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ダイニチ工業 （株） ［新潟市南区 ： 社長 吉井久夫］ は、 自社ブランド
「ブルーヒーター」 の累計生産台数 3,000 万台達成を記念して、 抽選で
3,000 名様に新潟の新しいブランド米 「新之助」 （5kg） が当たるプレゼン
トキャンペーンを実施いたします。 キャンペーンは、 全国の主要家電量販店
2,200 店舗にて展開いたします。

【キャンペーンの背景】
・ ブルーヒーター累計生産台数 3,000 万台達成を記念して実施。
・ 2017 年度の新機能 「消臭宣言」 をより多くの人に知ってもらいたい。
・ 新潟県に本社と工場を構えるダイニチ工業は国内生産が強み。

全国の店頭で告知することで、 米どころ新潟の企業として広く知ってもらいたい。
・ 新潟の新ブランド米を起用することにより、 地元の活性化に繋げていきたい。

【キャンペーンの概要】

　　　概要は以下の通りとなります。 詳しくはダイニチ WEB サイトよりご参照ください。

キ ャ ン ペ ー ン 名

プ レ ゼ ン ト 商 品

応 募 期 間

対 象 商 品

応 募 方 法

キャンペーンサイト

キャンペーンに関
するお問い合わせ

： ブルーヒーター累計生産台数 3,000 万台達成記念 「新之助」 プレゼントキャンペーン

： 新潟米 「新之助」 5kg 各 1 袋を抽選で 3,000 名にプレゼント

： 2017 年 12 月 17 日 （日） まで （当日消印有効）

： 「消臭宣言」 が搭載された 2017 年度製家庭用石油ファンヒーター　
SDR ・ SDX ・ KE タイプ計 16 機種

: 応募受付期間中、 対象商品のお買上げレシートまたは領収書を貼り、 応募ハガキ、 または郵便ハガキ
に必要事項をご記入の上、 ご応募ください。

： https://www.dainichi-net.co.jp/campaign.html

： フリーコール  0800-170-4501 （キャンペーン事務局） 

受付期間  2017年12月22日（金）まで

受付時間  9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く） 

SDRタイプ SDXタイプ KEタイプ
FW-3717SDR FW-3717SDX FW-3317KE
FW-4717SDR FW-4717SDX FW-3317KEE5
FW-5717SDR FW-5717SDX
FW-3717SDRE5 FW-6717SDX
FW-4717SDRE5 FW-7217SDX
FW-5717SDRE5 FW-KS3717SDX

FW-KS4717SDX
FW-KS5717SDX

※ 温風吹出口近傍で X 管にて弱燃焼か
ら消火した時の炭化水素濃度を測定。
当社 2017 年機種 （FW-4717SDR）
と 2016 年 機 種 （FW-4716SDR）
を比較した場合。

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



もともと少ない消火時のニオイをさらに少なくしました※。

消火時にファンが大風量で回転する時間を延長。 バーナの
高温時間を長くすることで、 ニオイの原因となる燃え残りの
気化ガスをしっかり燃やしきります。

従来と比べ、 消火時のニオイが約
40％ （SDRタイプ） 減少しました。

【「新之助」とは？】

米どころとしての歴史を誇る新潟が、 現代の食風景と向き合い、 かつてない
「米づくり」 に挑戦しました。 それは、 おいしいお米を最高の状態で食べて
いただくために、 田んぼから食卓まで、 しっかりと
おいしさを導くということ。 ついに誕生した新潟米
「新之助」 は、 きらめく大粒にコクと甘みが満ちて
いて、 ごはんの可能性が無限に広がります。

新潟米 「新之助」 WEB サイト
http://shinnosuke.niigata.jp/

【ブルーヒーター累計生産台数3,000万台】

添付資料

2017 年 4 月25 日に 「ブルーヒーター」 は、 累計生産台数 3,000 万台を達成いたしました。

1971 年に気化式石油風呂釜の技術を応用した業務用石油ストーブ 「ブルーヒーター」 を開発。
その後 1980 年には家庭用石油ファンヒーターを開発。 「ブルーヒーター」 は、 多くのお客様にご
愛顧をいただき、 昨年度は発売から４５周年を迎えたベストセラー商品です。

これもひとえにご愛顧の賜物として心から感謝し、 これからもダイニチのファンになっていただ
けるような商品を企画 ・ 開発し、 多くのご家庭をあたためてまいります。
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【「消臭宣言」とは？】
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※ 温風吹出口近傍で X 管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。 当社 2017 年機種 （FW-4717SDR）
と 2016 年機種 （FW-4716SDR） を比較した場合。

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


