
コロナ温水ルームヒーター

このたびは、コロナ温水ルームヒーターを
お買いあげいただき、まことにありがとう
ございました。
正しくお使いいただくために、この
取扱説明書をよくお読みください。
誤った取り扱いは、思わぬ事故や故障の原
因となります。
なお、お読みになった後もお使いになる方
がいつでも見られる所に大切に保管してく
ださい。
●本文中のイラストはCRH-600ESで説明しています。
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裏表紙

特に注意していただきたいこと
(安全のために必ずお守りください)
各部のなまえ
使用前の準備
現在時刻の合わせかた

運転のしかた
　◆運転前に
　◆運転開始
　◆室温の調節
　◆手動運転
　◆静音運転
　◆運転停止
　◆チャイルドロック
　◆速暖運転
タイマー運転
　◆タイマー運転の時刻設定
　◆タイマー運転のセット
　◆室内機を2台以上設置する場合

日常の点検・手入れ
保管
故障･異常の見分けかたと処置方法
部品交換のしかた
アフターサービス
仕様
お客様ご相談窓口
保証書

室内機

CRH-400ES
CRH-600ES

シー   アール  エイチ エスイー

シー   アール  エイチ エスイー型式
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●ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使
　いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読み
　になり、記載事項をお守りください。

○表示の説明

〃取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負う可能性または、火災の可能性が
 想定されること〃 を示します。
〃取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（※2）を負うことが想定されるか、または物的損害（※3）の
 発生が想定されること〃 を示します。

表　示　の　意　味表　　示

○図記号の説明
図　記　号　の　意　味図記号

禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示する行為を強制（必ず守ること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

※1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要す
　　るものをさします。
※2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。 
※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

必ず守る

必ず守る

温風吹出口や吸込口に指や棒を入れない
本体内部でファンが高速回転しているため、けがの原因になります。
特にお子様にご注意ください。

スプレー缶厳禁
スプレー缶を温風のあたることろに放置しないでください。
熱でスプレー缶の圧力があがり爆発の原因になります。

温風に直接長時間あたらない
低温やけどをおこすおそれがあります。特に体力のない病人・乳幼児・
お年寄りのご使用には周囲の方が十分注意してください。

電源プラグは確実に差し込む
電源プラグはほこりが付着していないか確認し、確実に差し込んでください。
電源プラグにほこりが付着していたり、差し込みがゆるいと感電や火災の
原因になります。

電源コードを束ねたままで使用しない
発熱・発火の原因になることがあります。

禁止

禁止

禁止

特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

電源コードの加工や延長コードを使用したり、
タコ足配線をしない

運転中は、温水プラグを抜かない

感電や火災の原因になります。

他の目的に使用しない
この製品は、一般家庭を対象としたものです。精密機械・食品・美術品の乾燥
や保存、動植物の生育など特殊な用途には使用しないでください。
動植物や食品などに悪影響をおよぼす原因になることがあります。
また、機器の故障の原因にもなります。

本体の上に乗ったり、花瓶などの物を置かない
本体の変形、落下や転倒などの事故の原因になることがあります。
内部に水が入ると、感電や故障の原因になります。

循環液が吹き出します。特に運転中や停止直後は高温になっているため、
やけどの原因になります。

温風吹出口や吸込口をふさがない
前面の温風吹出口や背面の吸込口フィルター部を洗濯物などでふさがない
でください。故障の原因になります。

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

接触禁止

分解禁止

分解修理・改造の禁止
故障・破損したら使用しないでください。
不完全な修理や改造は危険です。

やけどに注意
温風吹出口付近や背面の温水接続口、温水チューブは高温になって
います。特にお子様が直接手や肌を触れないようにご注意ください。

1

2

プラグを抜く

異常時や緊急の場合あわてず停止
水もれやにおい、異常音など緊急の場合はあわてず運転を停止し、
電源プラグを抜いてください。

特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください)

特殊な用途に
　使わない

使
用
前
に
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接触禁止

プラグを抜く

保管時横倒し禁止
傾けたり、横倒しの状態で保管しないでください。
循環液がもれて家財などを汚すおそれがあります。

熱に弱い床で使用しない
熱に弱いカーペットや床の上で、長時間使用すると変色したり、
ゆがんだりすることがあります。

温水チューブの引き回しに注意
機器本体の移動や、温水チューブの引き回しをかえるときは、電源コードにむりな力が加わ
らないようにしてください。

熱交換器に触らない 
掃除のときなど吸込口フィルターをはずした場合、熱交換器に触らないでください。
けがの原因になります。

循環水は、必ず当社純正の循環液（別売品）を使用する
他の循環液を使用したり、他の循環液と混合すると、故障や事故の原因になります。

長時間使用しないときは電源プラグを抜く
火災や予想しない事故の原因になることがあります。

可燃性ガスがもれる可能性がある場所には設置
しない
万一ガスがもれて、本体の周囲にたまると爆発の原因になります。

禁止

禁止

禁止

アース工事をする
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。
アース工事が不完全な場合は、故障や感電の原因になることがあります。 アース工事

電源コードを引っ張らない
電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
コードを引っ張ると断線して発熱・発火の原因になることがあります。 禁止

1

3

必ず守る

必ず守る

循環液の交換は確実におこなう
循環液は3年に１度、指定の循環液に交換してください。交換せずに使用すると凍結防止・
防錆効果がなくなり、機器や端末放熱器が破損するおそれがあります。交換の際は、販売店
またはお客様ご相談窓口へご相談ください。 必ず守る

純正部品

特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください)

プラグを抜く

ぬれた手でスイッチを操作しない
感電の原因になります。

温風吹出口の近くにリモコンを置かない
温風により故障の原因になることがあります。

火気を近づけない
火災の原因になることがあります。

電源プラグをぬれた手で抜き差ししない
感電・ショートの原因になることがあります。

温風を直接あてない（木製品・樹脂製品など）
木製品（テーブル・イス・タンスなど）や、樹脂製品に直接温風をあてない
でください。変形やそりなどの不具合が生じるおそれがあります。

幼児が誤って乾電池を飲み込まないように注意する
乾電池を飲み込んだ場合は、すぐにはきださせて、医師にご相談ください。
健康を害する原因になります。

禁止

禁止

長期間リモコンを使用しない場合は、乾電池を取り出す
乾電池から液がもれる場合があります。もれた液が皮膚についたり、目や口に入った
場合は、すぐに水で洗い流してください。なお症状によっては医師にご相談ください。

本体や吸込口フィルターを掃除するときは必ず
運転を停止し、電源プラグを抜く
運転中は、内部でファンが高速回転していますので、けがの原因になること
があります。

他の製品と組み合わせて使用しない 
必ず当社指定の熱源機および温水コンセントと組み合わせて使用してください。
思わぬ事故の原因になります。

1

4

ぬれ手禁止

ぬれ手禁止

必ず守る

必ず守る

必ず守る

火気禁止

特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください)

使
用
前
に
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各部のなまえ
室内機

2

リモコン受信部

操作部

表示部

ベース

とって

電源コード

吹出口角度上方と左右の調節
ができます。
（CRH-600ESのみ）
（7ページ参照）

（20・22ページ参照）

温風吹出口

外部入力端子の付いて
いる熱源機と接続し、熱
源機の運転・停止ができ
ます。
（無電圧a接点出力）

外部運転出力端子（青）

熱源機がコロナCRBタ
イプの場合に使用します。

信号出力端子（白）

温水コンセント

温水プラグ

温水チューブ

吸込口フィルター

ルームサーモセンサー

温水接続口

（別売）

正　面

背　面

アース接続ねじ

6

操作部

表示部

循環液の水位が下限以下になると表示し、
補給をお知らせします。専用補充液を補給
しないで、そのまま運転を継続しますと、
表示してから約1週間位で点滅にかわり、
熱源機の運転を停止します。
（補給方法は18ページ）
（熱源機がコロナCRBタイプの場合）

※図は全て点灯したときの状態です。

熱源機に別売の給油検知装置OC-2が
接続されているとき、給油時期を点滅
してお知らせします。
（熱源機がコロナCRBタイプの場合）

給水表示

コース1タイマー運転表示

コース2タイマー運転の時刻
セット中、運転中に表示します。
（16･17ページ参照）

コース2タイマー運転表示

給油表示

各部のなまえ2

コース1タイマー運転の時刻
セット中、運転中に表示します。
（16･17ページ参照）

表示部の明るさ調節

●運転中に　　　を押しながら　　　を押すことにより、表示部の
　明るさを4段階に調節することができます。
　（中    暗    消灯    明）

使
用
前
に

自動 静音 手動
速暖設定中に点灯します。
（15ページ参照）

風量切換キーを押すごとに

とランプが切りかわります。

速暖ランプ
速暖運転の設定・解除
をします。
（15ページ参照）

（11・14ページ参照）

（12ページ参照）
（15ページ参照）

（16・17ページ参照）

（16・17ページ参照）

（13・14ページ参照）（17ページ参照）

（17ページ参照）
（10・15・16ページ参照）

10・12・13・16
　  ページ参照
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燃焼ランプ

運転キー

風量切換キー

チャイルドロックランプ

風量切換ランプ

運転ランプタイマーコース2ランプ
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タイマーコース2キー

タイマーコース1キー

リモコン受信ランプ 温度/時刻合せキー
風量手動設定キー

表示切換キー
チャイルドロックキー

(                   )
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各部のなまえ
室内機

2
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各部のなまえ2
リモコン

設定温度を表示します。
(静音・自動モードのみ)

送信時に表示します。

※図は全て点灯したときの状態です。

（13ページ参照）

（13ページ参照）

（14ページ参照）

（12ページ参照）

（12ページ参照）

（11・14ページ参照）

自動ボタン

（9ページ参照）
リセットボタン

静音ボタン

●リモコンは必ず本体に向けて操作してください。
●リモコンを投げたり、落としたりしないでください。また、水などをかけたりしないでください。
●リモコンを温風のあたる所や、ストーブなどの近くに置かないでください。
●受信部（本体）に直射日光があたると、室内機が正しく作動しないことがあります。カーテンなどでさえぎってください。
●電子瞬時式点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯がある部屋では、リモコンの信号を受け付けない場合があり
　ます。このようなときは、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

お願い

温度設定ボタン

リモコンの操作信号を
発信します。
本体のリモコン受信部
に向けて操作してくだ
さい。

送信部

運転/停止ボタン

手動ボタン

風量設定ボタン

温度表示

送信表示

風量設定を表示します。
(手動モードのみ)

風量表示

運転モードを表示します。

運転モード表示

表示部

温風吹出口羽根

左右に動きます。
温風を左右方向に調整できます。
（CRH-600ESのみ調整可能）

上方向に動きます。
温風を上方向に調整できます。
（CRH-600ESのみ調整可能）

風向板

温風吹出口

温風を上方向に調整するときは、
上部羽根の左右を押してください。
温風を正面方向へ調整するときは、
下部羽根の左右を押してください。

●風向調整は、十分に本体が冷えてから（運転停止後10分以上待って）おこなってください。
　また、指をはさまないように注意してください。

温風を左右方向へ調整するときは、
風向板（２ヵ所）を左右に動かし調整
してください。

温水コンセントの接続方法は22ページをご覧ください。

周囲の確認

温水チューブの位置

温風温度は比較的低温ですが、木製品（テーブル・イス・タンスなど）や熱に弱い樹脂製品などに直接温風を
あてますと、変形などのおそれがあります。
温風吹出口の前にテーブルやイスなどの障害物がありますと、温風の循環が妨げられ、効果的な暖房がおこ
なえません。
周囲の障害物や可燃物との距離は右図の寸法を守ってください。

温水チューブがルームサーモセンサーの近くを通る場合は、距離を十分にとってください。
（温水チューブからの熱によりルームサーモセンサーが正しく作動しなくなり、室温のコントロールがきかなくなる
ことがあります。）
どうしても近づいてしまうときは、図のようにルームサーモセンサーの取り付け位置をかえてください。
ルームサーモセンサーは床と水平になるように固定してください。

工場出荷時の状態で温水チューブ
からの距離が５ｃｍ以上とれない
場合は、ルームサーモセンサーを
背面左に付けかえてください。

床暖房併用の場合は、床からの熱
によりルームサーモセンサーが正
しく作動しない場合があります。
このときは、ルームサーモセンサー
を背面右上に付けかえてください。

【工場出荷時】

【左に移動】 【右上に移動】

8

使用前の準備3

30cm以上

10cm以上

100cm以上

10cm以上
10cm以上

使
用
前
に

ルームサーモ
　　センサー

ルームサーモ
　　センサー

ルームサーモ
　　センサー

5ｃｍ以上
はなす　

1ｃｍ以上
はなす　

1ｃｍ以上
はなす　

温水チューブ
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各部のなまえ2
リモコン

設定温度を表示します。
(静音・自動モードのみ)
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お願い
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発信します。
本体のリモコン受信部
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さい。
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（CRH-600ESのみ調整可能）

上方向に動きます。
温風を上方向に調整できます。
（CRH-600ESのみ調整可能）

風向板

温風吹出口

温風を上方向に調整するときは、
上部羽根の左右を押してください。
温風を正面方向へ調整するときは、
下部羽根の左右を押してください。

●風向調整は、十分に本体が冷えてから（運転停止後10分以上待って）おこなってください。
　また、指をはさまないように注意してください。

温風を左右方向へ調整するときは、
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ことがあります。）
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工場出荷時の状態で温水チューブ
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同梱の乾電池を入れてください。

乾電池が消耗すると、表示が薄くなったり動作しにくくなることがあります。その際は新しい乾電池に交換してくだ
さい。
交換方法は  乾電池の入れかた  を参照してください。使用乾電池は単4形1.5Ｖ 2個です。

●リモコンの送信部を室内機本体の受信部に向けて操作し
　てください。
●ボタン操作をしたときは、リモコン受信ランプが点灯し、
　受信音（ピッ）で信号の受け付けをお知らせします。
●送信部と受信部の間に信号をさえぎる物があると動作し
　ません。
●操作できる距離は受信部の正面にリモコンを向けたとき
　約5ｍ以内です。

リモコン
■リモコンをご使用の前に

■リモコンの乾電池の交換

乾電池について

乾電池の入れかた

■リモコンによる運転について

●通常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。
●付属の乾電池は最初に使用するときのためにご用意しているもので、1年未満で消耗することがあります。

お知らせ

乾電池は誤った使いかたをしますと液もれや破裂することがありますので、次の点について特にご注意ください。
●新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
●充電式乾電池は寸法・性能などに、一部異なる部分がありますので使用しないでください。
●長期間使わないときは、乾電池をリモコンから取りはずしておいてください。

お願い

リモコン裏のふたを開
けます

単4乾電池2個を入れ
ます

リセットボタンを先の
細いもので押します

ふたを閉めます

を正しくセットします

使用前の準備3

9

5ｍ以内

受信部

室内機を運転中にリモコン操作を受信した場合は、リモコン
に表示したモードに切りかわります。

注 意

次のような場合は、時計表示が左図のようになります。
○電源コンセントを入れたとき
○停電があったとき
○時刻がセットされていないとき

『時計合せ』表示とバックライトが消灯し、時刻右下の
コロン（.）が点滅を始めます。

※現在時刻合わせは、運転中でもおこなえます。
　その場合、時刻セット後の表示は、設定温度および室
　内温度表示に戻ります。

※現在時刻未設定のままでも、タイマー運転以外の操
　作は可能です。

時刻を合わせた後そのまま待つと、5秒後に
ピッとブザー音が鳴り、自動的にセットされ
ます。

運転前に現在時刻を合わせてください。

10

現在時刻の合わせかた4

      を押すごとに、00から59まで、1分ずつ進みます。

は押し続けると早送りになります。

     を押し、分を合わせます。

       を押すごとに、午後12：00から午前11：00まで、
1時間ずつ進みます。

※「午前」・「午後」に注意してください。

      を押し、時を合わせます。

       は押し続けると早送りになります。

バックライトが点灯し、現在時刻を表示します。

　　を押し、『時計合せ』にします。

●現在時刻は工場出荷時に合わせてありますが、多少ずれることがあります。時刻がずれている時は、下記1～4
の手順で合わせてください。

注 意 熱源機がコロナCRBタイプ以外の場合は、時計表示が異なります。

使
用
前
に
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は押し続けると早送りになります。

     を押し、分を合わせます。

       を押すごとに、午後12：00から午前11：00まで、
1時間ずつ進みます。

※「午前」・「午後」に注意してください。

      を押し、時を合わせます。

       は押し続けると早送りになります。

バックライトが点灯し、現在時刻を表示します。

　　を押し、『時計合せ』にします。

●現在時刻は工場出荷時に合わせてありますが、多少ずれることがあります。時刻がずれている時は、下記1～4
の手順で合わせてください。

注 意 熱源機がコロナCRBタイプ以外の場合は、時計表示が異なります。

使
用
前
に



※長時間使用しない場合は、熱源機リモコンの電源ボタンを押し、電源ランプを消灯させてください。
　詳しくは、熱源機リモコンの取扱説明書を参照してください。

※熱源機がコロナCRBタイプ以外の場合は、燃焼ラ
　ンプは点灯しません。（12ページ参照）

※リモコンで操作した場合は、リモコン受信ランプも
　点灯します。

●熱源機リモコンの設定温度は、60℃以上に合わせてください。

●熱源機リモコンの電源ボタンを押し、外部入力運転が可能な状態にしてください。
　これにより室内機の運転キーから熱源機の運転/停止が可能になります。

運転ランプが点灯します。

時計表示が温度表示に切りかわり、バックライトが点
灯し、自動ランプが点灯します。

熱源機点火後、温水温度が一定の温度に達すると
自動的に送風が始まり、温風が吹き出します。

熱源機の予熱が完了すると、自動的に点火し、燃焼ラ
ンプが点灯します。
（熱源機がコロナCRBタイプの場合）

　　   を押してください。 （リモコンは　 　　  ）

室内温度が設定温度と同じになるよう、自動
運転します。

運転前に （熱源機がコロナCRBタイプ以外の場合）

運転開始 （自動運転）

※送風開始時間は、使用する熱源機により異なりますが
　７～１０分かかります。
※朝の点火や帰宅後など、できるだけ早くお部屋を暖め
　たいときは、タイマー運転（１6・17ページ参照）あるい
　は速暖運転（１5ページ参照）を活用してください。

※熱源機は、温水温度を一定に保つように運転しますので、
　室内機の運転状態（送風の運転・停止）とは必ずしも一致
　しません。

注 意

運転のしかた5

リモコン

11

送風開始（温風吹き出し）

※電源コンセントを抜いたときや、停電があったときでも
　設定は記憶しています。

●設定温度は10℃～30℃の間で、お好みに合わせてお選
　びください。

本体操作部の受信ランプが点灯し、リモコンが表示した
モードに切りかわります。

リモコン表示部が消灯している場合は、　　　を
押してください。

●使用する熱源機がコロナCRBタイプの場合、
　燃焼中は点灯します。 室内温度が設定温度との差により、自動的に送風量

（温風量）が調節されます。

室内温度が設定温度より2℃高くなると、送風が停止
します。

室内温度が設定温度と同じになると、自動的に送風
が再開します。

運転中に、温度合せキーの…

を押すと、1℃ずつ設定温度が上がります。

を押すと、1℃ずつ設定温度が下がります。

室内温度が設定温度と同じになるよう、自動運転
します。(自動運転の場合)

室温の調節

※室温制御は室内温度と設定温度の差に合わせ、送風量
　を、強      中      弱      微弱と自動的に切りかえるこ
　とによりおこなわれます。

※室内温度の表示は、ルームサーモセンサーの温度です。
　室内機に直射日光やすきま風があたっていたり、他の
　光熱器具の影響やルームサーモセンサーの近くに温水
　チューブがある場合は、室温と一致しない場合があり
　ます。

※使用する熱源機がコロナCRBタイプ以外の場
　合、燃焼ランプは点灯しません。
　熱源機リモコンでご確認ください。
※温風停止中でも温水温度を一定以上に保つた
　め、熱源機が運転をおこなうことがあります。

上げる

リモコン

12
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上げる下げる

【燃焼ランプ】について

【バーナ停止中】 【バーナ燃焼中】
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　方

　法
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上げる下げる

【燃焼ランプ】について

【バーナ停止中】 【バーナ燃焼中】

使

　用

　方

　法

リモコン

上げる

下げる 自動運転の場合は
を押すと、1℃ずつ設定温度が上がります。

自動運転以外の場合は

　   を押して自動運転に切りかえてから、室温の調節
をしてください。

を押すと、1℃ずつ設定温度が下がります。



室温表示が消え、風量設定を表示します。

設定風量のデジタル表示が前回設定した設定を表示します。

風量手動設定キーの

運転中に、　　 を押して、手動ランプを点灯さ
せてください。

手動運転中に再度       を押すことにより、自動
運転に戻ります。

     を押して、　  表示を手動に移動してくだ
さい。

手動運転中に      または      を押してください。
押したボタンのモードに切りかわります。

を押すと、設定表示が1ずつ上がります。

を押すと、設定表示が1ずつ下がります。

手動運転

※手動運転で送風を停止状態にしても、熱源機の運転は停止
　しません。

※風量を停止にすると、温風の吹き出しは停止しますが、温水
　は循環します。
　自然な空気の流れで運転しますので、室温設定はできませ
　ん。室温が上がりすぎると思った場合は、運転を停止してく
　ださい。

※手動運転では、室内温度が32℃になるまで設定風量で運転
　を続けますが、安全のため32℃を超えると送風を停止し、室
　内温度が29℃まで下がると送風を開始します。

※手動運転のまま運転停止した場合には、手動運転が記憶さ
　れます。次回運転のときには手動運転で運転を開始します。

風量
強
中
弱
微弱
停止

操作部デジタル表示 リモコンデジタル表示

○風量は強      停止の間で、お好みに合せてお選びください。

※電源コンセントを抜いたときや、停電があったときでも設
　定は記憶しています。

運転のしかた5

リモコン

13

リモコン

風量設定の

を押すと、設定表示が1ずつ上がります。
を押すと、設定表示が1ずつ下がります。

リモコン表示部が消灯している場合は、　　  を押
してください。
本体操作部の受信ランプが点灯し、リモコンが表示したモード
に切りかわります。 運転停止

運転ランプが消灯し、送風が停止します。

温度表示が時計表示に切りかわり、バックライトが消灯
し、風量切換ランプも消灯します。
（リモコンは表示が全て消えます。）

熱源機も運転停止動作に入ります。

        を押してください。 （リモコンは            ）

リモコン

使

　用

　方

　法
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※静音運転は、送風音は抑えられますが、室内温度を設定温度
　に維持できないような場合（外気温が低いときまたは、お部
　屋が広いとき）には、室内温度は除々に低下します。

静音運転は、送風ファンの弱回転と微弱回転を使用した運転
です。

リモコン表示部が消灯している場合は、　　　　を押してくだ
さい。

※静音運転のまま運転停止にした場合には、静音運転が記憶
　されます。次回運転のときには静音運転で運転を開始します。

送風量を抑えた静かな運転をおこないます。

運転中に、　　 を押して、静音ランプを点灯させ
てください。

静音運転中に再度       を押すことにより、
手動　自動へ切りかわります。

     を押して、　  表示を静音に移動してください。

静音運転中に      または      を押してください。
押したボタンのモードに切りかわります。

静音運転

リモコン リモコン

本体操作部の受信ランプが点灯し、リモコンが表示したモード
に切りかわります。

※運転停止時に熱源機が燃焼中であった場合は、同時に熱源
機も消火しますが、熱源機本体内部の冷却のため、燃焼用
送風機、循環ポンプは数分間運転を続けます。

※室内機2台以上設置、またはCRBリモコン（別売品）を接続
の場合、1台の室内機を停止しても他の室内機やCRBリモ
コン（別売品）が運転しているときには、熱源機の運転は停
止しません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全ての室内機が停止すると、熱源機の運転も停止します。



室温表示が消え、風量設定を表示します。

設定風量のデジタル表示が前回設定した設定を表示します。

風量手動設定キーの

運転中に、　　 を押して、手動ランプを点灯さ
せてください。
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さい。

手動運転中に      または      を押してください。
押したボタンのモードに切りかわります。

を押すと、設定表示が1ずつ上がります。

を押すと、設定表示が1ずつ下がります。

手動運転

※手動運転で送風を停止状態にしても、熱源機の運転は停止
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手動　自動へ切りかわります。

     を押して、　  表示を静音に移動してください。

静音運転中に      または      を押してください。
押したボタンのモードに切りかわります。

静音運転

リモコン リモコン

本体操作部の受信ランプが点灯し、リモコンが表示したモード
に切りかわります。

※運転停止時に熱源機が燃焼中であった場合は、同時に熱源
機も消火しますが、熱源機本体内部の冷却のため、燃焼用
送風機、循環ポンプは数分間運転を続けます。

※室内機2台以上設置、またはCRBリモコン（別売品）を接続
の場合、1台の室内機を停止しても他の室内機やCRBリモ
コン（別売品）が運転しているときには、熱源機の運転は停
止しません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全ての室内機が停止すると、熱源機の運転も停止します。



※エラー表示（25ページ参照）が点灯したときは、速暖運
　転は自動的に解除されます。

※室内温度が設定温度まで上がっている場合は、速暖運
　転は受け付けますが、速暖運転はしません。

※速暖運転設定中に　　  を押した場合は、速暖運転は
　解除されます。

※お部屋をすばやく暖めたいときに使用します。
※速暖運転は、自動運転の場合のみ受け付けます。

速暖ランプが点灯します。

通常の強運転より風量を上げて運転します。

ピピッとブザー音が鳴り、速暖ランプが消灯します。

速暖運転が解除され、自動運転します。

速暖運転は、室内温度が設定温度まで上がると終了
します。
速暖ランプは、運転を停止すると、消灯します。

運転中に　　　を押してください。

再度　　 　 を押してください。

速暖運転

15

運転のしかた5

お子様などによるいたずらの防止や、誤って運転キーを押し
ても運転しないようにします。

チャイルドロックランプが点灯し、チャイルドロックが
セットされます。

チャイルドロックがセットされた状態では、運転中の
運転停止は受け付けますが、それ以外の操作をする
と、ピピーとアラーム音が鳴り操作を受け付けま
せん。

チャイルドロック

ピピッとブザー音が鳴り、チャイルドロックランプが消灯
し、チャイルドロックが解除されます。

速暖運転は、　　  を押すか　　  を押して解除される
まで、次回の運転も速暖で運転を開始します。

　　 を3秒以上長押ししてください。

　　 を3秒以上長押ししてください。

3秒以上

※チャイルドロックは、運転中でも停止中でもセット
　することができます。

※表示切換キーを押してから5秒間何もしないと、ピッと
　ブザー音が鳴り時計表示または、温度表示に戻ります。
　再度、表示切換キーを設定したいモードが表示される
　まで何回か押して、やり直してください。

※電源コンセントを抜いたときや、停電があったときで
　も設定時刻は記憶しています。

※タイマー運転の時刻をセットしただけでは、タイマー
　運転しません。　　　　 の希望コースを選択し、セット
　してください。　　　　　（17ページ参照）

※　　　 入時刻は、あらかじめ午前6：00にセットされ
　ています。

※朝と帰宅後など、1日に2回タイマー運転したい場合
　は、　　　　　　　 両方のタイマー時刻をセットし
　てください。

タイマー運転は　　　　と　　　　の2通りの時刻の設定
ができます。それぞれのコースの入時刻と切時刻の設定を
してください。

　　  を2回押して、　　　  表示と＂入時刻＂表示
を点灯させてください。

　　 を押して、　　　   表示と＂入時刻＂表示を
点灯させてください。

             で＂入時刻＂をセットしてください。

        を押して＂切時刻＂を表示させてください。

タイマー運転時刻を合わせます。

タイマー運転時刻を合わせます。

タイマー運転の時刻設定

タイマー運転6
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※　　　 切時刻は、あらかじめ午前8：00にセットされ
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　　　   を押して＂切時刻＂をセットしてください。

※　　　 入時刻は、あらかじめ午後5：00にセットされ
　ています。

             で＂入時刻＂をセットしてください。

        を押して＂切時刻＂を表示させてください。

※　　　 切時刻は、あらかじめ午後10：00にセットさ
　れています。

　　　   を押して＂切時刻＂をセットしてください。

コース1タイマー
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※タイマー運転は、解除しない限り毎日同じ時間で運転します。

セットしたコースのランプは点灯したままです。

※タイマー運転を解除したいときは、セットしたコースのキー
　を再度押してください。
　ピピッとブザー音が鳴り、タイマーコースランプが消灯し、
　タイマー運転が解除されます。

※タイマー時刻の確認をしたいときは、　 　を押し、確認した
　いコース表示と入時刻・切時刻表示をそれぞれ点灯させ、確
　認してください。

※タイマー運転がセットされていても 、　　　による運転・停止
　は可能です。

※タイマー運転による暖房運転中に　　　 を押して運転を停
　止してもタイマーコースランプは点灯したままです。
　次の入時刻になると運転を開始します。

※現在時刻は、1台の室内機を設定すると、その他の室内機も
　連動して同時刻設定されます。
　（熱源機がコロナCRBタイプの場合）

※運転、タイマー運転、室内温度設定は1台を設定しても、その
　他の室内機は連動しませんので、個別に設定してください。

入時刻になると運転を開始し、切時刻になると運転
を停止します。

室内機を2台以上設置する場合は、各室内機ごとに、
運転設定ができます。
（操作方法は、11～17ページを参照してください。）

セットしたいコースを押します。
バックライトが点灯し、セットしたコースのランプが点灯し
ます。
デジタル表示部には設定した入・切時刻が順に表示されま
す。（このとき、入・切時刻の変更はできません。）

バックライトが消灯し、現在時刻に切りかわり、タイマー運
転がセットされます。

タイマー運転のセット

室内機を2台以上設置する場合

タイマー運転6

17 上げる
上げる

液もれの確認 　　　　　　　　　　　　　　　　　　（週１回以上）

●循環液は少しずつ蒸発します。月１回以上は、運転する前にタンク内の循環液が上限水位と下限水位の間にある
　か確認し、下限水位以下であれば、上限水位まで 専用補充液 を補給してください。
●循環液の水位が下限以下になると操作部の　　   表示が点滅して 専用補充液 の補給をお知らせし、熱源機の運
　転を停止します。早めに補給してください。（水位の低下具合により、しばらくは再運転できる場合もあります。）
 （熱源機がコロナCRBタイプの場合）
●循環液は３年をめやすに入れかえてください。（開封した循環液も含む）
　詳しくは熱源機の取扱説明書を参照してください。
●循環液確認時に循環液の劣化が見られる場合は、お買いあげの販売店または、お客様ご相談窓口にお問い合わせ
　ください。

シーズン初めには必ず、循環液の水位を確認してください。

熱源機の循環液確認と補給 （シーズン始め・月1回）

お手入れは、十分に本体が冷えてから（運転停止後１０分以上待って）、必ず室内機・熱源機共電源プラ
グをコンセントから抜いておこなってください。

次の部分などから液もれがないか確認してください。

室内機本体や温水接続口

温水コンセントの接合部

熱源機および室外温水配管の接続部

液もれがあった場合、ただちに使用を中止し、お買いあげの販売店にご連絡ください。

温水チューブ
温水チューブは長期間使用していると、ひび
割れたり、傷が入る場合があります。
ひび割れ、傷がある場合は交換してください。

日常の点検・手入れ7

４

コロナ熱源機の場合

温水プラグのOリングに変形、傷等がないか確認してください。

温水プラグのOリングの点検 （シーズン始め）

Oリング つぶれている

〔正常〕 〔異常〕
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※タイマー運転は、解除しない限り毎日同じ時間で運転します。
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　を再度押してください。
　ピピッとブザー音が鳴り、タイマーコースランプが消灯し、
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　いコース表示と入時刻・切時刻表示をそれぞれ点灯させ、確
　認してください。
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　は可能です。

※タイマー運転による暖房運転中に　　　 を押して運転を停
　止してもタイマーコースランプは点灯したままです。
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吸込口フィルターの掃除

本体および温風吹出口の掃除

油もれの確認（石油熱源機の場合） （週1回以上）

（週1回以上）

（週1回以上）

次の部分などから油もれ、油のたまり、油にじみがないか確認してください。

熱源機のまわりおよび油配管との接続部

油配管およびその周囲

油タンクの下およびバルブ・油配管接続部

油もれがあった場合、ただちに使用を中止し、お買いあげの販売店にご連絡ください。

吸込口フィルターにほこりがたまると、音が大きくなって送風量が少なくなり暖房出力が低下します。

●吸込口フィルターをはずしたままの状態で、運転
　しないでください。

●洗剤およびベンジン・シンナー等は使用しないでください。

●十分冷えてから、しめらせたやわらかい布で拭きとってください。

吸込口フィルターを上に引き上げてはずします。

吸込口フィルターをもとどおりに取り付けてくだ
さい。

掃除機などで吸込口フィルターについたほこりを
取り除いてください。

日常の点検・手入れ7

19

掃除のときなど吸込口フィルターをはずした場合、熱交換器に触らないでください。
けがの原因になります。

保管（温水コンセントの着脱）は、運転停止後30分以上待ち、本体および循環液が十分に冷えてから、
必ず室内機・熱源機共電源プラグをコンセントから抜いて、おこなってください。

温水コンセントのはずしかた （温水コンセントCRH-C4の場合で説明します。）

室内機・熱源機共に電源プラグを抜きます。

熱源機の電源プラグ（または室外電源コード）
を抜きます。

ロックボタンを押しながら、温水コンセントか
ら温水プラグをはずします。

温水プラグの接続部先端に若干残っている
循環液を雑巾などで拭き取り、キャップを取り
付けてください。

温水コンセントの接続部先端に若干残ってい
る循環液を雑巾などで拭き取り、本体キャップ
を取り付け、化粧カバーをスライドさせて開口
部をふさいでください。

温水コンセントから温水プラグをはずすときに、
接続部から少量の循環液が滴下しますので、下に
雑巾などをあててください。

本体キャップ

化粧カバー

キャップ

保管（シーズンオフや長期間使用しないとき）8

電源プラグ

室内機

温水コンセント

温水プラグ

温水チューブ

ロックボタン

室外電源コード電源プラグ
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吸込口フィルターの掃除

本体および温風吹出口の掃除

油もれの確認（石油熱源機の場合） （週1回以上）

（週1回以上）

（週1回以上）

次の部分などから油もれ、油のたまり、油にじみがないか確認してください。

熱源機のまわりおよび油配管との接続部

油配管およびその周囲

油タンクの下およびバルブ・油配管接続部
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　しないでください。
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保管（温水コンセントの着脱）は、運転停止後30分以上待ち、本体および循環液が十分に冷えてから、
必ず室内機・熱源機共電源プラグをコンセントから抜いて、おこなってください。
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熱源機の電源プラグ（または室外電源コード）
を抜きます。

ロックボタンを押しながら、温水コンセントか
ら温水プラグをはずします。

温水プラグの接続部先端に若干残っている
循環液を雑巾などで拭き取り、キャップを取り
付けてください。

温水コンセントの接続部先端に若干残ってい
る循環液を雑巾などで拭き取り、本体キャップ
を取り付け、化粧カバーをスライドさせて開口
部をふさいでください。

温水コンセントから温水プラグをはずすときに、
接続部から少量の循環液が滴下しますので、下に
雑巾などをあててください。

本体キャップ

化粧カバー

キャップ

保管（シーズンオフや長期間使用しないとき）8

電源プラグ

室内機

温水コンセント

温水プラグ

温水チューブ

ロックボタン

室外電源コード電源プラグ
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温水回路開閉バルブを閉じないでください。 （温水暖房システムの場合）

室内機の保管

傾けたり、横倒しの状態で保管しないでください。
循環液がもれて家財などを汚すおそれがあります。

●包装箱等に入れて保管してください。

室内機を複数台使用した温水暖房システムの場合、温水コンセントと熱源機の接続配管部に、温水回路開閉
用のバルブが取り付けられている場合があります。このバルブは工事、メンテナンス用です。メンテナンス時
以外閉めないでください。シーズンオフや長時間使用しない場合でも閉めないでください。故障の原因とな
ります。

温水コンセント

壁 熱源機

バルブ
メンテナンス時以外は閉めないでください。
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保管（シーズンオフや長期間使用しないとき）8

包装箱などに入れるときは、ルームサーモセンサーの先端が包装箱にあたらないように注意して入れてください。
再度ご使用になるときは、ルームサーモセンサーを確認し先端が曲がっている場合は、床と水平になるように直してから
ご使用ください。

お願い

シーズン始めなどは、ご使用になる前に、温水プラグと温水コンセントを接続してください。

温水コンセントの接続 （シーズン始め、ご使用になる前に）

温水コンセントの化粧カバーを下にスライド
させて開け、くさりを持って手前に引き、本体
キャップをはずします。

温水プラグを温水コンセントに接続します。
「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

温水コンセントの室外電源コードを接続し
ます。

室内機の電源プラグをコンセントに差し込み
ます。

ロックボタンを押しながら、温水プラグの
キャップをはずします。

くさり

保管（シーズンオフや長期間使用しないとき）8

化粧カバー

温水コンセント

ロックボタン

本体キャップ

キャップ

温水プラグ

室外電源コード

電源プラグ

室内機
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修理を依頼される前にもう一度お確かめください。
●次のような現象は故障ではありません。

を押しても運転しない。

を押してもすぐに温風が出ない。

運転ランプは点灯しているが温風が
出てこない。

設定温度に達していないのに強風にな
らない。

1. 熱源機の電源スイッチは入っていますか。またエラー表示が熱源機
　のリモコンに出ていませんか。
2. 電源コンセントに電源プラグが差し込まれていますか。
　 （室内機・熱源機共）
3. 停電中ではありませんか。
4. 信号線端子は正しく接続されていますか。

1. 設定温度より室温が2℃以上高い場合は送風を停止するため、
　 温風は出ません。（12ページ参照）
2. 熱源機の温水温度設定が40℃以下だと温風が出ない場合があり
　 ます。温水温度設定を60℃以上にしてください。
3. 信号線端子は正しく接続されていますか。
　 熱源機がコロナCRBタイプの場合は白コネクター、
　 熱源機が外部入力運転の場合は青コネクターに接続します。
4. 手動モード運転で、風量の設定が　　  または     になっていませ
　 んか。

1. 静音運転モードになっていませんか。
　 （静音ランプが点灯していませんか。）
2. 熱源機の設定温度が低くありませんか。
　 熱源機のリモコンの設定温度を６０℃以上にしてください。

温度の変化により、部品が伸び縮みする時の音で運転開始時および運
転停止後に発生する場合がありますが、異常ではありません。　

室内機を２台以上同時運転すると、
室温が設定温度に達していないのに
風量が弱くなる。

温水温度が低下したためです。 （２台以上同時運転すると、熱源機の
最大能力を超える負荷がかかる場合があります。）
温水温度が上昇すれば風量がアップします。
※ほかの室内機の運転を停止にして最大風量になれば故障ではあり
　ません。 

停止以外の操作を受け付けない チャイルドロックがセットされていませんか。
操作するときは、チャイルドロックを解除してください。
（１５ページ参照）

チャイルドロックがセットされていませんか。
操作するときは、チャイルドロックを解除してください。
（１５ページ参照）

何もしないのに運転を停止した。
（運転ランプ消灯または点滅）

1. 停電はありませんでしたか。
　 （表示部が　　　　　　　になっていませんか。）
2. 　　　表示が点滅していませんか。（熱源機がコロナCRBタイプの場合）
※専用補充液を補充してください。（18ページ参照）
　ただし頻繁に点灯する場合は販売店にご連絡ください。

循環液が一定温度以上に沸き上がるまで数分かかります。
温風が吹き出すまでには、時間遅れがあります。
（11ページ参照）

運転操作を受け付けない。

運
転
開
始
時

運

転

中

故障・異常の見分けかたと処置方法9

“ピシ”“ポコ”などの音がする。
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運転を停止しても、かすかに音がする。

運転スイッチを入れていないのに、本体
が暖かくなる。

　　　　　を押してもタイマーセットさ

れない。

熱源機は運転停止後も内部冷却のため、燃焼用送風機・循環ポンプ
は数分間運転を続けます。

室温が7℃以下になると、凍結予防運転で配管に温水が流れること
があります。そのため本体が暖かくなることがありますが、異常では
ありません。（熱源機がコロナCRBタイプ以外の場合）

排気口から点火時・消火時に白煙が出る。 点火時・消火時には、わずかに白煙が出ます。
異常ではありません。

排気口から連続的に白煙が出る。 外気温が低くなると、排気ガス中に含まれている水分（水蒸気）が
水滴（ゆげ）にかわるためです。
異常ではありません。

リモコン操作を受け付けない
リモコンの表示が薄い
リモコンの表示が出ない

本体スイッチ操作を受け付けない
リモコン操作を受け付けない

現在時刻がセットされていますか。
現在時刻・タイマー時刻の両方をセットしてください。
（熱原機がコロナCRBタイプ以外の場合）

タイマー時刻になっても運転を開始しな
い。
（タイマーコースランプ点灯のまま）

1. 現在時刻は正しくセットされていますか。
2. 現在時刻・タイマー時刻の「午前」・「午後」はまちがっていません
　 か。

タ
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1. 乾電池が切れかけていませんか。
　 乾電池を新しいものに交換してください。（9ページ参照）
2. 乾電池の　　　が逆になっていませんか。
3. 室内機のリモコン受信部に直射日光があたっていませんか。 
直射日光があたっていると、室内機が正しく作動しないこと
があります。

4. 電源コンセントが電源プラグに差し込まれた直後ではありま
せんか。

　 本体表示部が表示されてから再度操作を行なってください。

電源コンセントが電源プラグに差し込まれた直後ではありませ
んか。
本体表示部が表示されてから再度操作を行なってください。



修理を依頼される前にもう一度お確かめください。
●次のような現象は故障ではありません。
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運転ランプは点灯しているが温風が
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設定温度に達していないのに強風にな
らない。

1. 熱源機の電源スイッチは入っていますか。またエラー表示が熱源機
　のリモコンに出ていませんか。
2. 電源コンセントに電源プラグが差し込まれていますか。
　 （室内機・熱源機共）
3. 停電中ではありませんか。
4. 信号線端子は正しく接続されていますか。

1. 設定温度より室温が2℃以上高い場合は送風を停止するため、
　 温風は出ません。（12ページ参照）
2. 熱源機の温水温度設定が40℃以下だと温風が出ない場合があり
　 ます。温水温度設定を60℃以上にしてください。
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　 熱源機が外部入力運転の場合は青コネクターに接続します。
4. 手動モード運転で、風量の設定が　　  または     になっていませ
　 んか。

1. 静音運転モードになっていませんか。
　 （静音ランプが点灯していませんか。）
2. 熱源機の設定温度が低くありませんか。
　 熱源機のリモコンの設定温度を６０℃以上にしてください。

温度の変化により、部品が伸び縮みする時の音で運転開始時および運
転停止後に発生する場合がありますが、異常ではありません。　

室内機を２台以上同時運転すると、
室温が設定温度に達していないのに
風量が弱くなる。

温水温度が低下したためです。 （２台以上同時運転すると、熱源機の
最大能力を超える負荷がかかる場合があります。）
温水温度が上昇すれば風量がアップします。
※ほかの室内機の運転を停止にして最大風量になれば故障ではあり
　ません。 

停止以外の操作を受け付けない チャイルドロックがセットされていませんか。
操作するときは、チャイルドロックを解除してください。
（１５ページ参照）

チャイルドロックがセットされていませんか。
操作するときは、チャイルドロックを解除してください。
（１５ページ参照）

何もしないのに運転を停止した。
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1. 停電はありませんでしたか。
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1. 乾電池が切れかけていませんか。
　 乾電池を新しいものに交換してください。（9ページ参照）
2. 乾電池の　　　が逆になっていませんか。
3. 室内機のリモコン受信部に直射日光があたっていませんか。 
直射日光があたっていると、室内機が正しく作動しないこと
があります。

4. 電源コンセントが電源プラグに差し込まれた直後ではありま
せんか。

　 本体表示部が表示されてから再度操作を行なってください。

電源コンセントが電源プラグに差し込まれた直後ではありませ
んか。
本体表示部が表示されてから再度操作を行なってください。



油タンクの灯油が空になっていませんか。 給油する。

温水チューブが折れてつぶれていませんか。

温水チューブが折れてつぶれていませんか。

地震が起きたり、熱源機に強い衝撃を与えませんでしたか。

熱源機がグラグラしていませんか。

つぶれをなくす。

安定よく固定する。

つぶれをなくす。

信号線の端子が正しく接続されていますか。 正しく接続する。

熱源機の循環液の水位が下限以下になっていませんか。 専用補充液を補充する。（18ページ参照）

熱源機の循環液の水位が下限以下になっていませんか。 専用補充液を補充する。（18ページ参照）

熱源機の電源プラグ（温水コンセントの室外電源
コード）が抜けていませんか。

正しく差し込む。

停電がありませんでしたか。

停電がありませんでしたか。

熱源機の排気口がふさがれたり、囲われたりしていま
せんか。

取り除く。

温水チューブがルームサーモセンサーに触れていま
せんか。

温水チューブとセンサーを十分離す。
（8ページ参照）

温水チューブがルームサーモセンサーに触れていま
せんか。

温水チューブとセンサーを十分離す。
（8ページ参照）

点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）報知
「■　　 表示点検時期お知らせ機能について」
（⇒２６ページ）を参照して点検（有料）をおす
すめします。　

処置後、  　  を押すと、エラー表示が消灯します。再運転は、もう一度   　　を押してください。
※再発する場合は、使用を中止し、お買いあげの販売店にご相談ください。

●次のエラー表示が出た場合は、ただちに使用を中止し、お買いあげの販売店にご相談ください。

※お買あげの販売店にご相談する際には、症状の説明と合わせて、エラー表示もご説明ください。

●デジタル表示部に次のエラー表示が点灯した場合は、確認項目の内容を調べ、処置をしてください。

熱源機がコロナCRBタイプの場合

室外機が外部入力運転の場合

再運転する。

再運転する。

再運転する。
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故障・異常の見分けかたと処置方法9

88

給油

●コロナCRBタイプの熱源機（CRB-650ES、CRB-870ES）には点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）が
搭載されています。
●コロナCRBタイプの熱源機の使用期間が設計上の標準使用期間10年相当になったら、表示部に 88 を表示
してお知らせします。経年劣化による重大事故を防止するために、点検（有料）をおすすめします。使用状況に
よっては点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）による点検告知時期が設計上の標準使用期間とずれるこ
とがあります。
●故障ではありませんのでご使用できます。
●弊社 お客様ご相談窓口：コロナサービスセンターに連絡してください。
　点検のご案内をさせていただきます。（受付時間：365日24時間受付）
　　　TEL               :フリーダイヤル　0120-919-302
　　　携帯電話  PHS：ナビダイヤル　  0570-550-992（ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります）

●点検を受けずにご使用になった場合、上記操作後、1年相当になると再度  88  を表示します。
●コロナCRBタイプの熱源機以外の熱源機をご使用の場合は、各熱源機の取扱説明書をご参照ください。
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部品交換のしかた10
●不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換・調整が必要な場合には、お買いあげの
　販売店または、修理資格者【i一般財団法人 日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理
　講習会修了者（石油機器技術管理士）など】のいる販売店にご相談ください。

部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。

■  88  表示　点検時期お知らせ機能について

ご注意

●点検を受けていただくまでの間、表示部の  88  を表示しないようにできます。
　弊社 お客様ご相談窓口に連絡してから次のように操作してください。

コロナCRBタイプの熱源機運転中に　  と温度/時刻合わせキー  　を同時に3秒以上押すと表示が消灯します。

●点検後は3年相当の使用期間ごとに  88  を表示して、点検時期をお知らせします。
安全に製品を使用していただくため、 88  を表示した場合は、点検（有料）を受けることをおすすめします。
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保証について
●このコロナ温水ルームヒーター（室内機）には保証書がついています。（裏表紙に印刷されています。）
 「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受けとりになり、保証書記載
　内容をご確認の上、熱源機の保証書とともに大切に保管してください。
●保証期間は、お買いあげいただいた日から１年間です。
●誤った設置方法や使用方法による故障や事故につきましては、保証の対象になりませんので注意して
　ください。

修理を依頼されるとき
●本書の「故障・異常の見分け方と処置方法」（23～26ページ）の項に従って調べても良くならない
　ときは、電源プラグを抜いてお買いあげの販売店または、お客様ご相談窓口にご相談ください。
●保証期間中であれば保証書の規定に従って無料修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは…
　●お買いあげの販売店にご相談ください。
　　修理によって使用できる製品については、お客様のご要望により有料修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間
　●温水ルームヒーターの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打
　　ち切り後７年です。

アフターサービス11
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仕様

取扱説明書(1)
リモコン(1)

乾電池単4形（2）

φ8用温水チューブ

仕様12

型 式 の 呼 び

電源電圧および周波数

付 属 品

標 準 通 水 量

保 有 水 量

熱 媒

温 風 吹 出 温 度

外形寸法(ベース含む)

質 　 量

標 準 通 水 抵 抗

配 管 接 続

CRH-400ES CRH-600ES

100V（50/60Hz)

12 W

4.0 kW

1.1 kW

37 dB

18 dB

定格消費電力

暖 房 出 力

騒　　　　　音

強

強

微

強

微

高さ490×幅476×奥行186mｍ

6.8 kg

26.7 kPa

高さ490×幅635×奥行186ｍm

8.5 kg

29.1 kPa

0.5 Ｌ

20 W

6.0 kW

1.1 kW

40 dB

18 dB

0.7 Ｌ

3.0 L/min

循環液

約60～70 ℃

●暖房出力は、室温20℃（温水温度80℃設定）のときの値です。熱源機からの温水配管3ｍで接続した状態での実測値です。
●騒音値はJISの試験方法による当社無響室における測定値です。
　実際の使用では室内での反響により仕様値より大きくなることがあります。

点
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他
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このような
症 状 は
ありませんか

長年ご使用の温水ルームヒーターの点検を！　●温水ルームヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後7年です。

故障や事故防止のため、スイッチを切
り、コンセントから差込プラグを抜い
てください。
点検・修理についての詳しいことは、
お買いあげの販売店またはお客様ご相
談窓口にご相談ください。

■ こげくさい臭いがしたり、異常な音がする
■ 配管接続部から水がもれる
■ ブレーカー、ヒューズがたびたび切れる
■ 本体スイッチの操作が不確実
■ その他の異常や故障がある

ご使用
中 止

愛 情 点 検

お客様ご自身で簡単に交換いただける純正部品、別売部材を販売しております。製品内部の部品や交換の際
に資格や技術が必要となる部品などは販売しておりません。
補修用性能部品の保有期間が過ぎている部品は、取り扱いを終了している場合があります。下記アドレス
ページ内の対応型式をよくこ確認ください。

修理サービスや製品についてのご相談は型式名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記の窓口にご依頼
ください。

電話番号やアドレスは変更する場合がありますのでご了承ください。

（コロナ公式ホームページからもアクセスできます。 ）
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《無料修理規定》
１．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、お買い
　　あげ販売店が無料修理致します。
２．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本書をご提示の上、お買いあげの販売店に依頼してください。
　　なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
３．ご転居の場合は事前にお買いあげ販売店にご相談ください。
４．ご事情により、本保証書に記入してあるお買いあげ販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご相談
　　窓口にお問い合せください。
５．次の場合には保証期間内でも保証の対象外となります。
　　（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
　　（ロ）取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったこと
　　　　  により発生した不具合
　　（ハ）お買いあげ後の取付け場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷
　　（二）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び異常水質よる故障及び損傷
　　（ホ）業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
　　（ヘ）当社製品の純正部品を使用しなかった場合の故障及び損傷
　　（ト）当社又は、当社指定の取扱販売店以外で点検、修理した場合の故障及び損傷
　　（チ）据付け工事の不備による故障及び損傷
　　（リ）本書の提示がない場合
　　（ヌ）本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
　　（ル）当社製以外の熱源機に起因して発生した故障及び損傷
６．本書は日本国内においてのみ有効です。
７．本書は、再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

●お客様へお願い
　お手数ですが、ご住所、お名前、電話番号をわかりやすくご記入ください。
　販売店の記載がないときは、それを証明する領収書などが必要となりますので、一緒に保管してください。

※この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ので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、
お買いあげの販売店または、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※アフターサービスや製品についてのお問い合わせは、お買いあげの販売店または、お客様ご相談窓口（本書の
　29ページに記載）にお問い合わせください。

ホームページ　http://www.corona.co.jp/

〒955－8510　新潟県三条市東新保7－7
TEL(0256) 32-2111〈代表〉

109WA0655- 0   1   2   3     Ｎ  2020

 ●ご販売店様へ　
　お買いあげ日、貴店名、住所、電話番号を記入の上
　（★印欄に記入のない場合は、無効となります）
　本書をお客様へお渡しください。

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことを
お約束するものです。
お買いあげの日から左記期間中故障が発生した場
合は、本書をご提示の上、お買いあげの販売店に
修理をご依頼ください。

住所・店名

電話（　　　　　）　　　　－

販
★

　
売
　
店

本      体対象部分

期 間
お買いあげ
日より

1       年

年　　　月　　　日★お買いあげ日

保
証
期
間

温水ルームヒーター 室内機 保証書

お名前

電話（　　　　　）　　　　－

〒（　　　　－　　　　）ご住所

様

様
客
お
★

型式
ご購入機種に○を付けてください。

CRH-400ES CRH-600ES

5009628
見本


