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●安全上のご注意
●各部名称、設置の方法と離隔距離
●運転の仕方
●安全装置
●運転上のご注意、お手入れの仕方
●保管の仕方、電源コードの点検
●故障診断
●アフターサービス・仕様
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Photon II
フォトン ツー

ふく射パネルヒーター Photon II

屋内専用

家庭用

【初めてのご使用に際して】
＜■白煙がでることがあります＞
初めてお使いになる場合には、”製品組み付け時に残存していた揮発成分
が加熱されて揮発する ”ことや、”ヒーター部などに付着した細かなホコリ
や湿気が加熱されて舞う ”ことがあります。
このようなときは、お部屋を十分に換気した上でご使用ください。

＜■においがでることがあります＞
初めてお使いになる場合や長時間使用していなかった場合は、ホコリや湿
気でにおいがでる場合があります。1日程度のご使用で解消します。
このようなときは、お部屋を十分に換気した上でご使用ください。

（保証書付）

この製品を安全に正しくお使いい

ただくために、ご使用の前にこの
取扱説明書をよくお読みになり、
十分に理解してください。
お読みになった後はいつでも参照
できるよう、大切に保管してくだ
さい。
取扱説明書の最終ページには、保
証書が付いております。



過熱により発火する
恐れがあります。

■ ■ ■

■ ■

●●

200Vに接続すると、発火の恐れ
があります。
また、タイマーや他機器と連動
するような配線を行うと、意図
しない暖房運転が開始され大変
危険です。

の記号はしなければならない
（強制）内容を示しています。
（右の図は電源プラグ
をコンセントから抜く）

■電源は、１００Vの壁コンセ
　ントに電源プラグを直接差し
　込んで取ってください。



■吹出口や吸込口を覆ったり、
　物を置いて通風を妨げたり
　しないでください。
　また、布団や洗濯物を掛けない
　でください。

電源コードが傷付くなどした場合は、直ちに使用を
中止して電源プラグをコンセントから抜いて修理を
依頼してください。
また、次のような場合にも、直ちに使用を中止して
電源プラグをコンセントから抜いて修理を依頼して
ください。

誤った修理を行うと、発火や感電の恐れがあります。
また、修理をせずに使用を続けると発火の恐れがあり
ます。

高温のヒーター吹出口に触るなど
するとやけどの恐れがあります。

この機器は、安全に責任を負う人
の監視又は指示がない限り、補助
を必要とする人（子供を含む）が
単独で機器を用いることを意図し
ていません。
この機器で遊ぶことがないように
子供を監視することが望ましいで
す。
泥酔などで正常な判断ができない
状態の方や操作に不慣れな方は、
操作を行わないでください。また、
幼児が操作をできない場所に設置
ください。必ず操作方法や危険を
理解した方が操作してください。

浴槽、シャワー及び水泳プールの
周辺部で、このヒーターを使用し
ないでください。

水のかかる恐れのある場所や、
湿度の高い場所に置かないで
ください。

■ヒーターをコンセントのすぐ下に置
かないでください。

■コンセントのそばで使用しないで
ください。



誤った修理を行うと、発火や
感電の恐れがあります。

感電の恐れがあります。

■ぬれた手で電源プラグ
　抜き差しやスイッチの
　操作をおこなわないで
　ください。

■電源コードをコンセン
　トから抜く場合には、
　必ずプラグを持って抜
　いてください。

■外装の隙間から、異物
　を差し込まないでくだ
　さい。

感電や故障の原因とな
ります。

コードを引っ張って抜く
と、コードやプラグが傷
み、発火する原因となり
ます。

倒れるとケガをする恐れが
あります。
横倒しの状態では使用しないで
ください。

■ヒーターの前面グリルは高温に
　なります。使用中は手を触れな
　いでください。

幼児が触らないよう、注意願い
ます。お手入れの際には、本体が
十分に冷めるまで触らないでく
ださい。



設置の方法と離隔距離

背面のスペースは75mm以上
前面のスペースは750mm以上

キャスター

操作部（天面）

・平らで安定した場所に設置してください。
・上方及び左右には、十分なスペースを設けてください。
・棚の下などの奥まった場所には、設置しないでください。
・前面はスペースを広く取ってください。

75mm
以上

150mm
以上 75mm

以上

コードホルダー
（背面）

前面グリル



運転の仕方

操作部

A B C D

A：運転ボタン
B：液晶表示部
C：“＋”, “－”ボタン

A 運転ボタン

オンタイマー
ボタン

通電インジ
ケーター

運転を開始する時に、このボタンを押します。再び
押すと、運転は停止します（スタンバイ状態）。

B

C

D

d

E

e

液晶表示部

“＋”ボタン
“－”ボタン

設定温度や、タイマー運転の時間等を表示します。

暖房運転中、設定温度より室温が低いため通電（加
熱）している時に、通電インジケーターが表示され
ます。設定温度より室温が高く、通電（加熱）して
いない時は、通電インジケーターは消灯します。

室温やタイマーの時間を変更する時に使用します。

オンタイマーを設定・解除する時に押します。オン
タイマー時間は３、６、９時間の中から選択します。

オンタイマー動作中に点灯します。

オフタイマー動作中に点灯します。

番 号 ボタン／表示 名 称 機 能

D：オンタイマーボタン
d：オンタイマーランプ
E：オフタイマーボタン
e：オフタイマーランプ

ON
TIMER

OFF
TIMER

ON
TIMER

OFF
TIMER

d e

E

オフタイマー
ボタン

オフタイマーを設定・解除する時に押します。オフ
タイマー時間は１、２、３時間の中から選択します。

｝

オンタイマー
ランプ

オフタイマー
ランプ



運転の仕方

■電源プラグを100Vコンセントにしっかり差し込みます。
電源接続

■運転ボタンを押すと電源が入り、暖房運転を開始します。暖房運転
　中に運転ボタンを押すと、スタンバイ状態（停止）となります。

【暖房運転中】

⇔
【スタンバイ状態】

電源の投入

ON
TIMER

OFF
TIMER

■”＋”, ”－”ボタンを押すと、室温設定を0.5℃刻みで増減させること
　ができます（設定温度範囲：7℃~28℃）。
　設定温度が室温より高く、ヒーターが通電（加熱）している状態で
　は、通電インジケーターが表示されます。

例）
設定温度20℃
室温　　18℃

例）
設定温度20℃
室温　　22℃

室温設定の変更

■以下の3パターンのタイマー運転が可能です。

パターン①：オンタイマーのみの設定（３、６、９時間から選択します。）
パターン②：オフタイマーのみの設定（１、２、３時間から選択します。）
パターン③：オフタイマーの動作後にオンタイマーを動作させる設定

■延長コードやマルチタップは絶対に使用しないでください。
■コードホルダーに電源コードを巻きつけた状態で使用しないでください。
　必ずコードホルダーから電源コードを外してご使用ください。
■長時間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いて
　ください。

■逆の順番（オンタイマー⇒オフタイマー）の設定はできません。
■パターン③において、オフタイマーとオンタイマーをそれぞれ
　3時間と選択した場合、３時間後も暖房運転は継続されます。

【ご注意】

オンタイマー・オフタイマー運転

通電ランプ点灯 通電ランプ消灯
【通電中】 【通電していない場合】



運転の仕方
＜パターン①：オンタイマーのみの設定＞

オンタイマーの設定フロー

オンタイマーの動作中、本機は以下のような状態になります。
　■暖房運転は停止します。
　■液晶表示部に、運転を開始するまでの残り時間と設定した室温を交互に
　　表示します。（残り時間表示10秒間 ⇔ 設定
　　室温表示5秒間）
　■オンタイマーランプが点灯します。

【暖房運転中（電源ON）】

⇒

ON
TIMER

OFF
TIMER

ｵﾝﾀｲﾏｰﾗﾝﾌﾟ

ON
TIMER

ON
TIMER

タイマー残り時間(10秒間)と設定した
室温(5秒間)を交互に表示します。

30分経過後

①暖房運転中にオンタイマーボタンを押します。
　オンタイマーランプが点滅します。

②“＋”, “－”のボタンを押し、暖房
　運転を開始するまでのタイマー
　時間を３種類から選びます。

③再びオンタイマーボタンを押し、タイマー時間を決定
　します。オンタイマーランプが点灯します。
　以下は、６時間に設定した場合の例です。

残り時間の小さな「5」は、0.5時間
（30分間）を意味します。

６時間後、液晶表示部は設定温度表示となり、暖房運転を開始します。



ON
TIMER

OFF
TIMER

ｵﾌﾀｲﾏｰﾗﾝﾌﾟ

運転の仕方
＜パターン②：オフタイマーのみの設定＞

オフタイマーの設定フロー

オフタイマーの動作中、本機は以下のような状態になります。
　■暖房運転は動作します。
　■液晶表示部に、運転を終了するまでの残り時間と設定した室温を交互に
　　表示します。（残り時間表示10秒間 ⇔ 設定
　　室温表示5秒間）
　■オフタイマーランプが点灯します。

【暖房運転中（電源ON）】

⇒

タイマー残り時間(10秒間)と設定した
室温(5秒間)を交互に表示します。

暖房運転を停止し、スタンバイ状態となります。

0.5時間経過後

⇒

1.5時間経過後

①暖房運転中にオフタイマーボタンを押します。
　オフタイマーランプが点滅します。

②“＋”, “－”のボタンを押し、暖房
　運転を停止するまでのタイマー
　時間を３種類から選びます。

③再びオンタイマーボタンを押し、タイマー時間を決定
　します。オンタイマーランプが点灯します。
　以下は、２時間に設定した場合の例です。

OFF
TIMER

OFF
TIMER

残り時間の小さな「5」は、0.5時間
（30分間）を意味します。



■逆の順番（オンタイマー⇒オフタイマー）の設定はできません。
■オフタイマーとオンタイマーをそれぞれ3時間で選択した場合
　は、3時間後も暖房運転が継続します。

【ご注意】

ON
TIMER

ON
TIMER

④“＋”, “－”のボタンを押し、暖房
　運転を開始するまでのタイマー
　時間を３種類から選びます。

⑤選んだタイマー時間を決定するために、オンタイマーボタ
　ンを押します。オンタイマーランプおよびオフタイマー
　ランプが点灯します。以下は、オンタイマー時間を9時間
　に設定した場合の例です。

運転の仕方
＜パターン③：オフタイマー⇒オンタイマーの設定＞

設定フロー

【暖房運転中（電源ON）】

①暖房運転中にオフタイマーボタンを押します。
　オフタイマーランプが点滅します。

②“＋”, “－”のボタンを押し、暖房
　運転を停止するまでのタイマー
　時間を３種類から選びます。

③「オンタイマーボタン」を押します。この操作によりオフ
　タイマー時間が決定し、続いてオンタイマー時間の設定に
　移ります。オンタイマーランプが点滅します。以下は、オ
　フタイマー時間を3時間に設定した場合の例です。

OFF
TIMER

暖房 ON

暖房 OFF

次のページへ続く

21時 0時 3時 6時 9時 12 時

オフタイマーは、設定した時間が経過した後にヒーターの運転を停止させます。またオン
タイマーは、設定した時間が経過した後にヒーターの運転を再開させます。
以下に、夜の 21 時に３時間のオフタイマーと
９時間のオンタイマーを設定する場合の操作
についてご説明します。 ３時間後（オフ

タイマー作動）

暖房ON

タイマー
　動作開始

９時間後（オン
タイマー作動）

暖房ON



⇒
⇒

オフタイマー残り時間(10秒間)と設定した
室温(5秒間)を交互に表示します。

オフタイマーが終了し、オンタイマーで暖房運転
を開始するまでのタイマーの残り時間と設定した
室温を交互に表示します。
この時、オフタイマーランプは消灯し、オンタイマー
ランプは点灯し続けます。

通常の暖房運転を開始します。

3時間経過後

6時間経過後

運転の仕方
＜パターン③：オフタイマー⇒オンタイマーの設定＞のつづき



■タイマー運転中に運転ボタンを押すとスタンバイモードとなり
　ます。

■タイマー運転中でも”＋”, ”－”ボタンを押すことで、室温設定を
　変更することができます。

ON
TIMER

OFF
TIMER ■タイマー運転中にオンタイマーボタンやオフタイマーボタンを

　押すことでタイマー運転を解除することができます。

オンタイマー・オフタイマー運転中の設定変更

チャイルドロックの設定・解除

＜①室温設定の変更＞

＜②タイマー運転の解除＞

＜③スタンバイモード＞

【設定完了時(点滅)】

⇒
【運転ボタン以外のボタンが操作された場合(点滅)】

【設定解除時(点滅)】

■”＋”, ”－”ボタンを同時に3秒以上押すことで、運転ボタン以外の
　すべてのボタン操作が無効になります。　

■”＋”, ”－”ボタンを同時に3秒以上押すことで、チャイルドロック
　を解除することができます。

運転の仕方



＜通常暖房時のオートオフ動作＞
（例）　9時に暖房運転開始

暖房 ON

12 時間操作無し

暖房ON

暖房ON

オートオフ

暖房OFF
21 時 0時 3時 6時 15 時 18 時9時 12 時 21 時

オートオフ機能
■操作が行われないと12時間後に自動的にスタンバイ状態となります。

運転の仕方

暖房 ON

12 時間操作無しオンタイマー 9時間 オートオフ

暖房OFF
21 時 0時 3時 6時 15 時 18 時9時 12 時 21 時

＜オンタイマー設定時のオートオフ動作＞
　（例）21 時に 9時間のオンタイマーを設定

暖房 ON

12 時間操作無し オートオフ

暖房OFF
21 時 0時 3時 6時 15 時 18 時9時 12 時 21 時

＜オフタイマー後のオンタイマー設定時のオートオフ動作＞
　（例）21 時に 3時間のオフタイマーと 9時間のオンタイマーを設定

オンタイマー 9時間

オフタイマー 3時間

暖房ON

暖房ON暖房ON

転倒時電源遮断装置
■ヒーターが倒れた場合、内部の転倒時電源遮断装置が作動してヒーター運転が停止
　します。転倒時電源遮断装置の作動中は、液晶表示部に ”OFF” が表示され、オフタ
　イマーランプとオンタイマーランプが点滅します。
　ヒーターを起こすと、再度暖房運転が可能となります。
温度過昇防止装置
■ヒーターの上面や前面グリルが覆われるなどして本体内部が過熱状態になった場　
　合、温度過昇防止装置が作動して暖房運転が自動停止します。運転を再開させるに
　は、まず過熱原因を取り除き、電源コードを抜いてヒーターを十分に冷まします。
　その後、再び電源コードを差し、運転ボタンを押します。

安全装置



①前面グリル（特に上部）は、高温になります。幼児などが触れることのない
　ようにご注意ください。
②ヒーターの直前で就寝されますと、熱中症等の恐れがあります。幼児・お年
　寄り・泥酔者のご使用に際しては、周りの方が十分にご配慮ください。

①お手入れの前に電源プラグをコンセントから抜き、本体各部を十分に冷まし
　てください。
②前面のホコリはブラシのついた掃除機で吸い取ってください。
③柔らかな布に水を含ませ、固く絞ってから拭いてください。
④汚れが取れないときには薄めた中性洗剤を使用してください。
⑤クレンザーやシンナー等は表面を傷つけますので、使用しないでください。
⑥内部には絶対に水を入れないようにご注意ください。

①ホコリの少ない、乾燥した場所で保管してください。
②製品に同梱されている袋でカバーをして保管してください。

①電源コードやプラグに破損や変形などの異常がないか、定期的に安全点検を
　行ってください。
②下記の症状がある場合には使用を中止してください。発火の恐れがあります。
 ■電源コードが熱い。
 ■電源コードを動かすと電源が切れたり入ったりする。
③修理は必ず販売店または弊社へご依頼ください。誤った修理は火災につなが
　ります。

お手入れの仕方

保管の仕方



電源が入らない プラグの外れ
ブレーカー落ち

正しく差し込む
原因を調べてから復旧させる

カーテンや家具等で空気の流
れが阻害されていないか

部屋が大き過ぎる
すきま風
室温設定が低い

障害物を取り除く
置き場所の変更

補助暖房を追加
すきま風の防止
室温設定を上げる

異臭がする 初めて使用される際に、
ニオイを感じることがある 1日程度の使用で解消する

プラグの異常

コンセントの異常 コンセントの修理

電源コードの半断線 使用中止（販売店またはお客
様相談窓口へご連絡ください）

ブレーカーが働く

“EE” が表示

契約電流以上の電気を使用

センサー類の異常 使用中止（販売店またはお客
様相談窓口へご連絡ください）

接続機器を減らす
契約電流を増やす

上記のことを調べても原因がわからない場合には、販売店又お客様相談窓口へご連絡ください。
電源コードが破損した場合は、お客様相談窓口もしくは販売店へご連絡ください。
不適切な処置は、発火の原因となります。

症　状 点検・原因 処　置

使用中止（販売店またはお客
様相談窓口へご連絡ください）

部屋の暖まり方が
不十分

電源プラグの過熱

電源プラグの過熱
コードを動かすと
電源が入／切する



フランス
９００W

100V 50/60Hz
3畳（木造住宅）～8畳（コンクリート住宅）※

型　　　　　　番
ふく射パネルヒーター PhotonII

XCPHO09-2WHXCPHO09-2BK

１．使用中に異常が生じた場合には、故障診断に従って調べていただき、なお異常があるときは
　　電源プラグを抜いてお買上げの販売店またはお客様相談窓口へご相談ください。
２．保証期間内の修理については、保証書に基づき、無料で行います。
３．保証期間経過後の修理については、修理により機能が維持できる場合にはお客様の要望により
　　有料で修理いたします。
４．この製品の補修用性能部品（製品の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 6年です。
５．販売店またはお客様相談窓口へご相談される場合には、下記の内容をご連絡ください。
　　①製品名、型番
　
　　②症状
　
　　③お買上年月日
　　
　　④お客様名、ご住所、電話番号

アフターサービス

(株 )ディンプレックス・ジャパンは、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報    （以下「個人情報」）
を下記のとおり、お取り扱いします。
①お客様の個人情報を、本商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を
　残すことがあります。なお、修理やその確認業務を協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、
　その他正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供しません。
②お客様の個人情報を、適切に管理します。
③お客様の個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

http://www.dimplex.jp/

TEL 0120-583-570　FAX 03-5427-2330
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製品名　ふく射パネルヒーター PhotonII 型番 XCPHO09-2BK / XCPHO09-2WH

保証期間　＊お買上日　　　年　　　月　　　日から１年間（本体）

＜無料修理規定＞
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせて
いただきます。
　　無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
　　お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様相談窓口にご相談ください。
ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店又はお客様相談窓口にご相談ください。
ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様相談窓口へご相談ください。
保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。
　　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
　　お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
　　火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の　　
使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
　　車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
　　本書のご提示がない場合、本書にお買い上げ年月日、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
　　離島又は離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の、出張に要する実費
　　取扱説明書に指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障及び損傷
本書は日本国内においてのみ有効です。
本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
販売店の連絡先は、上記保証書内をご参照ください。

※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についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はお客様ご
相談窓口にお問い合わせください。
※補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後６年です。
※This warranty is valid only in Japan.

１．
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　　（ロ）
２．
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４．
　　（イ）
　　（ロ）
　　（ハ）

　　（ニ）
　　（ホ）

　　（ヘ）
　　（ト）
５．
６．
７．

本書は、お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合には、下記＜無料修理規定＞に基づき無料修理を行うこ
とをお約束するものです。
詳細は、下記＜無料修理規定＞をご参照ください。

輸入元 株式会社ディンプレックス・ジャパン
 〒108 - 0073　東京都 港区 三田 1 丁目 4 - 28　三田国際ビルディング 13 階
 TEL：03 - 6453 - 7241　FAX：03 - 5427 - 2330

お客様相談窓口
　　　　フリーダイヤル　TEL：0120 - 583 - 570　FAX：03 - 5427 - 2330　[ 受付時間：平日　9：00 ～ 17：00]


