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ダイニチ工業 （株） ［社長　吉井久夫］ は、 8 月２２日 （月） より家庭用石油ファンヒーターを８タイプ、 ２７
機種を発売いたします。

　

　　生活者の衛生・除菌意識の高まり
を受け、 昨年度より発売したハイエン
ドモデルの SDR タイプに 『除菌※1 ス
テンレスフィルター』 を搭載。
　　室内の空気が集まり、 ほこりや汚れ
が付着しやすい空気取入口を清潔に
保てるよう、 背面のフィルターにステ
ンレス材をコーティング。
　　除菌効果でステンレス材に付着し
た菌を抑制し、 キレイなフィルターを
維持します。

また、 コーポレートロゴの変更に伴い、 商品のエンブレムも一新。
　　よりお客様の生活に寄り沿ったスタイリッシュなデザインとなりました。

２０１６年度家庭用石油ファンヒーター　ここがＰＯＩＮＴ！

⇒ハイエンドモデルに『除菌※1ステンレスフィルター』を搭載。

コーポレートロゴ一新で、よりスタイリッシュなエンブレムを採用。⇒

●新エンブレム●新エンブレム

販売目標台数
お客様のお問い合わせ先
商品紹介Webサイト

SDR タイプ３機種合計　5 万台
ダイニチ工業㈱お客様ご相談窓口　0120-468-110
http://www.dainichi-net.co.jp/products/fh/

●除菌※1ステンレス
　　フィルター
●除菌※1ステンレス
　　フィルター

●抗菌※2ファンフィ
　　ルター（従来品）
●抗菌※2ファンフィ
　　ルター（従来品）

※1フィルター網に抗菌剤入りステンレス材をコーティングし、 網に付着した菌を抑制または減少させます。
［試験機関］ 一般財団法人ボーケン品質評価機構 ［対象部分の名称］ ファンフィルター網 ［試験方法］ JIS Z 2801 （フィル
ム密着法） ［試験結果］ 99％以上の抑制および除菌を確認 （20215069852-1）

※2 ［試験機関］ 一般財団法人ボーケン品質評価機構 ［抗菌の方法］ フィルターに抗菌剤を含浸 ［試験結果］ 抑制を確認
(10235976-1/10235976-2) ［試験方法］ JIS Z2801に準拠 ［抗菌を行なっている対象部分の名称］ ファンフィルター網

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6
http://www.dainichi-net.co.jp/



【除菌※1ステンレスフィルター】　｢除菌効果｣でさらに清潔をキープ！
ほこりのたまるファンフィルターはいつでも清潔にしたいもの。

新しいフィルター　『除菌※1ステンレスフィルター』 はステンレス材をコーティング。 これまで以上にキレイ
なフィルターを維持します。

添付資料１

【コーポレートロゴ変更について】　　

創業 50 年を経過し、 次の 50 年をスタートした新しいダイニチ工業として、 ２０１６年７月にコーポレー
トロゴを一新しました。
　　当社が創業以来大切にしてきた価値観を表現したことに加え、 小文字主体のしなやかでシャープなデザ
インとすることで視認性を向上し、 時代と共に変化するお客様の暮らしを独自の技術でリードしていく先進
性を表現しています。
　　また、 ワンポイントの青い円は、 灯油をムダなく燃やす独創的な技術の象徴である 「青い炎」 をイメー
ジしており、 これからもメーカーとして常に新しい技術を生み出していくという意志を表現しています。

次の 50 年に向け、 伝統を継承しつつ常に進化を続けるという決意を表した、 新しいダイニチ工業のデ
ザインです。

除菌除菌 ステンレス材に付着
した菌を抑制または
減少させます。

除菌※1
　　 ステンレスフィルター除菌※1
　　 ステンレスフィルターNEWNEW 抗菌※2

　　 ファンフィルター抗菌※2
　　 ファンフィルター従来品従来品

抗菌抗菌

イラストはイメージです。

ステンレス材で除菌！ステンレス材で除菌！

※1フィルター網に抗菌剤入りステンレス材をコーティングし、 網に付着した菌を抑制または減少させます。
［試験機関］一般財団法人ボーケン品質評価機構［対象部分の名称］ファンフィルター網［試験方法］JIS Z 2801 （フィルム密着法）［試験結果］99％以上の抑制および除菌を確認 （20215069852-1）

※2 ［試験機関］ 一般財団法人ボーケン品質評価機構 ［抗菌の方法］ フィルターに抗菌剤を含浸 ［試験結果］ 抑制を確認(10235976-1/10235976-2) ［試験方法］ JIS Z2801に準拠 ［抗菌を行なって
いる対象部分の名称］ ファンフィルター網

すぐにあたたまる



【SDRタイプおもな機能】 人がいるときも、 いないときも 『Wエコプラス』

【SDRタイプ仕様】

FW-3716SDR FW-4716SDR FW-5716SDR

木造（戸建） 10畳まで 12畳まで 15畳まで

コンクリート（集合） 13畳まで 17畳まで 20畳まで
9 9 9
12 12.9 12.9

暖房出力（kW） 最大～最小 3.70～0.74 4.70～0.91 5.70～1.23
燃料消費量（L/h） 最大～最小 0.360～0.072 0.457～0.088 0.554～0.120
燃焼継続時間（h） 大火力～小火力 25.0～125.0 19.7～102.3 16.2～75.0

消費電力（W）
大火力時 129/129 153/153 191/191

(50/60Hz)
小火力時 62/62 70/70 80/80

最大（点火時） 390/390 390/390 420/420
待機時 1.0/1.0 1.0/1.0 1.0/1.0

運転音（dB） 最大～最小 37～25 39～24 41～25
40 40 45

オープン価格 オープン価格 オープン価格
スノーホワイト（W） スノーホワイト（W） スノーホワイト（W）
オータムレッド（R） オータムレッド（R） オータムレッド（R）カラー

445×476×349445×476×349高さ×幅×奥行（mm） 445×438×349

希望小売価格（税抜）

暖房のめやす

タンク容量（L）
質量（kg）

着火時間（秒）
本体外形寸法（置台含む）

お部屋の暖まり具合を判断して、 燃焼量を自動コントロール。 お好みの温度に設定した上でセーブ
できるので、 快適に節約できます。

eco おまかせモードプラスeco おまかせモードプラス
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ecoボタンを押さない場合 ecoおまかせモード（プラス）

ファンヒーターがお部屋の暖まり具合を判定

例えば、設定温度を20℃として運転を開始すると… 運転開始

室温が設定温度より
2℃高くなると消火。
1℃低くなると点火。

ecoおまかせモードプラス

状況に応じて燃焼を賢くセーブ!

省エネセンサー省エネセンサー

センサーが人の
動きを検知して…

通常運転!!

約15分間人の
動きがないと…

自動で最小火力運転に!!

さらに約45分間人の
動きがないと…

自動的に消火!!
※自動消火後は再点火しません。

ダブル

長い時間お部屋に人がいない場合、 センサーがチェックして自動的に運転をコントロール。 燃焼量
を弱めたり、 停止することで、 灯油のムダを抑えます。

添付資料２
eco おまかせモードプラス＆省エネセンサーeco おまかせモードプラス＆省エネセンサー


