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“あなたとともに夢・・・” 

＜ニュースリリース＞ 

平成 28 年８月 30 日 

株式会社コロナ 

 

 
 

 

 

株式会社コロナ（本社：新潟県三条市、社長：小林一芳）は、石油ファンヒーターの 2016 年モデル

８シリーズ、18 機種を発売します。（2016 年モデルの一覧は２頁目をご覧ください） 

 

2016 年モデルでは、 上位機種「WZ シリーズ」の 3.6kw モデルで昨年好評だった「バイ

オレット色」を同シリーズの 4.6kw モデルと 5.7kw モデルに拡大します。また、大きな操

作パネルと音でわかりやすくした FH-SR3316Y（以下、SR タイプ）を新たに発売します。 

 

WZ シリーズにおけるバイオレット色の採用拡

大は、「この色で大きなサイズが欲しい」という

お客様からの声に対応したものです。 

 

 

 

 

SR タイプは「誰でも使いやすい石油ファンヒー

ター」を基本思想として開発しました。 

操作パネルに大型オレンジ液晶を採用し視認

性が高く、自動消火や給油などのお知らせブザー

音の音量も従来よりも 1.8 倍程度大きくして聞

き取りやすくしました。音量は従来の大きさに切

り替えることも可能です。温度設定、運転延長、

運転停止などの操作はリモコンから簡単に行う

ことができます。 

給油タンクは、上位機種などで採用している

7.2ℓタンクよりも満杯時の重量が軽い 5.0ℓタン

クを採用しています。１日８時間、弱火力設定で

使用する場合、１回の給油で約 10 日分（ 大約

82 時間）の運転が可能です。（当社試算） 

 

 

 

 

【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 株式会社コロナ 広報室 

● お客様からのお問合せ先 株式会社コロナ 営業本部 

 

 

FH-SR3316Y（Ｗ：パールホワイト） 
希望小売価格:オープン価格 

FH-WZ4616BY（V：バイオレット） 
希望小売価格:61,800 円+消費税 

コロナ石油ファンヒーター 2016 年モデル  

上位機種 WZ シリーズ 
人気のバイオレット色を大型商品に拡大 
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“あなたとともに夢・・・” 

左：WZ シリーズ（V）バイオレット色 

右：SR タイプ（N）シャンパンゴールド色

＜コロナ石油ファンヒーター 2016 年モデルについて＞ 

燃焼効率や消臭性能の面で当社 上位の「WZ シリーズ」、消臭機能や足元温風などの快適性能を充実させ

た「VX シリーズ」、見やすく使いやすい「SR タイプ」、誰でも簡単に

使うことができ、基本性能も充実している「ST シリーズ」、コンパク

トな「ミニタイプ」などを８月下旬から発売します。 

VX シリーズには高出力タイプ２機種を追加し、広い室内を暖房した

いというニーズにも対応します。また、WZ シリーズと SR タイプには

リモコンが付属します。 

コロナ石油ファンヒーターは自己燃焼熱を利用して灯油をガス化

するので、燃焼運転時の消費電力が少ないことも特長です。 

 

型 式 
暖房出力 

（kW） 

暖房のめやす 消費電力 50/60Hz（W） 給油タンク

容量（ℓ）
希望小売価格 本体色 

木造（戸建） コンクリート（集合） 燃焼時（強～弱）

WZ シリーズ ＜コロナ史上ナンバーワン、 上位機種＞ 

FH-WZ3616BY 3.60～0.59 10 畳まで 13 畳まで 22/22～10/11 7.2 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-WZ4616BY 4.62～0.72 12 畳まで 17 畳まで 23/23～10/11 7.2 61,800 円+消費税 （V）バイオレット NEW
（W）エレガントホワイトFH-WZ5716BY 5.65～0.90 15 畳まで 20 畳まで 27/25～10/11 7.2 69,800 円+消費税 

VX シリーズ ＜高性能ハイグレードモデル、高出力タイプもラインアップ＞ 

FH-VX3616BY 3.60～0.59 10 畳まで 13 畳まで 22/22～9.5/11 7.2 45,800 円+消費税 
（W）パールホワイト 

（T）エレガントブラウン
FH-VX4616BY 4.62～0.72 12 畳まで 17 畳まで 23/24～10/11 7.2 53,800 円+消費税 

FH-VX5716BY 5.65～0.90 15 畳まで 20 畳まで 27/26～10/11 7.2 61,800 円+消費税 

FH-VX6716BY NEW 6.65～1.06 17 畳まで 24 畳まで 27/28～12/13 7.2 68,800 円+消費税 
（W）パールホワイト 

FH-VX7316BY NEW 7.25～1.19 19 畳まで 26 畳まで 29/29～12/13 7.2 82,800 円+消費税 

SR タイプ ＜機能性＋αの高機能モデル＞ 

FH-SR3316Y NEW 3.30～0.63 9 畳まで 12 畳まで 21/21～10/11 5.0 オープン価格 （W）パールホワイト 
（N）シャンパンゴールド

ST シリーズ ＜ハイスタンダードモデル＞ 

FH-ST3616BY 3.60～0.59 10 畳まで 13 畳まで 22/22～9.5/10 7.2 オープン価格 

（W）パールホワイト FH-ST4616BY 4.62～0.72 12 畳まで 17 畳まで 23/24～9.5/10 7.2 オープン価格 

FH-ST5716BY 5.65～0.90 15 畳まで 20 畳まで 27/26～9.5/11 7.2 オープン価格 

G シリーズ ＜オレンジ液晶で表示が見やすい＞ 

FH-G3616BY 3.60～0.59 10 畳まで 13 畳まで 22/22～9.5/10 7.2 オープン価格 
（W）シェルホワイト 

（C）メタリックベージュ
FH-G4616BY 4.62～0.72 12 畳まで 17 畳まで 23/24～9.5/10 7.2 オープン価格 

FH-G5716BY 5.65～0.90 15 畳まで 20 畳まで 27/26～9.5/11 7.2 オープン価格 

VG タイプ ＜消臭機能が充実＞ 

FH-VG3316Y 3.30～0.63 9 畳まで 12 畳まで 21/21～10/11 5.0 オープン価格 （P）ミスティローズ 

G32 タイプ ＜基本機能が充実＞ 

FH-G3216Y 3.19～0.63 9 畳まで 12 畳まで 20/20～9.5/11 5.0 オープン価格 （W）シェルホワイト 
（S）サテンシルバー 

ミニタイプ ＜コンパクトモデル＞ 

FH-M2516Y 2.50～0.66 7 畳まで 9畳まで 15/15～8.5/8.5 3.6 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、約 80W（FH-VX6716BY、FH-VX7316BY、FH-M2516Y は約 100W）の電力を消費します。50/60Hz 共用。 
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＜WZ シリーズの特長＞ 
■ トリプルエコ機能で、灯油代と電気代を節約 

● ＜トリプルエコ機能＞エコ１「省エネセンサー」 
「省エネセンサー」は、センサーを作動させることで人の動きを検知して自動的に火力を調整するも

のです。人の不在を検知し約10分経過すると 小火力に、さらに約50分間人がいないことを検知すると
消火し、無駄なあたため過ぎを抑えます。 

● ＜トリプルエコ機能＞エコ２「ぴたっと消臭 気流ルーバー」 
「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段階に可変し、 適な気流でム

ラなく室内をあたためます。さらに、温風をより遠くまで届けるため、低い温度の温風を重ねて、気流
ルーバーにより吹き出すトリプルフローを採用し、部屋の上部にたまりやすい熱を撹拌して室温を均一
な状態に近づけます。 

● ＜トリプルエコ機能＞エコ３「ecoモード」 
「ecoモード」は、スイッチ１つで設定温度を20℃に切り変えるとともに、 大火力を60％に抑えます。

さらに、ムダなあたた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、室温が設定温度プ
ラス３℃になると自動的に消火します。 

 
■ 当社石油ファンヒーターでナンバーワンの消臭性能 

優れた消臭機能を搭載し、点火時や消火時の気になるニオイを大幅に低減しています。 
＜点火時＞気流ルーバーの開くタイミングと、着火時の気化ガス量の 適化を図った新点火システムの

採用で、当社FH-ST3616BYと比べ約25％も臭気残存率を低減させました。 
＜消火時＞暖房運転停止の際は、気流ルーバーを閉じてニオイを閉じ込めるほか、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-ST3616BYと比べニオ
イの元となるトータルハイドロカーボンの数値を約60％も低減しています。 

 
＜SRタイプの特長＞ 
■ 大きな文字とボタンで使いやすく、見やすい操作パネル 

スイッチの文字とボタンを大きくして、見やすく使いやすい操作パネルを採用しています。設定温度や室
温の表示もシンプルで見やすくしています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ リモコンを付属し、使いやすさを向上 
上位機種のWZシリーズと同じリモコンを付属しています。リモコンからは、運転停止や運転延長、室内

温度の設定変更やecoモードの設定のほか、任意で火力の大きさを調整できる火力セレクトの操作が可能です。 
 
■ お知らせメロディー音の音量を大きくして、聞き取りやすい。 

SRタイプは、給油のタイミングや自動消火（運転延長）をお知らせするメロディーやブザー音の音量を、
従来よりも約1.8倍大きくして聞き取りやすくしました。運転中、「火力セレクト」キーを３秒押しすること
で、音量大と従来音量の２段階で切り替えることができます。 
 

186 ㎜ 

105 ㎜ 


