
安全上のご注意�������������������������������������������������������������� 2
梱包内容／各部名称�������������������������������������������������������� 4
組み立て手順（キャスターの取り付け方）������������������������ 5
運転手順������������������������������������������������������������������������ 6

効果的な使い方／諸注意／お手入れ／保管／廃棄について������ 8
故障かな？と思ったら／仕様������������������������������������������ 9
アフターサービス��������������������������������������������������������10

目次

コンフォートヒート 700
<オイルヒーター>　取扱説明書



2

安全上のご注意

この度はエレクトロラックスの製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございま
す。本書には使用上の重要な情報が記載されています。事故や故障防止のため、ご使用前に
必ずよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

◆   コンフォートヒート 700は、家庭用のオイルヒーターです。その性能を最大限活用できるよう、必ず
エレクトロラックス純正の付属品を使用してください。純正の付属品は、本オイルヒーター専用に設計されてい
ます。

 警告

お子様、特に幼児の手の届く場所には設置
しないでください。

ヒーターの近くにお子様がいる場合や、誰も
いない場所で使う場合は特にご注意ください。

本製品は、お子様やお体の不自由な方につ
いては、その安全について責任を負う方か
ら製品を安全に使用する方法についての監
督または説明を受けている場合に限り、ご
使用いただけます。

お子様が本製品で遊ばないようにしてくだ
さい。

お子様が付添者なしに本製品のお手入れや
メンテナンスをしないようにしてください。

本製品の一部の部品は非常に高温になり、
火傷の原因となる恐れがあります。お子様
やお体の不自由な方がいる場所では十分に
ご注意ください。

•�製品の仕様・定格・デザイン等は、改善等のため予告
なく変更することがあります。
•�お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ら
れるところに必ず保管してください。
•�本製品を他の人に譲渡されるときは、この取扱説明書
を必ず添付してください。
•�「製品保証書」に販売店の明記がないものは、保証期間
中でも有償修理になる可能性があります。

永くご愛用いただくため、またエレクトロラックス　
お客様サポートのよりよいサービスを受けていただく
ために、ご購入後お早めに製品登録を行っていただき
ますよう、お願いいたします。
ご登録をされると
�スムーズなお問い合わせ対応
�エレクトロラックス最新情報を配信*
�キャンペーンなどのお得なお知らせ*

*�製品やキャンペーン情報等のご提供をご希望された
お客様が対象となります。

登録はこちらから
インターネット（PC・携帯電話）にてご登録ください。
http://www�electroluxjapan�com/reg/

◆ 製品登録をお願いします

安全上のご注意
•�ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお
読みのうえ、正しくお使いください。
•�ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使い
いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に
防止するためのものです。

また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度
を明示するために、誤った取り扱いをすると生じるこ
とが想定される内容を、「警告」･「注意」に区分して
います。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守
りください。

�警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定され
る内容。

�注意 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生
が想定される内容。

（絵表示の例）

禁止の行為であることを告げるものです。

「必ず実行していただくこと」を表します。

記載事項をお守りいただけなかった使用に基づく事故や
物損に関しては一切責任を負いかねます。
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 注意

電気製品のご使用時には、火災、感電、け
がの危険性を抑えるため、以下に示す基本
的な予防対策を行ってください。

ご使用になる前に、電源コードを完全に伸
ばし、ヒーター表面に触れないようにして
ください。

ヒーターを電源コンセントに接続する前に、
本体貼り付けラベルに記載されている電圧
に対応していることを確認してください。

延長コードは過熱の原因となるため、使用
しないでください。

本製品は平らな面に置いてください。段差
や傾きのある面には置かないでください。

空気中に可燃性ガスや爆発性ガスが含まれ
る室内で本製品を使用しないでください。

温風が吹いている場所でスプレー式噴霧剤、
引火性物質、および熱に弱い物質を使用し
ないでください。

ヒーターは、浴室、シャワー、プールの近
くでは使用しないでください。

ヒーターをコンセントの近くに設置しない
でください。

安全性を確保するため、本製品のフィンの
間には物を入れないでください。

使用中は、安全のためにヒーターの周囲に
約 20 センチ以上の間隔を空けてください。
また通気のため、ヒーターの上に約 90 セ
ンチの間隔を空けてください。

過熱を防ぐため、ヒーターを覆わないでく
ださい。

ヒーターの過熱を防ぐため、通気口の周り
に物を置かないでください。

本製品のお手入れをする前に、電源をオフ
にし、電源プラグをコンセントから抜いて
ください。

濡れた手でヒーターを触らないでください。

使わないときには必ず電源プラグを抜いて
ください。

本製品の暖房効率を最大に保つため、ご使
用中は扉や窓を閉めてください。

本製品をご使用の際は必ずキャスターを取
り付けてください。ヒーターを運転すると
きには、必ずキャスター上にまっすぐ立っ
ている状態にしてください。正しく使用し
ないと感電や火災の原因となる恐れがあり
ます。

このヒーターをプログラム機能、タイマー
など、ヒーターを自動的にオンにする機器
に接続して使用しないでください。ヒーター
が覆われている場合や正しく設置されてい
ない場合に、火災の原因となります。

床に近い位置の壁面コンセントだけを使用
してください。

ヒーターよりも高い位置にある壁面コンセ
ントは使用しないでください。

このヒーターには特殊なオイルが正確な量
で充てんされています。修理の際は、製造
元またはお求めの販売店のみがオイル容器
を開けることができます。オイル漏れが発
生した場合は、製造元またはお求めの販売
店にご連絡ください。

ヒーターを廃棄する際には、オイル廃棄に
関する規則に従ってください。

電源コードが破損した場合は、危険を避け
るため製造元、修理サービス業者、または
有資格者が電源コードの交換作業を行う必
要があります。

電源コードの上に重い物を載せたり、製品
の電源コードを無理に曲げたりしないでく
ださい。

使用開始段階では本製品からの揮発性有機
化合物とカルボニル化合物の排出量が最大
になる可能性があるため、使用中は十分な
換気を行ってください。

ヒーター本体に損傷がある場合は使用し
ないでください。

自分で部屋から出ることができない人し
かいない小さな部屋では、このヒーター
を使用しないでください。

繊維、カーテン、またはその他燃えやす
いものは、ヒーターから1m以上離して
ください。火災の恐れがあります。
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梱包内容／各部名称
梱包内容

保管カバー

本体

キャスター装着プレート�×2

U字型ボルト�×2

蝶ナット

各部名称

1

3

2

6

7

4

5

8

1 �ハンドル�
2 �ディスプレイパネル
3 �コントロールパネル
4 �コードホルダー
5 �電源スイッチ
6 �キャスター
7 �フィン
8 �フロントカバー
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組み立て手順（キャスターの取り付け方）

 警告
必ずキャスターを取り付けた状態で使用してください。ヒーターはまっすぐ立っている状態（キャスターが下、
ハンドルが上）で使用してください。それ以外の状態で使用すると危険が生じる恐れがあります。

1. タオルなどの柔らかい物を敷き、その上に
本体を上下逆さに置いてください。

 ご注意：

•�床が傷つく原因になりますので、キャスター取
り付け時は本体を床に直接置かないでください。
•�本体が倒れないようにお気をつけください。

2. U字型ボルトから蝶ナットを反時計方向に
回転させ外します。

 

図A

前方から1番目（フロントカバーの裏側）と2番目のフィ
ンの間（図B）に付属のU字ボルトを通します。（図C）

 

フロント
カバー

図B

 

図C

3. 付属のキャスター装着プレート外側の穴に
U字ボルトのネジを差し込みます。
蝶ナットを時計回りに回転させ取り付けます。（図D）

 

図D

4. 手順２、３を繰り返し、後方のキャスター
を取り付けます。

 ご注意：

•�後部キャスターは後方から1番目と2番目のフィ
ンの間（図E）に付属のU字型ボルトを通します。

 

図E

電源スイッチ

コードホルダー
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運転手順

運転を開始する
1. 電源プラグをコンセントに差し込み、コー
ドホルダー下の電源スイッチで主電源を
ONにします。
ディスプレイパネルの  （電源）アイコン が点灯し
ます。

2. ［� �（ON/OFF）］ボタンを押します。
ディスプレイパネルが点灯します。

電力を設定する
1. ［＋］［－］ボタンを押して下記の電力を選
択します。
ディスプレイパネルに選んだ電力レベルが表示され
ます。

 

500�W

700�W

1200�W

温度を設定する
1. ［� �（モード）］ボタンを2回押します。

ディスプレイパネルの  （温度設定）アイコンが点
灯するとともに、設定温度（初期設定は30℃）が点
滅します。

 ご注意：
設定温度は直前に使用した温度が表示されます。
ただし、電源コードを抜いたり、主電源を切ると
リセットされ、初期設定の30℃が表示されます。

2. ［＋］［－］ボタンを使って5℃～35℃の範
囲内で温度を設定します。

3. 温度を設定後に再度［� �（モード）］ボタン
を押す（または5秒間待つ）と温度設定が
完了します。

チャイルドロックを設定する
1. ［� �（チャイルドロック）］ボタンを5秒間
押すと、ロック機能がオンになります。
チャイルドロックが設定されるとディスプレイパネ
ルの  （チャイルドロック）アイコンが点灯します。
＊ 解除するには再度［  （チャイルドロック）］ボタンを5

秒間押してください。チャイルドロックが解除され、ディ
スプレイパネルの  （チャイルドロック）アイコンが消
灯します。

 ご注意：
チャイルドロック機能がオンの間は、コントロー
ルパネルのボタンが使用できなくなります。

ECOモードを設定する
1. ディスプレイパネルに� �（エコ）アイコ
ンが点灯するまで、［� �（エコモード）］
ボタンを押してください。
ECOモードになると、既定の設定温度（25℃）にな
るように運転します。
＊ 再度［  （エコモード）］ボタンを押すと、ECOモー

ドが解除され、  （エコ）アイコンが消灯します。

コントロールパネル

ON/OFF

強 弱

ECOモードモード

チャイルド
ロック

ディスプレイパネル

電源

エコモード

タイマー

温度設定

チャイルド�
ロック

電力

設定温度/
オートオン・オフ時間表示
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自動オフの設定

 ご注意：
自動オフと自動オンは同時に設定ができません。

1. 電源がオンの状態で［� �（モード）］ボタン
を1回押します。

 （タイマー）アイコンが点灯し、00が点滅します。

2. ［＋］［－］ボタンを使って何時間後に電源
をオフにするか（自動オフ時間）を設定し
ます。自動オフ時間は1～24（時間）の範
囲で設定できます。

3. 自動オフ時間を設定後に操作せず5秒間待
つと、自動オフ設定が完了します。
自動オフが設定されると  （タイマー）アイコンが
点灯されたままとなります。
例）2時間後に自動オフする場合
主電源を入れる→ ON/OFF → ［  （モード）］ボタ
ン→02を選択→5秒後設定完了

自動オフ設定の変更・解除
1. ［� �（モード）］ボタンを押します。

2. 自動オフ時間（「自動オンの設定」を参照）
を再設定します。
変更する場合：自動オフ時間を変更します。
解除する場合：自動オフ時間を00に設定します。

3. ５秒間待つと自動オフの変更・解除が設定
されます。
解除が設定されると  （タイマー）アイコンが消灯
します。

自動オンの設定

 ご注意：
自動オフと自動オンは同時に設定ができません。

1. 電源がオフの状態で（主電源のみオン）
［� �（モード）］ボタンを押します。

 （タイマー）アイコンが点灯し、00が点滅します。

2. ［＋］［－］ボタンを使って何時間後に電源
をオンにするか（自動オン時間）を設定し
ます。
自動オン時間は1～24（時間）の範囲で設定できます。

3. 自動オン時間を設定後に操作せず5秒間待
つと自動オン設定が完了します。
自動オンが設定されると自動オンまでの時間と  （タ
イマー）アイコンは点灯されたままとなります。

 ご注意：
自動オン後の温度を設定する場合は、自動オン時
間設定後、5秒以内に［� �（モード）］ボタンを
押してください。
例）���2時間後に24度で自動オンにする場合�
主電源を入れる→［� �（モード）］ボタン
→02を選択→［� �（モード）］ボタン→�
24を選択→５秒間待機→設定完了

自動オン設定の変更・解除
1. ［� �（モード）］ボタンを押します。

2. 自動オン時間（「自動オンの設定」を参照）
を再設定します。
変更する場合：自動オン時間を変更します。
解除する場合：自動オン時間を00に設定します。

3. 5秒間待つと自動オンの変更・解除が設定
されます。
解除が設定されると［時間］と  （タイマー）アイ
コンが消灯します。

電源を切る
1. 使用後は［� �（ON/OFF）］ボタンを押し、
電源を切ります。

 ご注意：
長時間使用しない場合は、主電源を切り、電源
コードをコンセントから抜いてください。
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効果的な使い方／諸注意／お手入れ／保管／廃棄について

効果的な使い方
オイルヒーターをより効果的にご使用いただくために、
下記をお試しください。

① 窓際に置く（カーテンなどがヒーターを覆わないよ
うにご注意ください。）
外からの冷気を温め、空気が循環し、お部屋をむら
なく温める効果があります。
厚めのカーテンをひいたり、断熱シートを窓に貼り、
暖気を逃さない工夫をするとより効果が高まります。

② 使用時はお部屋のドアをしめる
暖まった空気が外に出ないよう、お部屋を密閉され
た状態にすると、保温効果が高まります。
お部屋の出入りもすばやく、少なくするとより効果
が高まります。

諸注意

• 初めて使うときに臭いを感じることがあります。こ
れは、ヒーター製造時に使用された潤滑剤が原因で
発生するものです。この臭いは運転開始から30分ほ
どでおさまります。
• お部屋が暖まるのに約30分～1時間かかるため、事前
に電源を入れておいてください。機密性の低い住宅で
はお部屋が暖まりにくいため、暖めたい1時間前に暖房
運転が始まるように自動オンを設定しておくと便利です。
• 暖房運転中に本体が倒れたり、傾いたりすると、転倒
時自動オフ機能が作動し、自動的に運転が停止します。
本体を正常な状態に起こし、電源を入れ直してください。
• 本体が異常加熱すると、過熱保護安全装置が作動し、
自動的に電源が切れます。本体の熱が下がってから
再度電源を入れてください。電源が入らない場合は、
エレクトロラックス お客様サポートへご連絡ください。
• ディスプレイパネルに「E0」または「E1」のエラー
メッセージが表示され、1秒間隔で警告音が鳴る場
合は、温度センサを交換する必要があります。
エレクトロラックス　お客様サポートへご連絡くだ
さい。
• 分解や修理をしないでください。修理が必要な場合は
エレクトロラックス　お客様サポートへご連絡ください。

お手入れ
正常に動作させるため、ヒーターは定期的にお手入れし
てください。 

① ヒーターを正しく設置し、取り扱いには充分ご注意
ください。

② お手入れの前には必ずヒーターをオフにして電源コ
ンセントから電源プラグを抜いてください。 

③ 湿らせた布でヒーターの外側を拭き、ホコリやゴミ
を取り除いてください。 

④ ヒーターの電源プラグを電源コンセントに差し込む
前に、ヒーターが乾いていることを確認してください。

⑤ ヒーター内部に水が入らないようにしてください。
水が入ると火災や感電の原因となります。

保管
夏季など、ヒーターを長期にわたって使用しない場合は、
なるべく保管カバーを被せてホコリやゴミを防ぎ、乾燥し
た場所に保管してください。ヒーターの電源プラグを抜き、
電源コードをコードホルダーに収納してください。電源
プラグを床の上で引きずらないでください。床に傷が付
く恐れがあります。

廃棄について
永年ご使用いただいた後、製品を処分したい場合には各
地方自治体の処理方法に従ってください。
処分方法が判らない場合は、お客様サポートまでお問い
合わせください。当社にて法律に基づき適正に処分いた
します （この場合、廃棄手数料がかかります）。
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故障かな？と思ったら／仕様
故障かな?と思ったら
次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜
いて、お買い上げの販売店またはエレクトロラックス�お客様サポートにご連絡ください。
ご家庭での修理は危険ですので絶対におやめください。

ヒーターが動作しない場合には、以下の手順に従って点検してください。�

1. ご使用のブレーカー（遮断器）やヒューズが適切に動作していることを確認します。
2. ヒーターのプラグがコンセントに差し込まれており、コンセントが動作していることを確認します。
3. 障害物がないかどうかを確認します。障害物がある場合には、ヒーターをオフにしてください。ヒー
ターの電源プラグを抜き、本体が冷えるまで数分間待ちます。その後、注意深く障害物を取り除
いてください。運転手順に従ってヒーターの電源プラグを再びコンセントに差し込んでオンにし
ます。

その他の問題については、エレクトロラックス�お客様サポートにお問い合わせください。

仕様

製品名 コンフォートヒート�700

型番 EO12D101C0
（ホワイト）

EO12D102C0
（ブラック）

EO12D103C0�
(ホワイトネイビー)

EO12D104C0
�(ブラックグレー)�

本体寸法 幅�455�mm�×�奥行�250�mm�×�高さ�650�mm

質量 10�2�Kg

消費電力 1200�W

フィン数 10

温度設定範囲 5℃-35℃

電源コード長 1�7�m

適応面積 13�㎡-16�㎡/8畳-10畳

本製品はご家庭での使用のみを目的としています。
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アフターサービス
保証について
保証期間はお買い上げの日から1年間です。保証期間中に
修理・点検が必要な場合には、無料修理規定に則って
エレクトロラックス・ジャパン株式会社にて修理させて
いただきます。
保証期間後に修理・点検が必要な場合もご要望により修
理を承ります。エレクトロラックス　お客様サポートに
ご相談ください。
ご自分での修理は絶対に行わないでください。大変危険
です。

修理・点検のご依頼について
異常が確認される際には、直ちに使用を止めて
エレクトロラックス�お客様サポートまでご連絡ください。
本機、電源コード、電源プラグその他の製品のツール等
が故障や破損した際は、必ずエレクトロラックス�お客様
サポートを通してエレクトロラックス・ジャパン株式会
社にて修理を受けてください。
それ以外で修理を行った際の事故やその他支障に対する
責任は負いかねます。

型番の確認方法
本機に貼られている品番ラベルをご確認ください。

補修用性能部品について
エレクトロラックスは、この製品の補修用性能部品を製
造完了後、6年を目途に保有しております。ただし、在庫
状況によりご提供できない場合がございます。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために
必要な部品です。また、性能改善のため、予告なく部品
の仕様や外観色を変更することがあります。

点検事項について

★長年ご使用のヒーターは点検を！

こんな症状はありませんか
• 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
• 本機にさわると時々電気を感じる。
• 時々動かないことがある。
• 運転中、異常な音がする。
• 本機が変形したり異常に熱い。
• こげくさい匂いがする。
• その他異常、故障がある。

ê
使用中止

故 障 や 事 故 防 止 の た め に、必 ず
エレクトロラックスお客様サポートに
点検をご相談ください。

お問い合わせは

エレクトロラックス　お客様サポート
フリーダイヤル：�0120-54-0202
月～金曜日：�9:00AM～5:00PM
土日祝および年末年始はお休みさせていただきます。

お客様サポートにご連絡いただく場合には、下記情報を
お手元にご用意ください。
品名：コンフォートヒート�700
型番：�EO12D101C0�/�EO12D102C0�/�

EO12D103C0�/�EO12D104C0�
（「型番の確認方法」をご覧ください）
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無料修理規定
1. 取扱説明書、本機貼付ラベル等の注意書きに従った使
用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理を
させていただきます。

2. ご購入日を示すレシート、領収書、配送伝票等をご提
示いただけない場合は無料修理が適用されませんので
ご注意ください。

3. 保証期間内でも次の場合には原則として保証の適用外
とさせていただきます。
(a) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障

および損傷。
(b) お買い上げ後の移設、輸送、落下等による故障お

よび損傷。
(c) 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変およ

び公害、塩害、ガス害、（硫化ガス等）、異常電圧、
指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障
および損傷。

(d) 保証書のご提示がない場合。
(e) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名

の記入のない場合、あるいは改ざんされた場合。
(f) 異常電圧およびお客様の不注意による故障等につ

きましては保証期間中でも、有償修理になる可能
性がありますのでご注意願います。

(g) フィルター、ブラシなどの消耗品や補修部品の交換。
(h) 本製品の故障またはその使用上生じたお客様の損

害について当社はその責任を負いかねます。予め
ご了承ください。

4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
The�warranty�is�valid�only�in�Japan

5. 保証書は再発行いたしませんので大切に保存してくだ
さい。

＊   保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料
修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって
保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以
外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するも
のではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お
買い上げの販売店または販売元にお問い合わせください。

＊   保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間に
ついてくわしくは「保証について」および「補修用性
能部品について」の項をご覧ください。

6. 本製品は持ち込み修理対象です。



お客様の個人情報のお取扱いについて

お客様ご相談窓口（エレクトロラックス　お客様サポート）
でお受けしたお客様のお名前/ご住所/お電話番号等の個
人情報、保証書に記載いただいたお客様の個人情報は、
個人情報保護法に基づいて、適切に管理いたします。
個人情報は、商品・サービスに関連するご相談、お問い合
わせや修理対応のみを目的として用います。
サービス活動およびその後の安全点検活動を目的とした
業務委託の場合や、法令に基づき必要と判断される場合
を除き、お客様の同意なしで第三者への開示は行いません。
上記目的とした業務委託の場合は、委託先に対して、当
社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・
監督をいたします。

発売元
エレクトロラックス・ジャパン株式会社
エレクトロラックス　お客様サポート

フリーダイヤル：�0120-54-0202
月～金曜日：�9:00AM～5:00PM

＊ 土日祝および年末年始はお休みさせていただきます。
＊ 午前中は大変混み合いますので、比較的つながりやす

い午後におかけください。

Share more of our thinking at www.electrolux.co.jp JPTAIV2
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