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和 heat は導電性カーボンファイバーを
和紙の混紗技術を用いてシート化した高機能材料です。

材料特性としては

①低電気抵抗　②高加工性　③高遠赤外線放射性などが挙げられます。

製造技術としての特徴は、本来疎水性であり、パルプ繊維よりも

比重の大きいカーボンファイバーを長繊維が中心のパルプ溶液に均一に分散しすき込むことにより

電気的特性がほぼ一定のシートを生成できる点です。

カーボン和紙をヒーターとした場合は、遠赤外線の輻射性能が高い為、被加熱（保温）物への熱伝達効率が高く

金属系やカーボン粒子の面状発熱体と異なり、温度変化による電気抵抗変化や突入電力の発生などが無く

高温環境下における材料の変形等による経年劣化もないので、長期間安心してご使用いただけます。

ヒーターの熱源以外でも応用開発が進んでおり、電気の逃げ道を作ると電波を吸収したり

電界や磁界を遮断する性質を生かした電磁シールド分野への応用も研究されています。

カーボン繊維の種類、量や配列の調整により遮断する電波の周波数が変えられるため、一般通信用の電波を

シャットアウトしながら、警察や病院などで使われる緊急通信用の電波を通す壁を作るといったこともできます。

当社では、同製品は日本の産業界を変える新技術だと自負しております。

カーボン発熱シート（和 heat）カーボンファイバー 和紙の混紗技術

鉄よりも10倍以上軽く鋼より何倍も強度のある炭素繊維は

最先端技術を駆使した航空機の翼の重要な主要素材として

使われる最先端科学の結晶です。その炭素繊維を日本が世

界に誇る伝統和紙に均一に混入する事に成功した特許技術

を基に開発されたのが、この『和 heat』です。

日本の伝統和紙技術と炭素繊維の融合︕

融
合
融
合

和ヒート

炭素繊維

和 heat の材料の特徴・特性
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和 heat は和紙と同じ薄さ（0.1mm）・軽さでありながら

電気を通す特性を持っており、即座かつ均一に発熱し

遠赤外線を効率よく室内に放射できます（放射率 97％＊）

カーボンファイバーの電気抵抗による熱が発生

炭素和紙の温度の上昇に合わせて輻射熱（遠赤外線）が発生

＊東京都立産業技術研究センターによる測定値

和 ヒートは多種多様な床素材の仕様が可能で
広い面で均一かつ迅速に暖めます

原材料︓導電性カーボン繊維＋複合パルプ繊維＋PET フィルム
シート厚︓約 0.4mm（和 heat 0.1mm+PET フィルム 0.15mm× 両側）

電圧 電流電流

電極 和 heat（発熱素子） 電極

理想的な床暖房

カーペットやクッションフロアや畳
※要床暖対応素材・床下地配線溝

フローリング・石など多様な床素材
※要床暖対応素材・床下地配線溝
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和 heat の特徴

遠赤外線の輻射性能が高い為、被加熱（保温）物への熱伝導が高効率です。温度変化による
電気抵抗変化や突入電力の発生などが無く、クリープ現象等による経年劣化もありません。

FASTFREE
幅広いオーダー

設計自由度が高く、設計から製品化まで短期間で対応
できます。仕様変更、小ロット多品種にも対応可能です。 
幅広い電圧へ対応（AC/DC）・形状を問わず狭～広面積
に利用いただけます。

あたたまる
時間・具合
設定温度への上昇カーブはほぼ直線です。
輻射性能が高いので床材への熱の伝わりが早い。 
施工内容（断熱材の有無や床材の種類）によって左右
されますが、概ね 3 ～ 5 分で暖房効果を発揮できます。

80
℃

MAX

97
%

放射熱

遠赤外線放射性能 表面温度

遠赤外線放射率が 97％と非常に高い。
室内を遠赤外線が多く飛び交うので体感値としての作
用温度効果が極めて高くなります。

表面温度は 80℃が上限です（標準仕様の場合）
より高温のもの（120℃MAX や 200℃MAX、300℃
MAX 等）も技術的に可能です。

40
%

消費電力・
通電稼働率

輻射性能が高いことにより設定温度までの上昇が早い
ので、実際の通電稼働率 35 ～ 45％となり電気代は低
く抑えられます。

400
kg耐荷重性能

1ｃ㎡あたり 400kg の耐荷重試験をクリアしており、
局所荷重に対して高い安全性を誇ります。

40
gうすさ

カーボン和紙は 0.1mm、標準仕様のヒーターにした
場合は 0.4mm と非常に薄く、設置場所を選びません。

0.1
mm 軽さ

カーボン和紙は 40g ／㎡、標準仕様のヒーターにした
場合は 500g ／㎡と非常に軽く、容易に設置できます。
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遠赤外線は太陽光にも多く含まれている 4 ～ 1000μｍの波長の電磁波で人体に非常に吸収されやすく、安全な
輻射エネルギーであり微細血管の拡張、血液循環の促進、
新陳代謝の促進が図られるという効果があります。

寒い冬でも日なたにいると、ぽかぽかと暖かく感じるのは
太陽の熱が輻射エネルギーとしてじかに身体に届いている
からです。

これが「輻射熱（遠赤外線）」の効果です。暖かいモノに触れたり
温風を送ったりしなくても、物に直接熱を伝えて表面温度を
上げるのです。この輻射熱を利用したものが、輻射暖房です。
床暖房からの輻射熱は、部屋の空気だけでなく
壁や天井、人体にも熱を伝えて表面温度を上げます。
暖められた壁や天井からも二次的な輻射熱が放射されるので
部屋中がおだやかな暖かさに包まれます。

日本では電機器具や電熱器具から発生する『電磁波』に関して
殆ど問題視されておらず基準や規定なども設定されていませんが、
欧米では電磁波が人体に及ぼす悪影響に関して注意を促し基準なども
設けられています。
国連の WHO( 世界保健機関）でも電磁波が人体と健康に及ぼす影響に
警鐘を鳴らしています。

通常のヒーター線式床暖はヒーター線上では 160mG（ミリガウス）
以上の高い電磁波が発生しており、一般的に安全ガイドラインの

『2.5mG』より 64 倍の電磁波を身体に浴びている事になります。
実験結果では床上 110cm まで離れないと安全ガイドラインの 2.5mG にはなりません。
和ヒートは有害な電磁波を出さず『遠赤外線』で人体を暖める健康的な暖房です。

遠赤外線の特徴と効果

医療にも使われる遠赤外線の効果

電磁波の健康障害

☆リウマチ︓ 血行改善で疼痛の減少と自己治癒力の向上
☆関節痛　︓ 血行を良くし代謝改善により肩こり・腰痛・膝痛の軽減
☆血管疾患︓ 血液循環を良くし脳梗塞や心筋梗塞等の予防効果
☆高血圧　︓ 末梢血管が拡がり血流がスムーズになり血管の負担減 
☆肥満　　︓ 代謝改善と発汗によるカロリー消費量アップ
☆冷え性　︓ 毛細血管を活性化し血流をスムーズにして症状の改善
     　　　（一般的効果で実際の効果には個人差があります）

頭寒

輻射熱

輻射熱

血液の循環を良くする

足熱

足熱
伝導熱

和 ヒート床暖房

2300
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1150
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床からの高さ（mm）

床面より天井までの温度分布
床暖房 温風暖房

温度（℃）

床

和 heat は遠赤外線放射率が 97％と非常に高く、室内に多くの遠赤外線が放射されるので
体感値としての作用温度効果が極めて高くなります。   遠赤外線の持つ深達力によって体の
内部まで熱が伝わり、体を芯から温めることができます。
乾燥も少なく換気の心配も無く、電磁波フリーで快適かつ健康的に過ごすことができます。

見えない電磁波が床から...
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和 heatは足元から優しく暖めてくれます。暖かい空気が天井近くにたまり足元が冷えることや
イヤな臭いやホコリ、気になる温風や空気の乾燥もなく、常に快適な空間で過ごす事ができます。
無風なためホコリ、花粉、ペットの毛、ダニの死骸を巻き上げることもなく、アレルギーやぜんそくで
お困りの方に最適な暖房です。水蒸気の発生もないので、結露やカビの繁殖も抑えます。
燃焼式と違いCO2を排出しないので、地球にも優しい暖房器具です。

FT-15

A　接続端子 B　サーモスタット C　温度センサー

直接配線

床暖房としての 和 heat床暖房としての 和 heat

専用電源回路（100V/200V)

A

B

C

直径：50～ 60mm 直径：32 ～ 40mm23~30 × 60~70mm
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●電源は交流 100V もしくは単相交流 200V です。
●結線部（1）はファストン端子圧着接続。結線部（2）は製品添付の絶縁被覆付き丸端子圧着後、
　ネジにより端子結線してください。結線は必ず、結線図にしたがってください。
●温度センサーやサーモスタットは、必ずヒーターに接触するように埋設施工してください。
　サーモスタット・温度ヒューズを使用する場合は、法令で定められた数量を施工するようにしてください。

ターミナル BOX 配線

和 heat 0.4mm

和 heat 0.4mm

サーモスタット線
(V

CT)
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理想的な畳暖房

厚み：55mm

厚み：13mm

床暖房用の畳

一般的な畳

合板（床板）

コンパネ

畳 ※床暖房対応の畳を使用
コントロールパネル（壁）

断熱材

CONCRETE OR
WOOD SUBFLOOR

合板：12mm

合板（床板）
木組下地

※畳の仕様は、地域・メーカーにより異なる場合がございます。

断熱材／配線スペース
畳の下地

根太：30mm

畳の下地 木組下地
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仕上材の選択

仕上材の種類 施工方法 適合 注意事項

木質床材

耐熱フローリング ・根太固定 ○
・耐熱性のフローリングをお選びください。
・ヒーター部および電極部にクギ等を打ち込まないよう

にご注意ください。

耐熱直貼
フローリング

・ヒーター上に
下地合板 △

・接着剤は各フローリングメーカー指定のものを使用し、
全面接着してください。

・クギなどの併用もご考慮ください。

木質系床材 コルクタイル
（床暖房専用品）

・ヒーター上に
下地合板 △

・乾燥による収縮の少ないものをお選びください。
・裏に塩ビシートを貼ったものは、熱伸縮率が大きいの

で使用しないでください。

たたみ 床暖房専用
特殊たたみ

・ヒーター上に
仕上下地合板 ○

・たたみ用床暖房システムについては、お問合せいただ
くようお願いいたします。

カーペット

ニードルパンチ
カーペット

・ヒーター上に
下地合板 △

・収縮が大きい為問題となることがあります。
全面接着としてください。

タフテット
カーペット

・ヒーター上に
下地合板

・グリッパー
・置敷

○
・接着剤は耐熱仕様のものをご使用ください。
・毛足の長い物は蓄熱性が高い為、使用を控えてくださ

い。
・グリッパーを使用になる場合、ヒーター敷設部分を避

けてご使用ください。

ウィルトンカーペット
・ヒーター上に

下地合板
・グリッパー
・置敷

○
・毛足の長い物は蓄熱性が高い為、使用を控えてくださ

い。
・グリッパーを使用になる場合、ヒーター敷設部分を避

けてご使用ください。
・アンダーフェルトは蓄熱性が高い為、ご使用の際には

必ずご相談ください。

ビニル系床材

クッションフロアー ・ヒーター上に
下地合板 △

・接着剤は耐熱仕様のものをご使用ください。
・店舗用、重歩行用のものが適しています。
・薄物は目地が目立ちますのでご注意ください。
・長時間同地場所に物を置きますと変色することがあり

ます。
・伸縮が大きく、目地も目立ち、クラックが発生する可

能性があるので適していません。

ビニルタイル ・ヒーター上に
下地合板 △

石・タイル
石材
磁器質タイル
など

・ヒーター上に
仕上下地合板 △

・熱容量が大きいため、使用する仕上材、下地合板の厚
  みをご検討ください。材質によっては床暖房の仕様に
  適さないものがありますので、仕上材各メーカーに
  ご確認ください。
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壁暖房としての 和 heat壁暖房としての 和 heat
和 heat を壁部に施工する事により、結露の発生を抑え無結露の快適空間を作ります。
これは、カビ・ダニの発生を抑えるだけではなく結露水が躯体へ浸透し凍結・爆裂・ヒビ割れが起こるのを防ぎ
ます。

和 heat はシート厚0.4mmという特性から、床面だけでなく壁面にも
設置可能ですので、スペースの限りがある場所への対応も可能です。
また熱エネルギー変換効率が良く、設定温度になると電力供給を自動
的に停止する仕組みや即暖性の面から見ても、使用電力 ( ランニング
コスト ) が抑えられ極めてリーズナブルです。

シンプルな仕組みだからこそ耐久性も良く約10年程度はメンテナンス
フリーでご使用いただけます。
一般家電のハロゲンヒーターは3,000~8,000時間、カーボンヒーター
は5,000~10,000時間（当社調べ※）といった耐久性に比べ、和 heat 
は30,000時間以上という超高寿命を誇ります。

※大手メーカー各社カタログ参照による

サーモグラフィー写真

壁部施工事例（北海道）
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和 ヒートの多様性

和 heat には日本の伝統文化である和紙と、近年応用開発が進んでいるカーボンを
組み合わせた特殊な繊維素材を用いています。最大の特徴は発熱体が「面」であること。
これにより全面に温度 差のない安定した発熱が可能になりました。
設計自由度が高く、設計～製品化まで短期間で対応できます。
また、仕様変更も容易で、小ロット多品種にも容易に対応可能です。
幅広い電圧へ対応（AC/DC）・形状を問わず狭～広面積に利用いただけます。

壁掛けヒーター 1㎜ストーブ 足温器

ロードヒーティング 屋根融雪 乾燥設備

農業設備 防災マットヒーター防寒着

壁暖房 陶板浴 X線透過手術台ヒーター
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一般の電気式床暖房の中には、洗面所や脱衣室など湿気の多い場所は設置できなかったり設置を避けるように勧め
られるケースなどが有りますが、和 heat は耐熱性・電気絶縁性・防水性に優れるフィルム構造にすることで湿気
の多い床下での長期使用に耐えられるように設計されています。

徹底した安全対策

電気安全試験規格（PSE）に適合しています。
納品後も安心をお約束する、あらゆる事態を想定した保険に加入しています。

当床暖房システムはコントローラーによる通常の温度制御とは別に異常過熱防止用のセンサー（セーフティサー
モスタット）を併用しています。センサーが異常過熱を感知すると内部にある接点が開き、ヒーターの電流を自
動的に遮断します。コントローラーによる制御系統とは別々に分かれているため、仮にコントローラーが故障し
て温度制御が出来ない状態になったとしても、温度の上昇を抑えられる仕組みになっています。

電気安全法適合・PL 保険

PSE適合マーク　
経済産業省の定める日本の電気安全法に適合した製品で、電気用品製造事業届済みの国内
の工場で製産されています。

PL保険（生産物賠償責任保険）　
第三者に引き渡した物や製品に起因した場合の損害を、身体障害または財物損壊が生じる
ことを条件としてカバーする賠償責任保険です。

耐熱性 OK 絶縁性 OK 防水性 OK安全法令 OK

経年劣化対策として特殊な複合フィルムを採用しています。
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製品保証

電気的性能の経年劣化や故障が発生す
る可能性が極めて少ないので、 耐久性
は100,000 時間以上を誇りコントロー
ラー以外は10年保証となります。

なが～い
　保証 !

22

燃焼式と違い
CO2 を排出しないので
地球にも優しい暖房器具です
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面状発熱体の変化

カーボン粒子自己制御
（PTC）ヒーター

遠赤外線放射性能
放射率 90 ～ 94％。放射レンジの 5 ～ 15μ
ｍ内で若干のムラがある。室温が低めでも
若干暖かく感じる。

消費電力
通電稼働率は約 100％だが、温度上昇に伴う
電気抵抗増加により、電力量は少なくなる。

和 heat

金属板・金属線ヒーター 電気回路負荷
面積あたりの定格出力が比較的大きめに
なっているので、若干負荷がかかる。

温度上昇性能
設定温度への上昇カーブはほぼ直線で、温
度上昇は早いが、遠赤外線が放射されない
ので、熱の伝わりは接触伝導のみとなる。

素材安定性
累積通電 5 千～１万時間程度で初期性能の
80～90％へ低下。それ以降は緩やかに低下。

素材安定性
温度の上昇に応じてシートが縮小＆膨張を
繰り返すので、若干の性能低下が発生。

温度上昇性能
温度の上昇に比例して電気抵抗が上昇する
ので、設定温度に近づくにつれて温度上昇
カーブは緩やかになり、時間がかかる。

遠赤外線放射性能
ヒーターからの遠赤外線の発生は皆無。
暖められた床材からの放射のみとなる。
室温が低いと、それに応じて寒く感じる。

電気回路負荷
突入電流が大きいので、コントローラーや
1 次側のブレーカー等への負荷が発生する。

電磁波放射
人体に有害と言われる波長の電磁波が発熱
個所より発生。

消費電力
通電稼働率は 50％程度。ただし定格出力は
大きめ。 

電磁波放射
人体に有害な波長の電磁波は発生しない。

温度上昇性能
設定温度への上昇カーブはほぼ直線。輻射
性能が高く、熱の伝わりが、熱エネルギー
輻射と接触伝導となり、非常に早くなる。

消費電力
通電稼働率は定格出力に対して 25 ～ 45％
程度。

電磁波放射
人体に有害な波長の電磁波は発生しない。

遠赤外線放射性能
放射率 97％。放射レンジの 5 ～ 15μｍ全域
で放射。身体への熱伝達効率が良いため、
室温が低めでも暖かく感じる。

素材安定性
ヒーター部分については構造上、劣化する
個所が無いため、経年劣化は発生しない。

電気回路負荷
突入電流が発生しないので、コントローラー
や他回路への負荷は定格以上に発生しない。

技術進化

品質改善
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ヒートショックを起こしやすいのは
特に冬場の冷え込んだトイレ・洗面室・浴室など
極端な温度差がある場所です。
トイレも、排便でいきむと血圧が上がり
排便後急激に血圧が低下するため
ヒートショックが起こりやすくなります。

ヒートショックが起きやすい場所

なぜ冬場に、高齢者が入浴中のヒートショックを
引き起こすのでしょうか。ヒートショックは、おもに家の
中の温度差により起こることがわかっています。
真冬は、暖房をつけている暖かい部屋と暖房をつけていない
浴室やトイレの温度差は、10℃を超えるといわれています。

暖かい部屋から寒い浴室に移動すると、体は室温の急激な変化から
体温を調節するために、ブルブルと筋肉を震わせて熱を作ります。
同時に血管を細くして、皮膚の下に流れる血液の量を減らし
体の熱を外に逃がさないように調節します。血管が縮むと
血液が流れにくくなるので、血圧は急上昇します。しかし、浴槽の温かいお湯につかることで血管は拡張し
急上昇した血圧が今度は急激に低下してしまうのです。
その後も、浴槽から出て体を洗ったり、あるいは熱い湯船からいきなり出て寒い脱衣所に移動することなど
一連の入浴行動の中で血圧は急激に大きく変動します。

健康な若い人なら血圧の急上昇や急下降にも耐えられるかもしれませんが、高血圧や糖尿病、脂質異常症など
動脈硬化が進行した高齢者では、血圧の上昇による心筋梗塞、致命的な不整脈、脳梗塞や脳出血などを引き起こし
やすくなっています。反対に、血圧が低下することでめまいやふらつきが起き、または意識を失って
転倒や溺死という結果を引き起こすこともあるのです。

ヒートショックが起こるしくみ

トイレ 洗面脱衣所 お風呂

暖かい室内

血圧安定 血管が縮んで
血圧が上昇

血圧が
さらに上昇

血管が広がり
血圧低下

寒い脱衣所 浴室も寒い 熱めの浴槽内

血圧値
90

血圧値
90

血圧値
120

血圧値
150

危険

危険

2 度の激しい「温度差」により２回の血圧急変

家庭の浴槽での溺死者数

2500

2000

1500
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1000

0
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4

43

2004 年（n=2870）
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13 132521 232029337282214
257

617

894

1217

2106

581

38
68

1359

11

5-
14

15-
24

25-
34

35-
44

45-
54

55-
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74

75-
84

85-
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95-
以上

（年齢︓歳）

和 heat は床から直接足に熱を感じる『伝導』のほか、床面全体が均等に温まり
その熱が『輻射』されて人体や天井などに吸収され、さらにその熱がまた『輻射』されるという

『伝導』『輻射』ダブルの熱効果で暖かさを体感することができるのでヒートショックをおだやかに抑えられます。

ヒートショック対策
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８畳間 【標準︓FT-15　8 枚】

部屋面積
ヒーター縦（１枚）
ヒーター横（１枚）
ヒーター枚数
ヒーター敷設面積
敷設率
定格電力
使用時間 / 日
通電時間率
１ヶ月の使用電力量

13,25 ㎡
1,511mm  
635mm  
8 枚 / 部屋  
7,69 ㎡ 
58% 
1,300W
8h  
40%  
123kwh/ 月  

3.64m

3.64m

FT
-1
5

FT
-1
5FT-15

FT
-1
5FT-15

FT
-1
5FT-15

FT-15

電力単価＝24 円 /kwh として算出

1 ヶ月の電気代➡ 2,949 円

※東京ガス HP 実測データより出典
※試験条件︓８畳１室（1 日 8 時間運転、外気温 8℃、ガス料金 108.8/ ㎡、電気料金 24 円 /kwh）
※算出金額は概算であり、各住宅の環境や使用条件により変動します
※１日＝８時間使用、１ヶ月＝30 日使用、１年間＝５ヶ月使用として算出
※ガス温水式は 10m 年毎に熱源機交換必要。

0 2,000

2,949 円

3,900 円

6,800 円

4,200 円

3,400 円

4,000 6,000 8,000

電気 PTC式

電気（従来式）

ガス（従来型）

ガス（Eジョーズ）

和 heat

1ヶ月間

0 10,000

14,745 円

19,500 円

34,000 円

21,000 円

17,000 円

20,000 30,000 40,000

電気 PTC式

電気（従来式）

ガス（従来型）

ガス（Eジョーズ）

和 heat

1年間

0 50,000

73,725 円

97,500 円

170,000 円

105,000 円

85,000 円

100,000 150,000 200,000

電気 PTC式

電気（従来式）

ガス（従来型）

ガス（Eジョーズ）

和 heat

５年間

0 100,000

147,450 円

195,000 円

340,000 円

210,000 円

170,000 円

200,000 300,000 400,000

電気 PTC式

電気（従来式）

ガス（従来型）

ガス（Eジョーズ）

和 heat

10年間

エアコンや電気ストーブなどで空気を暖めることは多くのエネルギー（電気量）を必要とします。しかも、せっか
く暖めた室内の空気も、通常２時間程度で全て自然換気で入れ替えてしまうことにより、空気を暖めること自体が
非常に効率が悪く不経済的です。
遠赤外線ヒーターで床を暖めることにより、電気から輻射熱への変換の比率が大きくなるので「電気→熱→空気→
人体」といった加温プロセスのエアコン類に対して、遠赤外線床暖房は「電気→輻射熱エネルギー→人体」という
加温プロセスになり非常に効率的であり、じつは省エネでエコな暖房手段です。

業界コスト比較表

ランニングコスト参考

8℃

20℃

30℃

外気温度

室内温度

床表面温度

フローリング　12mm
床下断熱　　　30mm
建物Ｑ値　　　2.3の場合
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定格出力︓AC100V 650Ｗ 6.6A（4枚）
200Ｖ＝8枚直列で接続（8の倍数で並列接続）

1511mm×635mm（単体抵抗値3.8Ω）
100Ｖ＝4枚直列で接続（4の倍数で並列接続）

定格出力︓AC200V 1312W 6.6A（8枚）

FT-15

　

定格出力︓AC200V 1040W 5.2A（8枚）

1208mm×635mm（単体抵抗値4.8Ω）

定格出力︓AC100V 520Ｗ 5.2A（4枚）
200Ｖ＝8枚直列で接続（8の倍数で並列接続）
100Ｖ＝4枚直列で接続（4の倍数で並列接続）

FT-12

905mm×635mm（単体抵抗値6.4Ω）
100Ｖ＝4枚直列で接続（4の倍数で並列接続）
200Ｖ＝8枚直列で接続（8の倍数で並列接続）
定格出力︓AC100V 390Ｗ 3.9A（4枚）
定格出力︓AC200V 780W 3.9A（8枚）

FT-9

コントロールに付属
（10m線付）

VSF 2.0 VCTF 2.0
配線（オプション）

１芯線
（サーモスタット用）

２芯線
（和ヒート用）

FTC-01（1面制御用） FTC-02（2面制御用） FTCS-03（小面積用）

周辺部材
サーモスタット 温度センサーコントロールパネル

 

 　
602mm×635mm（単体抵抗値154Ω）
100Ｖ＝1枚単列で接続（1の倍数で並列接続）
定格出力︓AC100V 65Ｗ 0.65A（1枚）

FT-6S

602mm×635mm（単体抵抗値9.5Ω）
100Ｖ＝4枚直列で接続（4の倍数で並列接続）
200Ｖ＝8枚直列で接続（8の倍数で並列接続）
定格出力︓AC100V 260Ｗ 2.6A（4枚）
定格出力︓AC200V 520W 2.6A（8枚）

FT-6

1511mm×635mm（単体抵抗値61Ω）
100Ｖ＝1枚単列で接続（1の倍数で並列接続）
定格出力︓AC100V 162.5Ｗ 1.62A（1枚）

FT-15S

 

1208mm×635mm（単体抵抗値76Ω）
100Ｖ＝1枚単列で接続（1の倍数で並列接続）
定格出力︓AC100V 130Ｗ 1.3A（1枚）

FT-12S

905mm×635mm（単体抵抗値103Ω）
100Ｖ＝1枚単列で接続（1の倍数で並列接続）
定格出力︓AC100V 97.5Ｗ 0.975A（1枚）

FT-9S

 和ヒート 仕様一覧
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施工実績

秋葉原 / スタジオ
スタジオ床面

浅草橋 / オフィスビル 
壁面コールドドラフト防止・結露防止用ヒーター
二重床フロア用ヒーター

F 電機株式会社　本社ビル
社長室、会議室 

名古屋／クリニック　香気浴恩賜幼稚園つつじが丘保育園
保育室床面

虎ノ門／オフィスビルビル 
壁面コールドドラフト防止・結露防止用ヒーター
二重床フロア用ヒーター
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川口／老人介護施設
居室床・壁面（床・壁・ベッド）

都内私立大学
壁面コールドドラフト防止・結露防止用ヒーター、二重床フロア用ヒーター

川口／老人介護施設
施設内陶板浴施設

名古屋／サロン
躯体壁面全面へ電磁波シールド材料として施工

都内／ビルディング
役員会議室、社長室、常務専務役員室（最上階）
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株式会社ケイエスシー
386-0002 長野県上田市住吉 54-1  上田インタービル5 階
Tel : 026-829-9722　Fax : 026-827-6801

省エネ 健康 快適

暮らしと社会と環境に貢献します


