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“あなたとともに夢・・・” 

 

＜ニュースリリース＞ 

2016 年６月７日 

株式会社コロナ 

 

寒冷地向け石油暖房機 ８機種をモデルチェンジ 
 
株式会社コロナ（本社：新潟県三条市、社長：小林一芳）は、寒冷地向けの石油暖房機を

モデルチェンジし、操作性と表示部の視認性を向上させた８機種を、８月から発売します。 
 
新商品の表示部は、表示パネルに視認性の高い大型バックライト液晶を採用しているほか、

設定温度と室内温度の表示を従来よりも大きくしました。 
操作部は、従来どおり本体内部にすっきりと収納し、ワンプッシュで開く方式を採用して

おりますが、使用頻度の高いボタンについては本体前面に配置し、開かなくても操作する

ことができるようにしました。また、火力を手動で調節する際に操作する「つまみ」の大

きさとスライド幅を大きくするなど、高齢の方にも使いやすいように配慮しています。 
上位機種のＰＫシリーズには、遠赤外線量を増やす「遠赤ブレード」や音声ガイド機能を

採用しています。 
 
ＰＫ・ＰＲシリーズともに本体と下皿を一体化した構造に変更し、掃除がしやすく、すっ

きりとした外観になりました。 
 

 商品型式 暖房機能 暖房出力 希望小売価格 

FF-6816PK FF 式輻射 6.80〜1.77kW 187,000 円+消費税 

UH-F7016PK FF 式輻射+床暖房 
床暖房併用 6.95〜1.90kW 

ストーブ単独 6.80〜1.77kW 
247,000 円+消費税 

SV-7016PK ポット式輻射 7.00〜1.52kW 150,000 円+消費税 

ＰＫ 

シリーズ 

UH-7716PK ポット式輻射+床暖房
床暖房併用 7.66〜1.86kW 

ストーブ単独 6.71〜1.52kW 
216,000 円+消費税 

FF-6816PR FF 式輻射 6.80〜1.77kW 173,000 円+消費税 

UH-F7016PR FF 式輻射+床暖房 
床暖房併用 6.95〜1.90kW 

ストーブ単独 6.80〜1.77kW 
235,000 円+消費税 

SV-7016PR ポット式輻射 7.00〜1.52kW 139,000 円+消費税 

ＰＲ 

シリーズ 

UH-7716PR ポット式輻射+床暖房
床暖房併用 7.66〜1.86kW 

ストーブ単独 6.71〜1.52kW 
205,000 円+消費税 

 

【本件に関するお問合せ先】 

株式会社コロナ http://www.corona.co.jp 

〒955-8510 新潟県三条市東新保７番７号 TEL：0256-32-2111 E-mail：info@hode01.corona.co.jp 

● 報道関係からのお問合せ先   株式会社コロナ 広報室 

● お客様からのお問合せ先    株式会社コロナ 営業本部 
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＜新商品の特長＞ 
■ 表示部と操作部の視認性と操作性が向上 

 表示部と操作部を一新し、見やすく使いやすいユニバーサルデザインを採用しました。 

表示部は、視認性の高い大型バックライト液晶を採用し、設定温度と室内温度を大きく

表示することで、離れた位置からでも設定や運転状態を確認しやすくなりました。 

操作部は本体に収納し、ワンプッシュで開く「オープンポケット」を採用しております

が、使用頻度の高い「運転入/切」「エコモード」「タイマー」ボタンは本体前面に配置する

ようにしたことで、オープンポケットを開かなくても操作できます。また、オープンポケ

ット内の「スライドボリューム」のつまみを大きくして、スライド幅も広げたことで、手

動による火力調節がやりやすくなっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 本体と下皿を一体化した構造を採用 

本体と下皿を一体化させ、すっきりした印象になりました。 

本体と下皿の間に隙間が少ないため、掃除も簡単です。 

 

■ 床暖房搭載機種も使いやすく進化 

床暖房機能が付いている機種は、循環液の

水位計を本体側面から突起させることで、循

環液の減少が本体正面から確認でき、壁際の

設置でも見やすくなりました。 

循環液の給水時期を音声と表示（ＰＲシリ

ーズは表示のみ）で、給水時の満水のお知ら

せをブザーでお知らせする機能も搭載して

います。 
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＜ＰＫシリーズの特長＞ 

■ 遠赤外線を発生させる「遠赤ブレード」 

 遠赤外線を発生させる「遠赤ブレード」を搭載し

ています。「遠赤ブレード」の効果で遠赤外線の発生

量は当社 2012 年ＰＫシリーズとの比較で約 20％増

加します。 

 

 

 

■ 14種類の音声ガイド機能。運転状態や操作・設定後の状態を音声などでお知らせします。 

音声ガイド機能（14 種類（床暖房搭載機種は 16 種類））などを搭載しました。例えば、

「エコ」ボタンを押すと、「エコ」ボタンが点灯し、表示パネルに「エコ運転中」と表示さ

れるほか、音声でもお知らせします。 
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＜PK・PRシリーズの仕様＞ 

 

※室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。 

○仕様等の詳細は製品改良の為、断り無く変更することがあります。予めご了承下さい。 

PK シリーズの型式 FF-6816PK UH-F7016PK SV-7016PK UH-7716PK 

希望小売価格 187,000 円+消費税 247,000 円+消費税 150,000 円+消費税 216,000 円+消費税

カラー （Ｗ）ホワイト、（N）シャインゴールド 

サイズ 高さ×幅×奥行（mm） 590×760×354 

質量（kg） 27.0 34.0 23.0 30.0 

給排気筒・排気筒径（mm） 給排気筒径 φ60 排気筒径 φ106 

暖房出力ストーブ単独（kW） 6.80～1.77 7.00～1.52 6.71～1.52 

暖房出力床暖房併用（kW） ― 6.95～1.90 ― 7.66～1.86 

暖房目安（木造・寒冷地） 18 畳 20 畳 

暖房目安（コンクリート造・寒冷地） 28 畳 29 畳 32 畳 

点火 約 110 秒※ 

点火から最大火力まで 約 4 分※ 

消火 約 10 秒※ 

運転

性能 

再点火 約 90 秒※ 

運転音（dB）（強/弱） 33/24 33/26 31/24 32/26 

ストーブ単独点火時 340/340 

床暖房併用点火時 ― 360/360 ― 360/360 

ストーブ単独燃焼時 31/29～12.5/13 17/17～11/12 

消費 

電力（W） 

50/60Hz 
床暖房併用燃焼時 ― 54/59～37/45 ― 38/46～33/42 

待機時消費電力（W） 1.3 1.5 1.3 

ストーブ単独燃料消費量（L/h） 0.768～0.22 0.986～0.22 0.945～0.22 

床暖房併用燃料消費量（L/h） ― 0.78～0.22 ― 0.945～0.22 

PR シリーズの型式 FF-6816PR UH-F7016PR SV-7016PR UH-7716PR 

希望小売価格 173,000 円+消費税 235,000 円+消費税 139,000 円+消費税 205,000 円+消費税

カラー （Ｗ）ホワイト 

サイズ 高さ×幅×奥行（mm） 590×760×354 

質量（kg） 27.0 34.0 23.0 33.0 

給排気筒・排気筒径（mm） 給排気筒径 φ60 排気筒径 φ106 

暖房出力ストーブ単独（kW） 6.80～1.77 7.00～1.52 6.71～1.52 

暖房出力床暖房併用（kW） ― 6.95～1.90 ― 7.66～1.86 

暖房目安（木造・寒冷地） 18 畳 20 畳 

暖房目安（コンクリート造・寒冷地） 28 畳 29 畳 32 畳 

点火 約 110 秒※ 

点火から最大火力まで 約 4 分※ 

消火 約 10 秒※ 

運転

性能 

再点火 約 90 秒※ 

運転音（dB）（強/弱） 33/24 33/26 31/24 32/26 

ストーブ単独点火時 340/340 

床暖房併用点火時 ― 360/360 ― 360/360 

ストーブ単独燃焼時 31/30～11/12 30/28～11/11 15/15～9.5/10 

消費 

電力（W） 

50/60Hz 
床暖房併用燃焼時 ― 53/58～34/42 ― 38/43～32/39 

待機時消費電力（W） 1.3 

ストーブ単独燃料消費量（L/h） 0.768～0.22 0.986～0.22 0.945～0.22 

床暖房併用燃料消費量（L/h） ― 0.78～0.22 ― 0.945～0.22 


