH----4004S4004S4004S4004S」」」」    

 新商品 従来品 

暖房のめやす 

（木造/コンクリート） 

11 畳/15 畳 ※13A の場合 同左 

外形寸法（mm） 

※（）内は脚部 

H440×W478（483）×163(185) 同左 

質量（ｋｇ） 7.5 同左 

カラー 1 色 同左 

暖房能力（ｋW） 4.07～0.76 ※13A の場合 同左 

最大消費電力（W） 15～10(待機 0.5) 17～10（待機 0.5） 

運転音（dB） 39～25 同左 

パワーセーブ運転 あり 同左 

省エネ制御機能 エコ運転 同左 

点火装置 イグナイター 同左 

比例制御 8 段 同左 

除菌デバイス なし 同左 

設定室温範囲 L・12℃～26℃・H 同左 

スポット暖房 あり なし 

おはようタイマー メモリ式 同左 

おやすみタイマー 1 時間固定 同左 

安全装置 

転倒時ガス遮断装置・不完全燃焼防

止装置・立消え安全装置・過電流保

護装置・停電時安全装置・過熱防止

装置・選択式自動消火機能 

同左 

希望小売価格 

（本体価格・税別） 

オープン価格 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


