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YouTube 公式チャンネル
「テレビCM」
「スペシャルムービー」を
ご覧いただけます★

温風暖房機器
総合カタログ

表示価格は税抜価格です。

家庭用

2019（I）
●FH（ファンヒーター）
●BH（ふく射熱ヒーター）
●BH（ブリーズヒーター）

●SH/GOS/AF（業務用ヒーター）
●RHC（温水ルームヒーター）

本カタログ掲載商品の価格には消費税は含まれておりません。
配送費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
本カタログ掲載商品の価格には消費税は含まれておりません。
配送費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

TVCM ON AIR 中
CHOFU
CMイメージキャラクター

駒井 蓮
こま い れん

家族にいつも、
笑顔がいっぱい

の
あったか温風暖房!!



家族の暮らしを支えるCHOFUの暖房機。　   

快適機能 便利機能

点火・消火時のニオ
イを低減。

ダブル
消臭

室温に合わせて燃焼
量をキメ細かくコン
トロール。

インバーター
 制御

マイコン 幅広くやわらかな温
風でお部屋全体を暖
めます。

ひろが
ルーバー

徐々にウォームビズ
推奨の20℃まで設
定温度を下げるので、
体感的に寒く感じに
くい機能です。

モ ー ド
エコ

現在の温度が設定温
度より約2～3℃高く
なったとき自動消火
し、設定温度まで下
がると自動点火して
室温調整。

セーブ
運転

まろやかに暖める微
少燃焼。春先や秋口
に便利です。

微少
運転

暖めすぎ防止と大幅
な冷え込み防止の2種
類の運転モードを搭
載。

プラス
エコ

モード

暖めすぎを抑え、室
温が設定温度以上に
なると自動消火しま
す。消火する温度は
変更できます。

運転
エコ 湿度センサーと温度

センサーにより、自動
で室温を設定します。

おまかせ
モード

快適

タイマー設定が分単位ま
で簡単にできてお目覚め
の時刻になると自動的に
運転を開始。時計機能付。

デジタル
タイマー

24時間
口金を締めると、手ご
たえと音でしっかり確認
ができ、締めそこね防止
になります。

らくらく
ロック

うっかり給油口口金を締
め忘れたり、締め方がゆ
るい場合でも、灯油をこ
ぼれにくくします。

こぼれま
栓

給油回数が少なくてす
む大型タンク。タンク

大型

 チェックモード
デジタル
表示

なんらかの原因で運転
が自動停止したときは、
その原因をデジタル表
示でお知らせします。

希望する曜日・時刻（1週
間以内）の運転予約ができ
ます。

曜日指定
予約

4～7ページ

11～13ページ

持ち運び自由の
快適暖房。

コンパクトタイプからハイパワータイプまで、
使いやすい機能が満載のファンヒーター。

ハイパワーでダイナミックなあたたかさをお届けする
業務用ヒーター。学校やオフィスなどに適したFF（強
制給排気）式暖房です。

ハイパワーで広い
スペースに適した
FF（強制給排気）式
クリーン暖房。

業務用
ヒーターＳＨ/GOS/AF

リニアロータリーバーナーを搭載した開放式タイ
プの業務用ヒーター。パワフルタイプの暖房は、
冬の店舗や工場での作業をサポートします。

店舗や工場などに
おすすめの
パワフルタイプ暖房。

多機能な温風暖房機選びのめやすとしてご覧ください。
※温風暖房機（P4～P13）の機能マーク説明です。　

ファン
ヒーターFH

■機能マーク説明

エコバーナー

ガンタイプバーナー（SH）

8ページ

遠赤外線で身体の芯から暖めるふく射熱ヒーター。
FF（強制給排気）式なのでお部屋の空気を汚しません。

身体の芯まで暖かい、
ふく射熱FF（強制給排気）式
クリーン暖房。

ふく射熱
ヒーターBH

リニアロータリー
バーナー

リニアロータリー
バーナー（GOS/AF）



充実のラインナップ。
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安心機能 PSC機能
子供のいたずら防止用。ロ
ックすれば、消火操作以外
はスイッチに触れても作動し
ません。

ロック
チャイルド人の気配を感知して、自動的

に燃焼状態を変化させます。センサー
人感

うっかり忘れがちな給油のタ
イミングをランプとアラーム
でお知らせします。モニター

給油 燃焼中に、一酸化炭素濃度が基準以上に
なった場合、自動停止します。

不完全燃焼
防止装置
作動時CO/CO2
数値基準（     ）

一般的使用で8年（相当）使用経過後（設計標準使
用期間、燃焼時間20,000 時間）、点検時期を
お知らせする機能です。スタンプ

タイム 給油時にカートリッジタンクを抜くと、
自動消火します。

給油時
自動消火
装置

強い地震や衝撃を受けたとき
に作動して自動消火します。自動消火

装置

対震換気が必要な状態になると
ランプとアラームでお知ら
せします。モニター

換気 着火してから3時間たって延
長の操作がなければ、自動
的に消火します。消火装置

消し忘れ 連続して、不完全燃焼防止装置が作動す
ると、警告でお知らせします。

連続
不完全燃焼
通知機能

PSC
対応品 

省エネ性マークについて

省エネルギー基準

このマークは省エネ性（エネル
ギー消費効率及び省エネルギ
ー基準達成率）を記載した場所
を明示するものです。商品を
お選びになる時のご参考にし
てください。「省エネルギー基
準達成率」は、省エネ法に定め
られた2006年度の基準に対す
る達成率を示しています。達
成率100％以上の場合は、マ
ークをグリーンで表示してい
ます。

石油
ストーブ

区　分 目標基準値
（エネルギー消費効率）給排気方式 伝熱方式 区分名

密閉式 強制対流式 B 86.0％

石油
温水機器

区　分 目標基準値
（エネルギー消費効率）用途 加熱形態 給排気方式

・制御方式 区分名

暖房用
瞬間形 開放形 D 85.3％

貯湯式
（急速加熱形）

オン-オフ
制御以外 H 82.0％

●特定保守製品について
平成21年4月1日より、長期使用製品安全点検制度が施行
され、本カタログに掲載の「特定保守製品」表示機種（平成
21年4月1日以降製造分）が対象商品です。
※P2～3をご参照ください。

●PSC（特定製品）について
石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定
されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を
満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなり
ません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示
されていることを確認したうえで販売しなくてはなりませ
ん。（平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房
機器は販売できなくなりました。）
※灯油の消費量が12kWを超えるものを除く。
※PSCマークとは消費生活用製品安全法の
　特定製品として指定された製品が、国の
　定めた技術基準省令に適合していること
　を示すマークです。
　（製造・輸入事業者が検査し国が定めた
　  技術基準に適合していることを示すものです。）

万一の事故を防止する各種
安全装置が付いています。消火装置

消し忘れ
安全装置
各種排気管接続部がはずれたとき

に作動して自動消火します。検知装置
排気管抜け

連続不完全燃焼通知機能の警告後にも、
不完全燃焼防止装置による自動停止を繰
り返すと、完全に機能を停止し、再点火
できないようにします。

再点火
防止機能
（インターロック）

油電磁弁による灯油閉止機
能を搭載しています。ロック

電磁弁

9～10ページ

コンパクトなのに暖かい!!
FF（強制給排気）式
クリーン暖房。
コンパクトタイプのFF（強制給排気）式暖房。
お部屋を広く使える省スペース設計です。

ブリーズ
ヒーターBH

ポット式バーナー

16～18ページ

クリーン＆マイルド
人に優しい、
心地よい暖かさ!!

屋外の室外機で暖めた温水を循環させて暖房するタイプです。
空気を汚さずニオイもないので、とてもクリーンです。また、
温水ルームヒーター（室内機）は移動でき、シーズンオフには温
水コンセントを外すだけで、別の場所に収納できます。

温水循環タイプ

室内機

温水ルーム
ヒーターRHC
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製品事故を防ぎ、長く安全にご使用していただくために。

CHOFUでは、製品を安全にお使いいただくために、「所有者登録」をお願いしております。長期間ご使用いただきました製品は、
経年劣化により危険な状態になる場合がありますので、製品の状態を確認させていただく「点検（有料）」を受けていただきますよう
お願いします。

長期使用製品安全点検制度のご案内

長期使用製品安全点検制度とは消費生活用製品のうち、経年劣化により安全上支障が生
じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認め
られる製品（特定保守製品）の経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者の
申し出による有償での点検、その他の保守を適切に支援する制度です。所有者票登録を
行っていただくと、点検期間が始まる前に「点検通知」を郵送いたします。

法定点検の流れ

「法定点検」で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「所有者登録」を行い、「設
計上の標準使用期間」を超えて継続使用される場合は、「あんしん点検」（有料）を受けて
いただくことをお勧めしております。所有者票登録を行っていただくと、法定点検と同
じく「点検通知」を郵送いたします。

あんしん点検の流れ

製品同梱の所有者票記載の法定事項の
説明（販売事業者義務）を受けます。

販売・引渡し時の説明

製品同梱の所有者票記載の説明を受け
ます。

販売・引渡し時の説明

同梱の所有者票を返送していただくか
インターネットで登録します。

所有者登録

同梱の所有者票を返送していただくか
インターネットで登録します。

所有者登録

点検期間が始まる6ヶ月前から点検開
始までに｢法定点検通知｣を郵送します｡
点検の依頼を返信ハガキまたは電話で
申込みます。

点検の通知→返信ハガキまたは                  電話での申込み      

設計上の標準使用期間に基づき｢あんし
ん点検通知｣を郵送します｡点検の依頼
を返信ハガキまたは電話で申込みます。

点検の通知→返信ハガキまたは                  電話での申込み      

受付後､点検員が点検を行い､点検結果
をご説明させていただきます｡（法定点
検員資格を有した点検員が行います。）

点検の受付・実施

受付後､点検員が点検を行い､点検結果
をご説明させていただきます｡（点検員
資格を有した点検員が行います。）

点検の受付・実施

法定点検のご案内

あんしん点検のご案内

長期使用製品の安全点検制度

長期使用製品安全点検制度に
基づき行う点検（有料）

 「法定点検」  「あんしん点検」法定 任意

長期使用製品安全点検制度に
準じて行う点検（有料）

カタログ掲載の製品に　　　　      マーク
の入ったものが該当製品となります。

該当製品
特定保守製品 

カタログ掲載の製品に　　　　
マークの入ったものが該当製品となります。

該当製品
あんしん点検



※見本につき現物とは異なります。

3年保証になります。
●修理の際には、「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」の提示が
　必要となります。

「法定点検」対象製品〔BH-7027SX/7026SX〕について

通常1年の
保証期間が

ご注意

同梱の所有者票を
返送していただくか
インターネットで登
録します。

●所有者登録
●当社より

「3年延長保証書」と
「3年延長保証シール」を
郵送します。

〈お申込み方法〉所有者登録していただくと
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［注意事項］
・原則として点検時間は平日9時～17時です。
・時間外や休日割増、駐車料、超過料金、離島および離島に準ずる遠隔地の場合の実費相当額(船代、高速料金など)は含まれておりません。
・点検の結果、整備・修理が必要となる場合があります。この場合の整備・修理費用は別途お客様のご負担となります。
・点検は実施時点での状況を確認するものであり、点検後の継続的な性能の維持や故障の予防を保証するものではありません。
・点検期間経過後の修理について必要な補修用部品の保有期間が過ぎた場合は、修理対応できない場合があります。

特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するため、製品ごとに設定された点検期間中に法定点検を受けることが製品の
所有者の責務として求められていますので、製品本体に表示されている点検期間になったら、忘れずに点検を受けてください。
あんしん点検は、経年劣化による製品事故を防止するため、製品本体に表示してある「設計上の標準使用期間」になりましたら、忘
れずに点検を受けてください。
点検は弊社が委託した点検実施者が行います。訪問時に法定点検員資格を有している旨の認定書を提示し、点検を実施いたします。
点検内容は、各部の漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検結果記録表を使用して行います。
※上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。
※法定点検の内容は、「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目、内容が決められており、あんしん点検も法定点検に準じて、同様の点検項目を実
施します。

標準的な使用条件のもとで、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる
標準的な期間として製品ごとに設定されるものです。

料　金 備　考
出　張　料 1,800円(税抜)～4,800円(税抜) [出張料について]片道15km未満：1,800円(税抜)

15km以上は10km当たり1,000円(税抜)加算。
※加算上限は3,000円(税抜)

点検技術料 7,000円(税抜)
合　　　計 8,800円(税抜)～11,800円(税抜)

                            型名(製品名)： BH-0000

特 定製 造事業者 等： 株式会社 長府製作所
                                 山口県下関市長府扇町2-1 
製      造      年      月： 2018年12月
設計標準使 用期間： 8年
点      検      期      間： 2025年12月～2027年11月
問 合 せ 連 絡 先： 株式会社 長府製作所
                                 0120-921-971（フリーコール）

特定保守製品 設計上の標準使用期間を超えて使用すると経年劣化に
より安全上支障が生じるおそれがあります。
継続して安全にご使用いただくため「あんしん点検」を
受けてください。

製      造      年      月： 2019年9月
設計上の標準使用期間： 10年
型 名 （ 製品名）： EDBF-0000

製品本体の表示

設計標準使用期間

この制度に関する弊社ホームページ

https://www.chofu.co.jp/
点検・所有者登録についてのお問い合わせ

受付時間（平日）9時～18時　または､弊社各営業所へ
0120-921-971

法定点検・あんしん点検（有償）について

●「法定点検」 対象機種 設計標準使用期間 8年 ●「あんしん点検」 対象機種 設計上の標準使用期間 10年

特定保守製品 あんしん点検

点検料金

製品のフロントカバーに下記項目が表示されていますので、確認してください。

点検料金はお客様のご負担となります。

(2019年9月1日現在の料金です)


