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「ゼロ風暖房」のデロンギマルチダイナミックヒーター

最上位のWi-Fiモデルに1200W・900Wの新サイズが登場！
より直感的な操作を実現した新モデルも同時発売。

「デロンギマルチダイナミックヒーターWi-Fiモデル（MDHAA12WIFI-BK / MDHAA09WIFI-BK）」
「デロンギマルチダイナミックヒーター（MDHS12-BK / MDHS12-PB）」

2022年9月1日（木）発売

デロンギ・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：杉本敦男）は、9月1日
（木）に、デロンギ ヒーターの最上位モデルでiOSとAndroid™、スマートスピーカー対応の
「デロンギ マルチダイナミックヒーター Wi-Fiモデル」に、シリーズ初となる1200W・900W
（MDHAA12WIFI-BK / MDHAA09WIFI-BK）のコンパクトモデルを発売、さらに、より直感的な
操作とスマートデザインが両立した新モデル「デロンギ マルチダイナミックヒーター（MDHS12-
BK / MDHS12-PB）」を発売いたします。

「デロンギ マルチダイナミックヒーター Wi-Fiモデル(MDHAA12WIFI-BK / MDHAA09WIFI-
BK）」は、既存の1500Wモデルに加え、よりコンパクトな1200W・900Wサイズが新たにライン
ナップに加わり、デロンギ ヒーター最上位のWi-Fiモデルが、お部屋のサイズに合わせてお選びい
ただけるようになりました。さらに、電源のオン/オフ、温度/電力レベルの調整など、より使い
やすくアップデートされた専用アプリ「デロンギ コンフォート アプリ」で、使用頻度の高い基本
操作をより簡単にスマートフォンから行うことも出来ます。

「デロンギ マルチダイナミックヒーター（MDHS12-BK / MDHS12-PB）」は、マルチダイナ
ミックヒーターシリーズとしては初めてとなる、シンプルな操作性で使いやすい「ディスプレイ
ノブ」を採用しました。温度や運転時間（タイマー）をノブを回して設定することができ、大き
な画面が見やすく、直感的な操作が可能です。さらに、ノブを1つに設計し、シンプルで簡単な操
作と、スマートデザインの両立を実現しました。

デロンギ ヒーターは1974年に誕生し48年間、世界70カ国以上で幅広い世代の皆様に選ばれ続け
ております。デロンギ ヒーターは、温風を使わない「ゼロ風暖房」 で、肌も喉も乾燥しにくく、
埃を巻き上げず、発火・燃焼もないので空気を汚さずに部屋全体を暖めることができ、やけど・
火事が起こりにくい安全設計です。中でも、最上位モデルのデロンギ マルチダイナミックヒー
ターは、常に快適な温度を±0.1℃の精度でキープする温度管理機能、従来のヒーターの2倍の速暖
性、人間の呼吸音よりも静かな運転音など高い機能性を有しており、快適にお使いいただけます。
これからもデロンギならではの技術でさらなる快適性を実現します。

製品のお問い合わせ先

デロンギ・ジャパン株式会社 マーケティング部 広報担当

Email: delonghi-pr.japan@delonghigroup.com

MDHS12-BKMDH09WIFI-BK (左） / MDHAA12WIFI-BK (右)



【デロンギマルチダイナミックヒーター Wi-Fiモデル新たな特徴】
（MDHAA12WIFI-BK / MDHAA09WIFI-BK）

デロンギの最上位 Wi-Fiモデルに、コンパクトな1200W・900Wが新登場！
お部屋に合わせて選べる３モデル展開に

iOS・Android™、スマートスピーカー対応の専用アプリデザインがアップデート (※1)

アプリでの直感操作がより分かりやすく便利に

MDHAA09WIFI-BKMDHAA12WIFI-BKMDHAA15WIFI-BK

新モデル（1200W・900W）既存モデル（1500W）

約6 ※1 ～ 8畳 ※2 対応約8 ※1 ～ 10畳 ※2 対応約10 ※1 ～ 13畳※2 対応

Wi-Fiルーター(※2)

※1 対応機種・OSについて詳しくは右記URLをご確認ください。 https://www.delonghi.co.jp/products/detail/id/592
※2 屋内および屋外からのスマートフォンによる操作にはWi-Fiルーターとインターネット環境が必要です。

日本電機工業会自主基準 デロンギ自社実験による。

電源のオン／オフ、温度／電力レベルの調整など、より使いやすくアップデートされた専用アプリ
「デロンギ コンフォート アプリ」であなたのスマートフォンから簡単操作。

アプリで操作可能な主な機能

• 電源オン／オフ
• 温度設定
• 運転モード
• 運転電力レベル
• オフタイマー
• スケジュール運転

• GPS機能
• エコモード
• チャイルドロック
• マイスリープ機能
• デバイスシェアリング
• スマートスピーカー／

Siriによる音声操作

https://www.delonghi.co.jp/products/detail/id/592


GPS位置情報で自動操作

睡眠環境を最適コントロールし、質の高い睡眠をサポート

【デロンギマルチダイナミックヒーター Wi-Fiモデルその他の特徴】
（MDHAA12WIFI-BK / MDHAA09WIFI-BK）

屋内・屋外からアクセスでき、さまざまなシーンで活躍！

スマートスピーカー／Siriで音声操作

帰宅時間に合わせて運転スケジュールを変更 消し忘れがないか心配なときに

「デロンギ コンフォート アプリ」をインストールしたスマートフォンで、いつでもどこからでもヒーターに
アクセス。遠隔操作で帰宅前に部屋を暖めたり、消し忘れたときには外出先からもヒーターの停止も可能です。

遠隔操作でタイマー変更。
帰宅前にお部屋が暖まる設定に。

外出先からヒーターの状態を確認。
不要な時間帯は電源をオフに。

「デロンギ コンフォート アプリ」内の「MySleep」機能を使えば、入眠後設定温度を下げ、起床時間に
合わせて設定温度を上げるなど睡眠専門医監修の温度制御を行います。

Googleアシスタント、Amazon Alexaを搭載した
スマートスピーカー、Siriに対応。手が離せない
ときもハンズフリーで操作が可能です。

GPSで位置情報によりヒーターを操作。自宅に近
づくと電源がオンに。自宅から離れるとオフにも
できるので、消し忘れの心配もなくなります。



シリーズ初のディスプレイノブを採用。直感的に使える「押す／回す」のシンプル操作

【デロンギマルチダイナミックヒーター（MDHS12-BK/PB）新たな特徴】

簡単操作とスマートデザインの両立

ディスプレイノブを従来の2つから1つに。
シンプルでさらに分かりやすいデザインに。

人気のアミカルドオイルヒーターでも使いやすさで好評を得ている
「ディスプレイノブ」をマルチダイナミックヒーターに初採用。

MDHS12-BK MDHS12-PB

ディスプレイノブを
回して温度調整

タイマーボタンを押してから
ディスプレイノブを回してタイマー調整

オン／オフタイマー設定 エコ運転で節電

温度設定

ノブを回すだけで、温度や運転時間
（タイマー）の設定が完了。
大きな画面で表示も見やすく、
直感的な操作が可能です。

時計回りに回すと設定温度は高
く、反時計回りに回すとと設定
温度は低くなります。
温度は および ～ の間
で設定可能です。

運転停止中にタイマーボタンを押
すとオンタイマー、暖房運転中に
タイマーボダンと押すとオフタイ
マーを設定できます。ノブを回し
て、運転開始もしくは運転終了ま
での時間を設定します。

ECOボタンを押すだけで、
設定温度より少しだけ控えめに
運転するエコ運転モードを搭載。

快適さはそのままに、
暖め過ぎの無駄を防ぎます。

デロンギ オイルヒーター製品
（ 以上）における製品満足度

年購入者アンケートより

デロンギ アミカルド

オイルヒーター



デロンギマルチダイナミックヒーターが優れている理由

【ここがポイント！デロンギマルチダイナミックヒーター共通の特徴】

※1 RC Ⅳ
11 1

/ 6
21℃ 16℃ /1kW/ 31 (※) ※2022 8

※3 MDHAA15WIFI-BK MDHU15-BK/PB

※4 MDHU15-BK/PB MDHAA15WIFI-BK
8 5℃ 5

90cm
20 2015 1

12 /

従来比2倍(※2)の速暖性。

人間の呼吸音よりも静かな運転音

室温の最適制御で常に快適・63%節電 (※1)

室温のキープ率圧倒的NO.1 (※4)

・無駄な暖めすぎを防ぎ、63%節電(※1)

・従来の2倍(※2)素早く暖め、快適温度をキープ

・極めて静かな運転音

※

※2 150cm 1500W /11
/ 5℃ 5

32通り(※3)の温度コントロールを行う「オートアダ
プティブテクノロジー」で、部屋を暖め過ぎること
がなく、節電効果が高く電力消費を抑えられます。

外気温が5℃の寒い冬でも、室温が20℃に達するまで
に必要な時間は、わずか25分。従来ヒーターの2倍の
スピードでお部屋を自然に暖めます。

人の耳では何も聞こえないほどの静粛性を実現。
睡眠時はもちろん、作業や勉強に集中したい時、
映画や音楽を楽しみたいときにもおすすめです。

外気温が変化しても設定した温度を±0.1℃の範囲で
しっかりキープ。常に快適な温度で過ごせます。

高精度な32通り(※3)の温度コントロール 例 室内が速く暖まる様子

デロンギ・オイルヒーターとの違い：
マルチダイナミックヒーターは、製品内部にオイルを使用せず、金属モジュールを採用
することで、より緻密で高効率・省エネな温度制御を実現しています。



風が出なくても部屋全体が暖かい 肌も喉も乾燥しにくい

デロンギ ヒーターは輻射熱（太陽が地球に熱を
伝える方式）で床・壁・天井にも熱を伝え、部屋
中を暖めるから体感温度が違います。20℃設定で
も部屋中快適です。

温風を出さないので、室内のほこりやハウスダスト、
ペットの体毛などを巻き上げることがありません。
発火、燃焼もないため、空気を汚しません。

【ゼロ風暖房(マルチダイナミックヒーター/オイルヒーター)共通の特徴】

温風を出さないから水分を奪われることがほとんど
なく、肌や喉にやさしい。快適に過ごせます。

火事が起きにくい安全設計

デロンギ ヒーター
は電気の力で製品
内部の熱源を温め
ます。燃料の補充
や交換の手間が無
く、お手入れも簡
単です。

燃料の補充が不要、お手入れも簡単

マルチダイナミックヒーターにおいては平均表面温度
は約60度のため触れてもやけどしにくく安心。

災害時など、ヒーター本体が倒れた際に自動で電源
をオフにする「転倒時電源遮断装置」、衣類がヒー
ター上部に落下するなどして、ヒーター本体が過度
に熱を持った際に自動で電源をオフにする「安全
ヒューズ」を搭載。

また、デロンギ独自の「安全プラグ」で異常過熱
（約80℃以上）したときにも、自動で電源をオフに
します。（特許第4209907号取得）

やけどしにくい表面温度空気を汚さない

試験施設：総合健康開発研究所
非盲検クロスオーバー比較試験、開始30分後の肌水分量を測定。
温度：24℃設定、湿度：50％設定、被験者：乾燥肌の20～40代女性（n=5）

【シミュレーションプログラム監修】明治大学理工学部建築学科 酒井 孝司 教授
【シミュレーション条件】建物の構造・断熱性：木造・新省エネ基準（Ⅳ地域）に適合・
6畳居室 運転時間:15～22時、設定温度:18～25℃、相対湿度:50％、外気温：拡張アメダス
データに基づいた東京の12月下旬の気温／着衣と代謝を考慮。

※イラストはイメージです



製品名
デロンギ マルチダイナミックヒーター Wi-Fiモデル

（ MDHAA09WIFI-BK ）

広さの目安 約6 ※1 ～ 8畳 ※2 電源コードの
長さ

2.5m

外形寸法
（幅✕奥行✕高さ）

275㎜×355㎜×665㎜
消費電力

（電力切替）

900W
（300/600/900）

本体質量 約8.5kg 電圧/周波数 100V/50-60Hz

■「デロンギ マルチダイナミックヒーター Wi-Fiモデル（ MDHAA09WIFI-BK ）」概要

【製品情報】

製品名 ：デロンギ マルチダイナミックヒーター Wi-Fiモデル
型式番号 ： MDHAA09WIFI-BK
カラー ：ピュアホワイト + マットブラック
価格 ：オープン
製品Webサイト：https://oilheater.delonghi.co.jp/product/mdhaa09wifi-bk.html

製品名 デロンギ マルチダイナミックヒーター（ MDHS12-BK / PB ）

広さの目安 約8 ※1 ～ 10畳 ※2 電源コードの
長さ

2.5m

外形寸法
（幅✕奥行✕高さ）

275㎜×440㎜×665㎜
消費電力

（電力切替）

1200W
（300/600/900/1200）

本体質量 10.0kg 電圧/周波数 100V/50-60Hz

■「デロンギ マルチダイナミックヒーター（ MDHS12-BK / PB ）」概要

製品名 ：デロンギ マルチダイナミックヒーター
型式番号 ： MDHS12-BK / PB
カラー ：ピュアホワイト＋マットブラック / マットブラック
価格 ：オープン
製品Webサイト：https://oilheater.delonghi.co.jp/product/mdhs12-bk.html

※1 日本電機工業会自主基準 ※2 デロンギ自社実験による。試験条件：新省エネルギー基準 外気温5℃、5面接触

※1 日本電機工業会自主基準 ※2 デロンギ自社実験による。試験条件：新省エネルギー基準 外気温5℃、5面接触

商標について
・Apple、Appleロゴ、Siriは米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
・App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
・Android、Google Play およびGoogle Play ロゴはGoogle LLCの商標です。
・AlexaはAmazon.com Inc.またはその関連会社の登録商標です。

■ 「デロンギ マルチダイナミックヒーター Wi-Fiモデル（ MDHAA12WIFI-BK ）」概要

製品名 ：デロンギ マルチダイナミックヒーター Wi-Fiモデル
型式番号 ： MDHAA12WIFI-BK
カラー ：ピュアホワイト + マットブラック
価格 ：オープン
製品Webサイト：https://oilheater.delonghi.co.jp/product/mdhaa12wifi-bk.html

※1 日本電機工業会自主基準 ※2 デロンギ自社実験による。試験条件：新省エネルギー基準 外気温5℃、5面接触

製品名
デロンギ マルチダイナミックヒーター Wi-Fiモデル

（ MDHAA12WIFI-BK ）

広さの目安 約8 ※1 ～ 10畳 ※2 電源コードの
長さ

2.5m

外形寸法
（幅✕奥行✕高さ）

275㎜×420㎜×665㎜
消費電力

（電力切替）

1200W
（300/600/900/1200）

本体質量 10.0kg 電圧/周波数 100V/50-60Hz

https://oilheater.delonghi.co.jp/product/mdhaa09wifi-bk.html
https://oilheater.delonghi.co.jp/product/mdhs12-bk.html
https://oilheater.delonghi.co.jp/product/mdhaa12wifi-bk.html


※1 独立調査機関調べ 2004年1月～2021年12月数量・金額シェア
※2 独立調査機関調べ 2021年1月～12月世界46カ国金額シェア

Better Everyday

デロンギ・グループの日本法人の「デロンギ・ジャパン株式会社」は1995年に設立。主な事業は、日本市場向け家庭
用・業務用電気製品の輸入販売となり、以下分野の商品・付帯サービスを取り扱っています。

1. オイルヒーター、マルチダイナミックヒーター、パネルヒーター、ファンヒーター等の暖房機器および空気清浄機能付きファン。
2. 全自動コーヒーマシン、エスプレッソ・カプチーノメーカー、ドリップコーヒーメーカー等のコーヒー機器。
3. ハンドブレンダー、フードプロセッサー、コンベクションオーブン、電気ケトル等の小型調理家電製品。

主力商品であるオイルヒーターは、2004年以来18年間、日本市場において販売台数・売上No.1※１の地位にあり、多く
のお客様から支持され続けています。コーヒー機器分野でも、日本だけでなく世界各国でコーヒーメーカー売上No.１
※2を獲得しており、優れた機能だけでなく、洗練された美しいデザイン性を備えたデロンギ製品は、世界の国と地域で
愛されています。

デロンギ(De’Longhi)は、20世紀前半より、イタリア北部の街トレヴィーゾでクラフトマンワークショップ（職人の作業
場）としてスタートしたイタリアの家電ブランドです。1974年に、最初の電気機器であるオイルヒーターを製造し、
工房から工場へと飛躍的に発展を遂げました。1990年代には、暖房器具の製造で使われる技術を用いて、コーヒーマシ
ンの開発・製造にも参入。コーヒー市場に積極的に新しい製品を投入し続け、現在、全自動コーヒーマシンをはじめと
するコーヒーマシン市場において世界的トップシェアを誇ります。

「Better Everyday」は、 2011年から続くデロンギのブランドスローガンです。消費者のニーズや時代に合わせて製品は
少しずつ変化しながらも、根底にあるこの想いは変わらず守り続けています。

「Better Everyday」は、デロンギがお客様へ提供したい「家で過ごす時間をより愉しく、心地よいひとときに変える」
というブランド・コンセプトを体現しています。人々の日常に寄り添うというコンセプトと、より豊かな時間をもたら
すという想いがこめられており、製品設計の際にもこの考えを大切にしています。デロンギ製品を使うお客様が、毎日、
より心地よく、より充実した、より愉しめる暮らしへ。まさに、「より良い毎日へ」というコンセプトです。

― ―


