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C A T A L O G

電気暖房器具 総合カタログ
電気毛布、電気カーペット、ひざかけ マルチタイプ、

らく寝
ねん

ぼう、電気あんか



極上の居心地を
先進の技術とともに。

　　　　　　　　　 　生　活 　　　　　　　 向上 ＆ 温

Life+ON
日本の冬を少し贅沢にあたたかく
機能性の高い商品をラインナップ
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贅沢な寝心地で
夢の世界へいざないます。

　　　　　　　　　 　生　活 　　　　　　　 向上 ＆ 温

日本の冬を少し贅沢にあたたかく
機能性の高い商品をラインナップ

だから…
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居心地を追求した電気カーペット
質 感 も 機 能 も 、省 エネも 大 切にして いる貴 方 へ 。

電気カーペット

遠赤外線効果で
じんわりあたたか
本体表面フェルトに遠赤カーボン繊維
を採用。　カーペット本体の熱により
遠 赤外線が多く発生して体の中まで
じんわりとあたためます。
※あたたかさは個人差があります。

自動速暖機能
電源をＯＮにした時に設定した目盛りの温度まで最
大出力で運転して素早くあたためます。

ダニクリーン機能　　　
約40分通電し逃げ出してきたダニを掃除機で吸い取ります。

OFFタイマー機能でしっかり節電
うっかり消し忘れても8時間後には自動で停止する
ので安心。電気の無駄もカットできます。

※ ㈶ボーケン品質評価機構にて試験を実施

室温センサー連動
省エネモード運転
温度センサーがお部屋の温 度を自 動 で
キャッチして、あたためすぎないように
省エネ運転します。

カーペットの共通機能
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電 気 カ ー ペ ッ ト

極細繊維が
つややかで柔らかい肌触りを実現。

メランジカバー

5層断熱遠赤カーボンカーペット

7通り暖房面切換

5層構造タイプ

[電気カーペット本体＆カバーセット] 

※1： 室温が20℃の時に省エネモードで運転した場合（通常モードで運転したときの電気代と比較）

約20％
省エネ※1

3面7通り5層構造

マイコン制御コントローラー

美しい光沢と白糸が全体に
混ぜられた色合いが高級感を演出。
日本製の綿（わた）を使用。

2畳相当
LWC-2060MBM
size: 本　体/約176 ×176 cm   
　　カバー/ 約180×180cm

●材質：（本体） ポリエステル 95% 
ポリプロピレン 5%

　　　　（カバー） アクリル 100%
●消費電力：510W
●電気代：約8円／時間
※オープン価格 本体：日本製

本体：日本製

3畳相当
LWC-3060MBM
size: 本　体/約235×195cm
　　カバー/ 約240×200cm  

●材質：（本体） ポリエステル 95% 
ポリプロピレン 5%

　　　　（カバー） アクリル 100%
●消費電力：720W
●電気代：約11円／時間
※オープン価格

極細繊維がつややかで
柔らかい肌触りを実現
落ち着いた色味のブラウンのカバー

在庫限り

在庫限り

電力1/3運転で
ブレーカーダウンを軽減

5層構造タイプの特長 （LWC-3060MBM／LWC-2060MBM）

全面使用の場合 1/3面積で使用する場合

コタツを併用する場合や家具等を
避けて使用する場合など

2/3面積で使用する場合

一人で過ごす
場合など

床面に逃げる熱を抑える断
熱フェルト層と中空層の組み
合わせにより保温性をアップ。
省エネ効率をさらに向上。

1/3面づつ独立してあたため。キメ細かく暖房面を
設定することで上手に節電。

※実際の電気代は1/3にはなりません。

ON ON
保
温
効
果

保
温
効
果
ON

保
温
効
果

▶ ▶

少ない電力でも保温効果で
カーペット全面があたたかい

経済性に優れた
5層断熱構造

暖房エリアを７通りに使い分け
暖房面積３面を1面づつ効率よく暖めます。
電力1/3運転でも「左」「中央」「右」の通電を約2分間隔で
自動的に切り替える為、保温効果で全面があたたかくなります。

多層構造でクッション
性が良く、柔らかいの
で座り心地も快適。
※イラストはイメージです。

快適な座り心地を実現

マイコン制御コントローラー
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ふかふかの本体と
厚みのあるカバーで
さらに快適な座り心地

遠赤ふかふか省エネカーペット

伝統的な柄で
シックな印象のカバー

マイコン制御コントローラー
ふかふか多層フェルト採用

遠赤ふかふかタイプ

[電気カーペット本体＆カバーセット] 約30％
省エネ※1

※1： 当社従来品と比較、省エネモード運転時、「中」での運転時との比較

遠赤ふかふか省エネタイプの特長 （LWC307C-MR／LWC207C-MR）

※1.一般財団法人日本建築総合試験所にてJIS A1440-1・-2に基づき測定。階上の物音などに対して、ΔLL(I)-8級（ほとんど聞こえない）との試験結果。

ふかふかの多層フェルトを使用し、
長時間座っても快適なクッション性と
あたたかさを両立しました

厚さ約21mmのふかふか
構造で快適な座り心地 表面に遠赤カーボンフェルトを採用し、当社従来品

より、あたたかさがアップしました

遠赤外線効果であたたかさアップ

ふかふかの多層フェルトが
階下への物音を吸収・低減
するので安心です

※1物音や足音などを低減して安心

※ ㈶ボーケン品質評価機構にて試験を実施

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合せください。　※製品は見る角度や光りにより色・光沢感が変化いたします。　※電気代は1kWh：27円（税込）で計算

3畳相当
LWC 307C-MR
size: 本　体/約235×195cm
　　カバー/ 約240×200cm  

●材質：（本 体） ポリエステル 90%
ポリプロピレン10%

　　　　　（カバー）ポリエステル 100%
●消費電力：720W
●電気代：約14円／時間
※オープン価格

2畳相当
LWC 207C-MR
size: 本　体/約176 ×176 cm   
　　カバー/ 約180×180cm

●材質：（本 体） ポリエステル 90%
ポリプロピレン10%

　　　　　（カバー）ポリエステル 100%
●消費電力：480W
●電気代：約9円／時間
※オープン価格
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電 気 カ ー ペ ッ ト

毛足が長く
フワフワで柔らかな
フィラメント素材を使用

4層断熱遠赤カーボンカーペット

一般の敷物としても
ご使用いただけます。

2面独立温度調節

4層構造タイプ

[電気カーペット本体＆カバーセット] 

4層構造タイプの特長

2畳相当
LWC-2050WK
size: 本　体/約176 ×176 cm   
　　カバー/ 約180×180cm

●材質：（本 体） ポリエステル 95%
ポリプロピレン５%

　　　　（カバー）ポリエステル 100%
●消費電力：480W
●電気代：約8円／時間
※オープン価格

3畳相当
LWC-3050WK
size: 本　体/約235×195cm
　　カバー/ 約240×200cm  

●材質：（本 体） ポリエステル 95%
ポリプロピレン５%

　　　　（カバー）ポリエステル 100%
●消費電力：720W
●電気代：約12円／時間
※オープン価格 本体：日本製

本体：日本製

マイコン制御コントローラー

在庫限り

在庫限り

（ LWC-3050WK／LWC-2050WK ）

電熱線からの熱を下部の3層のフェルトと空気層で受け止めて床へ
の放熱をおさえることで上部のフェルトがよりあたたかくなります。

保温性に優れた4層断熱構造

AとBの暖房面に温度調節機能が付いているのでそれぞれお好みの温度で運転ができます。
使用してない面はOFFにすれば節電にもなります。

2面独立温度調節

マイコン制御コントローラー
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寝心地を追求した電気毛布
眠り特 性に着 目して 開 発しました 。

電気毛布

眠るときが一番幸せ。そんな方も、多いのではないでしょうか。

その幸せを、最大限のものとしていただきたい。

リフォンの電気毛布は、人間の眠りのメカニズムを考えながら、

一人ひとりに合った心地よい眠りをお届けしてまいります。

電気毛布本体は
丸洗いができます
毛布本体が洗濯機で丸洗いできるから、
いつでも清潔、快適にお使いいただけます。

 お洗濯の際は、取扱説明書の記載に従ってください。
　 洗濯機をご使用の場合、洗濯ネットをお使いください。
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P.15

P.15

P.14

P.12おやすみ・
おはようタイマー付
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※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合せください。　※製品は見る角度や光りにより色・光沢感が変化いたします。　※電気代は1kWh：27円（税込）で計算

人間の睡眠には、レム睡眠とノンレム睡眠があること
がよく知られています。レム睡眠時は、脳や自律神
経の活動レベルは高いけれども、筋肉は弛緩してい
ます。つまり、身体が休息している状態です。一方、
ノンレム睡眠は、いわゆる熟睡状態を指し、脳を休息
させる眠りといわれています。このレム睡眠とノンレ
ム睡眠が交互に訪れるのが人間の眠りで、それは、１
時間半から２時間の間隔で４〜５回繰り返されていま
す。そして快適な眠りにとって大切になる入睡直後
が、もっとも深いノンレム睡眠となります。 ※1

人間の眠りには、ある程度一定のパターンがあります。

身体の疲労回復を司るホルモンは、この最初のノンレム睡眠時に一番多く分泌されます。このときに身体は発汗して、体温を下げようとしま
す。その際、ふとんが冷えていると身体は体温を高く保とうとしてしまうために、快適な睡眠に入ることができません。入眠時にはふとんの
中をあたためておく必要があるのです。 ※1

快適な睡眠に重要な要素が体温です。

※1　 眠りの特性には個人差がありますので、必ずしも全ての人にあてはまるものとは限りません。

電気毛布の特長
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電 気 毛 布

電気毛布の有用性はまさにこの「入眠時」にあります。リフォンの電気毛布は、この考え方をもう一歩進め、プログラムタイマーにより睡眠
時間全般のふとん内温度、ひいては体温と発汗を間接的にコントロールすることで、今までとは違った心地のよい眠りを提供するために開発
された電気毛布です。人間の身体は、最初のノンレム睡眠で体温が下がりきると、さほどのあたたかさを必要としません。このときは電気毛
布のスイッチをOFFにすることにより、深い睡眠をサポートいたします。また、目覚めの際には、活動するための体温が必要となりますので、
ふとんの中をあたためて、すっきりとした目覚めをサポートいたします。リフォンの電気毛布は、こうした特性を踏まえ、快適睡眠プログラム
を自分自身で「アレンジ」できる電気毛布です。

リフォンの電気毛布は、眠り特性に着目して開発されました。

① あたたかさが必要なときは暖房をONに、必要ないときはOFFにして、自由にタイ
マー設定。基本パターンは、入眠時ON、就寝中OFF、起床時ON。それぞれの
時間は、ご自身の睡眠特性に合わせて設定できます。

② あらかじめ設定されている4パターンのプログラムから自分にあった時間を選択で
きる機能も新たに追加しました（セレクト3と一部同機能）。

③ うっかり切り忘れても安心。電源を入れて約10時間たつと自動でOFFになります
（連続運転時）。

※ 体感温度や体温の変化には個人差があります。ご使用の際に全ての人が快眠と感じるプロ
グラムではありません。

暖房
運転切換

電源

温度調節

暖房時間
メニュー

速暖

簡単操作でお好みの設定を選べます
リフォンのプログラムタイマー機能は、眠りのパターンに適合した暖房時間
をコントロールすることにより、心地よい睡眠をサポートいたします。「セレ
クトフリー」では、ご自分だけのオーダーメイドの眠りを可能としました。
※「入-切-入」の間隔をプログラム機能で選べます。（ＬＷＳ-Ｆ801ＳＢ）

　　　 簡単操作で睡眠中や起床時の　　　　
　　　 暖房の入/切を設定できます
タイマーボタンを押すだけで、おやすみ時、お目覚め時の暖房の入/切
時間を簡単に設定できます。（LWK802DTW / LWK802DT）

睡眠を自分でアレンジするという考え方。

経済性と快適性を考えた簡単操作。
布団に入ってから眠るまでの約2時間をあたためるこ
とで、スムーズな入眠を促します。あたたまり過ぎて寝苦しくなるのを
軽減し、自動で切れるので経済的です。（LWK081-CL-T）

多機能なのにシンプル操作
あらかじめ設定されている4パターンのプログラムから
ボタンで選ぶだけの簡単設定。切り忘れても電源を入れて約10時間
たつと自動でOFFになるので安心（連続運転時）（ LWS-K083C）
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※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合せください。　※製品は見る角度や光りにより色・光沢感が変化いたします。　※電気代は1kWh：27円（税込）で計算

自分の好みに合わせて、簡単タイマー設定
※タイマーボタンを押すだけで、おやすみ時、お目覚め時の暖房の入/切時間を簡単に設定できます。

タイマーボタンを押すだけで、おやすみ時タイマーボタンを押すだけで、おやすみ時
お目覚め時の暖房の入/切時間を簡単に設定。お目覚め時の暖房の入/切時間を簡単に設定。
快適な睡眠をサポートします。快適な睡眠をサポートします。
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電 気 毛 布

電 気 かけしき毛 布
LWK802DTW

size: 約190×180cm

●材質：たて糸/ポリエステル100％
           よこ糸（毛羽部分）/
　　　　ポリエステル100％
●消費電力：80W
●電気代：約1.35円／時間
※オープン価格

  

厚手のパイル生地でボリュームを
出したふわふわ毛布

コントローラー

設定 1  連続運転
設定目盛りの温度で、連続して運転します。

設定 2  おやすみタイマー
タイマーボタンを押すたびに設定時間が切り替わり
連続運転、1時間後オフ、2時間後オフから選べます。

設定 3  おはようタイマー
タイマーボタンを押すたびに設定時間が切り替わり
連続運転、4時間後〜8時間後オンの間で1時間刻みで
タイマー時間を選べます。

室温センサー機能
室温を感知しながら省エネ運転
快適にあたたかく、賢く省エネ

切り忘れ防止機能
電源を入れて約12時間たつと自
動でOFFになります。

（連続運転時）

簡単操作でタイマー設定。
おやすみ・おはようタイマー付

おやすみ・おはようタイマー付毛布の機能説明

ゆったり
ダブルサイズ

電 気 かけしき毛 布
LWK802DT

size: 約188×130cm

●材質：たて糸/ポリエステル100％
           よこ糸（毛羽部分）/
　　　　ポリエステル100％
●消費電力：80W
●電気代：約1.35円／時間
※オープン価格
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※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合せください。　※製品は見る角度や光りにより色・光沢感が変化いたします。　※電気代は1kWh：27円（税込）で計算

※プログラム機能でご自分に適した「入̶切̶入」の時間を設定できます。

眠りに合わせて自由にプログラム。
あなたにとって心地よい眠りをサポート。
※プログラム機能でご自分に適した「入̶切̶入」の時間を設定できます。

タイマー設定時間は自由自在。
ご自分の睡眠時間に合わせて、暖房時間を設定いただけます。
オーダーメイドの眠りをもたらす、トップモデルです。
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電 気 毛 布

設定 1  連続運転
設定目盛りの温度で、連続して運転します。

設定 2  切タイマー
設定した時間で運転が停止します。

設定 3  入タイマー
設定した時間で運転を開始します。

設定 4  プログラムタイマー
4パターンのプログラムがあらかじめ設定されています。

（セレクト3と一部同機能）

設定 5  フリープログラムタイマー
お好みで設定した時間に「入／切／入」と運転が切り換わります。

自動速暖機能
スイッチONで設定温度まで
素早くあたためます。

切り忘れ防止機能
電源を入れて約10時間たつと自動
でOFFになります（連続運転時）。

セレクトフリーの機能説明

サンフロン※仕上げで
なめらかな肌ざわり。
扱いやすい軽さが特徴。

コントローラー

※通常より細い繊維を使ってやわらかく仕上げた素材です。

おやすみ時にはあたたかくして、
就寝中は快適温度にするのが、身体にとって合理的。
さらに、室温が一番下がる起床前に再びあたためることで
睡眠時間のすべてを通じて、快適な眠りをサポートいたします。
自分の眠りのリズムに合わせて自在に設定していただけるのが、
「セレクトフリー」の特徴です。

電 気 かけしき毛 布
LWS-F801SB
size: 約188×130cm

●材質：たて糸/ポリエステル100％
           よこ糸（毛羽部分）/
　　　　ポリエステル100％
●消費電力：80W
●電気代：約1.35円／時間
※オープン価格

在庫限り
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※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合せください。　※製品は見る角度や光りにより色・光沢感が変化いたします。　※電気代は1kWh：27円（税込）で計算

あらかじめ登録されている4つのプログラム設定
からお好みのパターンを選べます

眠るまでの約2時間をあたためます。
2時間後は自動OFF。快適入眠をお手伝い。

お好みに合わせてプログラムを選択。

2時間OFFタイマーで快適入眠。

通気性に優れ、やさしい肌ざわりの綿毛布

コントローラー

コントローラー

温度調節
電源

タイマー
スイッチ

通気性に優れ、やさしい肌ざわりの綿毛布通気性に優れ、やさしい肌ざわりの綿毛布

電 気 かけしき毛 布
LWK081-CL-T 綿

size:約188×130cm

●材質：たて糸/ポリエステル100％
           よこ糸（毛羽部分）/綿100％
●消費電力：80W
●電気代：約1.35円／時
※オープン価格

機
能
説
明

機
能
説
明 ※2時間以上の連続運転にもご利用いただけます。

OFF
自動OFFによりあたため過ぎの
ない快適な入眠を促進します。

睡眠中約2時間あたため
2時間後、自動OFF。

眠るまで

眠るまでの約 2 時間をあたため
従来の電気毛布ではあたたまり過ぎで入眠の促進が行われ
づらい状況を作っていました。また、あたため過ぎは寝苦し
さや、起床時のだるさなどの原因となることも。
このタイマー毛布は布団に入ってから、眠るまでの約 2 時間
をあたためることでスムーズな入眠を促します。

※プログラム機能でご自分に適した「入̶切̶入」の時間を設定できます。

設定 1  連続運転
設定目盛りの温度で、連続して運転します。

設定 2  切タイマー
2時間だけ運転しその後停止します。 切り忘れ防止機能  電源を入れて約10時間たつと自動でOFF（連続運転時）

設定 3  プログラムタイマー
4パターンのプログラムがあらかじめ設定され
ています。それぞれ設定時間に「入／切／入」
の状態に切り換わります。

温
度
調
節 

電
源

時
間
設
定
プ
ロ
グ
ラ
ム

電 気 かけしき毛 布
LWS-K083C 綿

size: 約188×130cm

●材質：たて糸/ポリエステル100％
           よこ糸（毛羽部分）/綿100％
●消費電力：80W
●電気代：約1.35円／時
※オープン価格

「入̶切̶入」4パターンの時間
設定プログラムの中からボタン
で選ぶだけ。面倒な操作が苦手
な方やご年配の方でも設定が
簡単。切り忘れても電源を入れ
て約10時間たつと自動でOFF
になるので安心（連続運転時）
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ひざにかければ冷えやすい足まわりもあたたか 腰に巻けば、下半身があたたか
マッサージ機との併用はお避けください。

裏面の2ヶ所のひもで
袋と本体を固定できます

ひざかけ  マルチタイプ
肩にかけて上着のように、腰にまいてスカートのように、
多様にご使用頂けるひざかけです。 コントローラー

腕を通して肩からはおれば、背中まわりもあたたか

らく寝
ね ん

ぼ う
足をすっぽり入れられる足入れ袋付き。
お部屋のどこでも気軽にごろんと。 コントローラー

LWR1801-SB-R
size: 約180×80cm

●材質：たて糸/ポリエステル100％、よこ糸（毛羽部分）/ポリエステル100％
●消費電力：80W　●電気代：約1.72円／時間　※オープン価格

ふんわり肌ざわりの
よいフリース布地

収納袋にもなる

足入れ袋付
長さ160cmの

ひ ざ か け ・ ら く 寝 ぼ う

LWSH151A
size:約150×90cm

●材質：たて糸/ポリエステル100％
           よこ糸（毛羽部分）/
　　　　ポリエステル100％
●消費電力：55W
●電気代：約1.17円／時
※オープン価格

本体が厚手でとってもなめらか。ソファーでもゆったり使えるサイズ 足をすっぽり入れられる足入れ袋付きで包まれるようなあたたかさ
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※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合せください。　※製品は見る角度や光りにより色・光沢感が変化いたします。　※電気代は1kWh：27円（税込）で計算

電 気 あ ん か

室温センサー／室温センサーでお
部屋の温度を確認、省エネモード時
に温度を自動コントロールします。

コンパクト収納／本体を小さく
折り畳んで、コンパクトに収納
できます。

コードフリーターン／コンセント
位置に合わせ、電源コード方向が
約90°可動します。

速暖／スイッチONで設定温度ま
で素早くあたためます。

ダニ退治／本体をポリ袋に入れ
敷き布団の間に挟んで約3時間通
電すると簡単にダニ退治できます

おやすみおはようタイマー／
睡眠中や起床時の暖房の入／切
をお好みで設定できます。

ふかふか／従来品の約3.5倍
の厚みの多層フェルトを使用し
ふかふかタイプ

電力1/3モード／1/3ずつ順番に
通電して保温効果により少ない電
力でカーペット全体をあたためます。

遠赤外線／遠赤外線繊維を表面
材に採用。遠赤外線が発生し、じ
んわり心地よくあたためます。

5層構造

5層構造／保温性の高い多層
構造を採用、ムダな熱ロスを更
に防ぎます。

3面7通り

3面7通り／1/3面ずつ独立して
あたため。組み合わせで、7通り
のあたため方ができます。

AB面温調／AB面それぞれの
暖房面を別々に温度調節する
ことができます。

カバーセンサー／カバーの有無
を判断して、自動的に温度制御
をします。

カンタン操作／運転切換ボタン
を押す毎にあらかじめ設定された
運転時間を容易に選択できます。

電子式制御／電子式制御を採
用し確実なコントロールを行っ
ています。

マイコン制御／マイコン制御を
採用し、当社独自のより質の高
いコントロールを行っています。

中間スイッチ／お手元の中間
スイッチで、らくらく操作できます。

10hOFF／切り忘れても安心
電源を入れて約10時間後に
自動的に通電を止めます。

2hOFF／寝入りの約2時間をあた
ため、スムーズな入眠を促します。約
2時間後に自動的に通電を止めます。

8hOFF／切り忘れても安心、
電源を入れて約8時間後に自動
的に通電を止めます。

12hOFF／切り忘れても安心
電源を入れて約12時間後に
自動的に通電を止めます。

綿／本体毛羽部に天然素材の
綿を100％使用、さわやかな肌
触りです。

ワイド／ゆったり広々サイズで
しっかりあたためます。

抗菌防臭／表面に抗菌防臭加工
を施してあるので、雑菌などの繁
殖を抑え清潔に使用できます。

頭寒足熱配線／冷える足元を
中心に、しっかり快適にあたた
めることができます。

本体丸洗い／汚れても本体を
洗い、清潔に保てます。

カーペット暖房面切換／必要に
応じた暖房面だけをあたためる
ことで無駄なく省エネできます。

LWH601-B

size:約D16×W23×H5cm

●材質：表布／ポリエステル 100％
●消費電力：60W
●電気代：約0.15円／時
※オープン価格

平　形
LWY601-B

size:約D22×W24.5×H8cm

●材質：表布／ポリエステル 100％
●消費電力：60W
●電気代：約0.23円／時
※オープン価格

山　形

アイコン説明

電 気あん か
素材にはマイクロファイバーを採用
肌触りにこだわったあんかです。

抗菌防臭
加工

LWF157-B-C

size:約D26×W32×H3cm

●材質：表布／ポリエステル 100％
●消費電力：15W
●電気代：約0.1円／時
※オープン価格

ソフト

ダニクリーン／約40分通電し、
逃げ出してきたダニを掃除機で吸
い取ります。

自動ダニクリーン／モード選択により、
自動的に約40分間通電後、逃げ出し
たダニを掃除機で吸い取ってください。

タイマー／お好みのタイマー設定で
より快適な睡眠をお手伝いします。

省エネモード／モード選択により、
室温センサーと連動し、あたためす
ぎを防ぎ、省エネに配慮します。

スライド調節／自由なスライド
調節で、お好みの設定温度に
合わせることができます。

4層構造／保温性の高い多層
構造を採用、ムダな熱ロスを更
に防ぎます。

OFFタイマー／設定した時間（2時
間、4時間等）後に自動的に通電を
止めます。

17



仕 様 一 覧

仕 様 一 覧

安全に関するご注意
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。
●電気暖房器具はいずれも家庭用暖房器具として生産しております。この用途及び家庭用以外（業務用など）でのご使用は絶対にしないでください。
● ご使用いただく暖房器具は比較的低い温度（40〜60℃）でも長時間身体の同じ場所をあたためていると低温やけどの恐れがあります。時々あたためている場所を変えるなど注意してご使用ください。

■電気代は新電力料金目安単価27円／kWh(税込)で計算しています。
■製品改良のためデザイン及び仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷物のため、実物と若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
■お求めの際は、店頭でお確かめください。

http://www.koden-j.co.jp/lifon/

本　　　社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目32番7号  三井生命池袋ビル ＴＥＬ 03（5391）6171／FAX 03（5391）6172
大阪営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町二丁目5番28号 コスモ西本町ビル7Ｆ  ＴＥＬ 06（6616）9557／FAX 06（6616）9558
福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-4-30  ユーコウビル駅南1F101号 ＴＥＬ 092（483）2066／FAX 092（483）2067

型　式 寸法(cm) 材　　質 機 能 ／ 特 徴 入数 JANコード 掲載
ページ

LWC-3060MBM
　本　体/約235×195
　カバー/約240×200

本体/ポリエステル95%  ポリプロピレン5%
カバー/アクリル 100% 1 4516748011599 4

LWC-2060MBM
　本　体/約176×176
　カバー/約180×180

本体/ポリエステル95%  ポリプロピレン5%
カバー/アクリル 100% 1 4516748011582 4

LWC307C-MR
　本　体/約235×195
　カバー/約240×200

本体/ポリエステル90%  ポリプロピレン10%
カバー/ポリエステル100% 1 4516748019397 5

LWC207C-MR
　本　体/約176×176
　カバー/約180×180

本体/ポリエステル90%  ポリプロピレン10%
カバー/ポリエステル100% 1 4516748019380 5

LWC-3050WK
　本　体/約235×195
　カバー/約240×200

本体/ポリエステル95%  ポリプロピレン5%
カバー/ポリエステル100% 1 4516748009046 6

LWC-2050WK
　本　体/約176×176
　カバー/約180×180

本体/ポリエステル95%  ポリプロピレン5%
カバー/ポリエステル100% 1 4516748009008 6

LWK802DTW 約190×180 たて糸/ポリエステル100％
よこ糸（毛羽部分）/ポリエステル100％

4 4516748020355 12

LWK802DT 約188×130
たて糸/ポリエステル100％
よこ糸（毛羽部分）/ポリエステル100％

4 4516748020348 12

LWS-F801SB 約188×130
たて糸/ポリエステル100％
よこ糸（毛羽部分）/ポリエステル100％

4 4516748008919 14

LWS-K083C 約188×130
たて糸/ポリエステル100％
よこ糸（毛羽部分）/ 綿100％

6 4516748012497 15

LWK081-CL-T 約188×130
たて糸/ポリエステル100％
よこ糸（毛羽部分）/ 綿100％

6 4516748015696 15

らく寝ぼう LWR1801-SB-R 約180×80
たて糸/ポリエステル100％
よこ糸（毛羽部分）/ポリエステル100％

4 4516748014514 16

ひざかけ
マルチタイプ LWSH151A 約150×90

たて糸/ポリエステル100％
よこ糸（毛羽部分）/ポリエステル100％

6 4516748018680 16

電気あんか

LWH601-B 約16×23×5 表布／ポリエステル100％ 20 4516748016587 17

LWY601-B 約22×24.5×8 表布／ポリエステル100％ 12 4516748016594 17

LWF157-B-C 約26×32×3 表布／ポリエステル100％ 20 4516748018703 17

電
気
毛
布

電
気
カ
ー
ペ
ッ
ト 
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