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“あなたとともに夢・・・” 

 

＜ニュースリリース＞ 

2015 年８月４日 
株式会社コロナ 

 

コロナ石油ファンヒーター 最上位機種をモデルチェンジ 

 

株式会社コロナ（本社：新潟県三条市、社長：内田 力）は石油ファンヒーターの最上位機種を５年ぶりにモデ

ルチェンジし、新型の気流ルーバーや人感センサー等を搭載した「ＷＺシリーズ」を８月下旬から発売します。 
  

暖房のめやす（畳） 消費電力＜50/60Hz（W）＞ 
型 式 暖房出力（kW） 

木造（戸建） コンクリート（集合） 燃焼時（強～弱） 
価 格 本 体 色 

FH-WZ3615BY 3.60～0.59 10畳まで 13畳まで 22/22～10/11 52,800円+消費税 

（V）バイオレット 

（W）エレガントホワイト 

（T）エレガントブラウン 

FH-WZ4615BY 4.62～0.72 12畳まで 17畳まで 23/23～10/11 61,800円+消費税 
（W）エレガントホワイト 

（T）エレガントブラウン   

FH-WZ5715BY 5.65～0.90 15畳まで 20畳まで 27/25～10/11 69,800円+消費税 
（W）エレガントホワイト 

（T）エレガントブラウン  

 
「ＷＺシリーズ」の特徴は３つの省エネ機能（「トリプルエコ機能」）です。火力に応じて気流ルーバーの角度を

５段階調整し温度ムラを軽減する機能、センサーで人の動きを検知して火力調整・消火する機能、ワンタッチで

最大火力を 60 パーセントに抑えつつ設定温度を 20 度にする機能を搭載しています。消臭性能は当社ラインア

ップの中で最も優れており、消火時に可動式の温風吹き出し口が閉まり臭いを抑えます。 
 
コロナ石油ファンヒーターの 2015 年度モデルは最上位機種の「ＷＺシリーズ」のほか、消臭機能などの快適

性能が充実している「ＶＸシリーズ」、広いスペースに適している「ＥＸシリーズ」、使いやすさを重視している

「ＳＴシリーズ」、コンパクトな「ｍｉｎｉシリーズ」の５シリーズ 13 機種をラインアップします。（４頁目に一覧掲載） 
 
「ｍｉｎｉシリーズ」を除く４シリーズは、「秒速タイマー」※３（７秒点火タイマー）と「秒速点火」※４（７秒点火）機能

を両方搭載しているほか、火力を絞って運転することにより１回の給油（7.2 リットル）で最大約 126 時間運転す

ることができます。全シリーズのカートリッジタンクには、手を汚すことなく給油できる「よごれま栓」を採用してい

るほか、独自のポンプ噴霧式バーナーは自己燃焼熱で灯油をガス化するため電気代が安いことも特長です。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

【本件に関するお問合せ先】 

株式会社コロナ  http://www.corona.co.jp 

〒955-8510 新潟県三条市東新保７番７号 TEL：0256-32-2111   E-mail：info@hode01.corona.co.jp 

● 報道関係からのお問合せ先

● お客様からのお問合せ先 

株式会社コロナ 広報室 

株式会社コロナ 営業本部 

「ＷＺシリーズ」 左から（W）エレガントホワイト、（V）バイオレット、（T）エレガントブラウン 
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“あなたとともに夢・・・” 
 
「WZ シリーズ」の特長 

■NEW トリプルエコ機能で、１シーズンの灯油代と電気代を合計約8,300円※1以上も節約！ 

＜トリプルエコ機能１＞ 「省エネセンサー」 

ＷＺシリーズに搭載した「省エネセンサー」は、人の動きを検知して自動的に火力を調整するものです。

人の存在を検知しなくなり約10分経過すると最小火力になり、約60分経過すると消火し、無駄な暖め過ぎを抑

えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜トリプルエコ機能２＞ 「ぴたっと消臭 気流ルーバー」 

ＷＺシリーズに搭載した「ぴたっと消臭 気流ルー

バー」は、ルーバーの角度を火力に応じて５段階に調

整し、最適な気流でムラなく室内を暖めます。さらに、

温風をより遠くまで届けるために、低い温度の温風を

重ねて、最適角度で吹き出す「トリプルフロー」を採用し

ています。 

部屋の上部にたまりやすい熱を撹拌することで、室温

を均一な状態に近づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

＜トリプルエコ機能３＞ 「ｅｃｏモード」 

ＷＺシリーズに搭載した「ｅｃｏモード」は、ワンタッチで設定温度を20℃に切りかえるとともに、最大火力を

60パーセントに抑えます。さらに、ムダな暖め過ぎを抑えて快適な室温をキープする ｅｃｏセーブ運転を行い、

設定温度プラス３度になると自動的に消火します。 

 

 

 

 
 
 

ＷＺシリーズは、３つの省エネ機能により１シーズンの灯油代と電気代を合計約8,300円※1以上節約する石油

ファンヒーターです。 

 

■当社石油ファンヒーターでナンバーワンの消臭性能 

ＷＺシリーズは、消火時の臭いを大幅に低減しています。 
 

消火時は、「ぴたっと消臭 気流ルーバー」を閉じて臭いを閉じ込めるほか、

光触媒除菌・脱臭フィルターや「新においとり触媒」「ニオイカットメカ」の消臭機能で、

当社 FH-ST3614BY と比べ臭いの元となるトータルハイドロカーボンの数値を

約 70 パーセント※2 も低減しています。 
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“あなたとともに夢・・・” 
 

コロナ石油ファンヒーターの特長 
■コロナ石油ファンヒーターは、７秒点火（秒速タイマー※３・秒速点火※４機能） 

コロナ石油ファンヒーターの「秒速タイマー」機能は、秒速点火とタイマー運転を組み合わせた機能です。

外出からの帰宅時や朝の起床時など、あらかじめタイマーをセットし、帰宅・起床時に運転スイッチを入れるだ

けで、すばやく点火し部屋を暖めます。その点火時間はわずか７秒。寒い冬を快適にお過ごしいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
■火力を最小限まで絞れるから、灯油長持ち 

石油ファンヒーターは、部屋が暖まると自動的に火力を下

げて運転します。部屋が暖まった状況の中で、どこまで火力

を絞ることができるかが、灯油節約のカギとなります。 

コロナ石油ファンヒーターは、最小限まで火力を絞り、

長時間運転ができます。１回の給油で最大約126時間※５も

運転が可能です。 
 
 
 
■「よごれま栓」は28年の実績！手を汚さず給油でき、床も汚れません。 

コロナ石油ファンヒーターの灯油タン

クは、全商品に「よごれま栓」を採用し

ています。「よごれま栓」タンクは、灯油

で手を汚すことなく給油でき、キャップ

がタンク部分から外れないので、床等

も汚すことがないと、大変好評をいただ

いております。「よごれま栓」は、使い勝

手の良さを評価いただき、28年目を迎

えます。 
 
 
■ 待機時消費電力はもちろん、暖房運転中も消費電力が少ない商品です。 

コロナ石油ファンヒーターは、独自の燃焼方式により低消費電力で快適に暖房運転ができ、冬の節電にも

貢献します。ＷＺシリーズの待機時消費電力は0.8ワット、暖房運転中の消費電力は11～27ワット。

１日８時間使用しても電気代は２～６円/日程度※６です。 
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“あなたとともに夢・・・” 
 
＜２０１５年度 コロナ石油ファンヒーターラインアップ＞ 

暖房のめやす（畳） 
消費電力 

50/60Hz（W） 
型 式 

暖房出力 

（kW） 木造 

（戸建） 

コンクリート

（集合） 
燃焼時（強～弱） 

価 格 本 体 色 

WZ シリーズ 

FH-WZ3615BY 3.60～0.59 10畳まで 13畳まで 22/22～10/11 52,800円+消費税 
（V）バイオレット 

（W）エレガントホワイト 

（T）エレガントブラウン 

FH-WZ4615BY 4.62～0.72 12畳まで 17畳まで 23/23～10/11 61,800円+消費税 

FH-WZ5715BY 5.65～0.90 15畳まで 20畳まで 27/25～10/11 69,800円+消費税 

（W）エレガントホワイト 

（T）エレガントブラウン   

VX シリーズ 

FH-VX3615BY 3.60～0.59 10畳まで 13畳まで 22/22～9.5/11 45,800円+消費税 

FH-VX4615BY 4.62～0.72 12畳まで 17畳まで 23/24～10/11 53,800円+消費税 

FH-VX5715BY 5.65～0.90 15畳まで 20畳まで 27/26～10/11 61,800円+消費税 

（W））パールホワイト 

（T)エレガントブラウン 

EX シリーズ  

FH-EX6715BY 6.65～1.06 17畳まで 24畳まで 27/28～12/13 68,800円+消費税 

FH-EX7315BY 7.25～1.19 19畳まで 26畳まで 29/29～12/13 82,800円+消費税 
（W））パールホワイト 

ST シリーズ 

FH-ST3315Y 3.30～0.66 9畳まで 12畳まで 22/22～10/11 
（W）パールホワイト 

（N）シャンパンゴールド

FH-ST3615BY 3.60～0.59 10畳まで 13畳まで 22/22～9.5/10 

FH-ST4615BY 4.62～0.72 12畳まで 17畳まで 23/24～9.5/10 

FH-ST5715BY 5.65～0.90 15畳まで 20畳まで 27/26～9.5/11 

オープン 

価格 （W）パールホワイト 

ミニシリーズ 

FH-M2514Y 2.50～0.66 7畳まで 9畳まで 15/15～8.5/8.5
オープン 

価格 

（R）ローズメタリック 

（W）シェルホワイト 

 

■秒速点火 ON の状態では、1 時間当り約 100W の電力を消費します。50/60Hz 共用。 

※1：当社住環境試験室（10畳）における3時間運転後の灯油使用量を消費出力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回

（30分/日）、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合と、ecoモードによる節約できる

金額の合計。●1日8時間、1シーズン：10月～翌5月のうち1,500時間を想定。●灯油価格92円/L（2015年1月5日全国平均店

頭価格 資源エネルギー庁発表） 

※2：当社従来機種FH-ST3614BYとの比較。 

※3：秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続します。 

※4：秒速点火をONにしてから、約2分30秒の予熱時間が必要です。予熱のために1時間約100Wの電力を使用します。 

※5：3.6kWタイプで1日8時間、弱火力で運転した場合。当社試算。 

※6：1日8時間弱燃焼（11W）で運転。9.5W～29Wで2.1～6.3円。新電力料金目安単価27円/kWh（税込）にて試算。別途点火時は

ヒ ー タ ー加熱のため650Wの電力を使用します。 

 


