
メーカー 商品名 品番 メーカー 商品名 品番

ﾌﾟﾗｽﾞﾏｸﾗｽﾀｰ 加湿

加湿器 空気清浄機

注文番号 本体色 税込標準価格 注文番号 本体色 税込標準価格

¥104,500
(税抜 \95,000)

メーカー 商品名 品番 メーカー 商品名 品番 メーカー 商品名 品番 

加湿 サーキュレーター サーキュレーター

空気清浄機 DC大型 23cm 首振りタイプ

注文番号 本体色 税込標準価格 注文番号 本体色 税込標準価格 注文番号 本体色 税込標準価格

メーカー 商品名 品番 メーカー 商品名 品番 メーカー 商品名 品番 

ハイブリット ハイブリット 上給水ハイブ

加湿器 加湿器 リッド加湿器

注文番号 本体色 税込標準価格 注文番号 本体色 税込標準価格 注文番号 本体色 税込標準価格

¥23,430 ¥27,060
(税抜 \21,300) (税抜 \24,600)

メーカー 商品名 品番 メーカー 品番 品番 品番 

ボトル加湿器

（オーブ)

注文番号 本体色 税込標準価格 本体色 注文番号 注文番号 注文番号

メーカー 商品名 品番 メーカー 品番 品番 品番 

しずく型超音波

加湿器

注文番号 本体色 税込標準価格 本体色 注文番号 注文番号 注文番号

¥28,500
（税抜 \25,910)

オープン オープン

¥9,380
(税抜 \8,528)

54652 ホワイト

税込特別価格

(税抜 \13,910)

30206

税込特別価格

286522
(税抜 \17,800)

2022年 加湿器・換気対策商品チラシ

テクノス

612163

EL-C311 HD-2400F

シャープ シャープ

(税抜 \3,437)

(WT)ホワイト
(BL)ブルー

ホワイト 251715

上記参照
(B)ブルー
(W)ホワイト
(P)ピンク

オープン

(税抜 ￥1,982)

¥3,780

税込特別価格

上記参照

アイリスオー
ヤマ

アイリスオー
ヤマ

アイリスオー
ヤマ

アイリスオー
ヤマ

(税抜 \43,819)

¥48,200

HD-900F

PCF-HM23-W

税込特別価格

トップランド

¥2,180

KC-M50B-W

税込特別価格

アイリスオー
ヤマ

¥15,300 ¥18,600

税込特別価格

シャープ

税込特別価格

HV-R120-W KI-M850SS

614077

¥48,200
(税抜 \43,819)

税込特別価格

610047 シルバーホワイト

PCF-DC23-W 

¥19,580

税込特別価格

54651

(税抜 \62,728)

\38,500　(税抜 \35,000)

オープン

ホワイト 612161

ダイニチ

税込特別価格

¥17,400

税込特別価格

UHK-500-W

ホワイト

¥17,100

SH-OR30

オープン

ダイニチ

(税抜 \16,910)

HVH-500R1-W

税込特別価格

ホワイト
(税抜 \15,546)

\23,100　(税抜 \21,000)

税込特別価格

HVH-700R1-W

286594

株式会社友愛コーポレーション
札幌支店：TEL011-702-6250　帯広支店：TEL0155-61-3215

台数限定・季節商品の為、品切れの際は
ご容赦ください。

  お問い合わせ先

 ウイルス対策には、湿度５０％以上が必要です！上手に加湿と換気を♪

¥27,300
税込特別価格

251719

税込特別価格

HD-700F
\29,700　(税抜 \27,000)

税込特別価格

¥21,800
281717

(税抜 \19,819)

税込特別価格

HD-500F

ホワイト154066 オープン

オープン

ホワイト ホワイト

(税抜 \15,819)
オープン

¥69,000
税込特別価格

税込特別価格

オープン

税込特別価格

¥61,400

(税抜 \24,819)

(税抜 \55,819)

HD-1800F

612162

税込特別価格

オープン

税込特別価格

¥53,800
(税抜 \48,910)

HD-1500F

チラシ有効期限：2022年12月31日まで

・ハイブリット式（温風気化式×自然気化式）

・加湿目安 木造：12畳／プレハブ：19畳

・加湿能力：700mL/h

・連続加湿時間：7.1h

・タンク容量：5L

・ 大消費電力：325W

・幅375ｘ奥行208ｘ高さ376mm

・約5.4kg

・電源コード長：1.5m

ヒーターON・OFF切替

静音で快適！約19畳

・ハイブリット式（温風気化式×自然気化式）

・加湿目安：木造8.5畳／プレハブ：14畳

・加湿能力：500mL/h

・連続加湿時間：10h

・タンク容量：5L

・ 大消費電力：266W

・幅375ｘ奥行約208ｘ高さ約376mm

・約5.4kg
・電源コード長：1.5m

ヒーターON・OFF切替

静音で快適！約14畳

・オフタイマー機能付（1、3、5時間）
・自動OFF機能：約8時間
・触れても熱くないので安全
・超音波式

・加湿能力：30ml/h
・電源：ＵＳＢ ・消費電力：1W
・幅60×奥行45×高さ60mm
・電源コード長 約1m

【注文番号：610485】(WT)ホワイト
【注文番号：610486】(BB)ブルー

数量
限定

・静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、

プレフィルター、加湿フィルター
・風量：強・中・静音
・消費電力：84W(空気清浄/「強」運転時)
・空気清浄畳数：約38畳
・加湿適用畳数：約22畳
・プラズマクラスター適用畳数：約22畳
・幅410×奥行340×高さ684mm
・約13kg 

・静電HEPAフィルター、ダブル脱臭フィル

ター、加湿フィルター

・風量：強・中・静音
・消費電力：62W(空気清浄/「強」運転時)
・空気清浄畳数：約23畳
・加湿適用畳数：約13畳
・プラズマクラスター適用畳数：約13畳
・幅400×奥行220×高さ600mm
・約8.4kg 

・ハイブリッド式

・消費電力（50／60Hz）110W

・適用床面積（目安）木造和室8.5畳

・プレハブ洋室14畳

・ 大加湿量約500ml／h

・連続加湿時間約9時間

・加湿モード3段階（弱・中・強）

・温度設定40～70%

・切タイマー1～9時間

・タンク容量約4.5L

・コードの長さ約1.4m

便利な上から給水タイプ

&バケツ式タンクの2WAY仕様

・加湿量:約240ml/時 ・消費電力:26W

・適用床面積:木造/4〜6畳相当

鉄筋/6〜8畳相当

・電気代:約0.7円/時

・サイズ:幅23.0×奥行き23.5×高さ25.5cm

・本体質量:1.2kg

アロマ対応。

おしゃれな超音波加湿器メレンゲ

【注文番号：251713】(B)ブルー
【注文番号：251707】(W)ホワイト
【注文番号：614049】(P)ピンク

数量
限定

ペットボトル装着！超音波式

車内等プライベート空間にも。

プラズマクラスターで除電×
スピード除電気流×

HEPAフィルター！約38畳

場所を選ばないスリムタイプ
なのに、パワフル！約23畳

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

数量
限定

・電源：AC100V、50/60Hz

・定格消費電力：35W

・適用床面積：～50畳

・幅約31.2×奥行約27.5×高さ約40 

・質量：約3kg

・電源コード長さ：約1.5m

・送風モード：連続（10段階）

・リズム（3段階）

適用畳数“約50畳”

広い空間もパワフル送風

風の到達距離は“約35m。

・電源AC100V（50／60Hz共用）

・消費電力（左右首振り時）28／29W

・角度調整6段階

・適応床面積～20畳

・コードの長さ約1.4m

扇風機よりもパワフル送風の

サーキュレーター

静音モード搭載

毎年人気のHDシリーズ。お部屋になじむ1台。

【共通性能】

・ハイブリット式（気化式×温風気化式） ・幅375×奥行190×高さ375mm

・電源コード長：2ｍ

【HD-500F】

・加湿目安 木造：8.5畳

プレハブ：14畳
・加湿能力：500ｍｌ/ｈ

・連続加湿時間：8h

・タンク容量：4Ｌ

・消費電力：163W

・約4.5㎏

【HD-700F】

・加湿目安 木造：12畳

プレハブ：19畳
・加湿能力：700ｍｌ/ｈ

・連続加湿時間：6.7h

・タンク容量：4.7Ｌ

・消費電力：285Ｗ

・約5.1㎏

【HD-900F】

・加湿目安 木造：14.5畳

プレハブ：24畳
・加湿能力：860ｍｌ/ｈ

・連続加湿時間：5.5h

・タンク容量：4.7Ｌ

消費電力：470Ｗ
・約5.1㎏

ダイニチ ハイブリッド加湿器

パワフルな加湿量と高い浸透率！

【HD-1800F】

・加湿目安 木造：30畳

プレハブ：50畳
・加湿量：1800mL/h

・連続加湿時間：6.7h

・9.4kg

・ 大消費電力：390W

【HD-2400F】

・加湿目安 木造：40畳

プレハブ：67畳
・加湿量：2400mL/h

・連続加湿時間：5h

・9.6kg

・ 大消費電力：818W

【HD-1500F】

・加湿目安 木造：25畳

プレハブ：42畳
・加湿量：1500mL/h

・連続加湿時間：8h

・9.4kg

・ 大消費電力：380W

【共通性能】

・ハイブリット式（気化式×温風気化式） ・幅450x奥行348x高さ410mm

・タンク容量：12L(6Lx2個) ・電源コード長：2m

ダイニチ ハイブリッド加湿器

空気浄化・消臭・除電・フェイスケア・環境など

さまざまなシーンで活躍できるプラズマクラスター

プラズマクラスターは実績を認められて、移動空間

交通機関・公共施設などのさまざまな業種で活躍中

・高505×幅370×奥行245mm

・本体重量 約8.5kg

・適用畳数 木造和室20畳

プレハブ洋室33畳

・湿能力 強：1200mL/h 弱：320mL/h

・連続加湿時間 強：約5.8h 弱：約22h

・タンク容量(L) 約7.0L

・消費電力 強：735W 弱：15/18W（50/60Hz）

・コードの長さ 約1.8m

大容量加湿&どっちも給水



メーカー 商品名 品番 メーカー 商品名 品番

セラミック セラミック

ヒーター ヒーター

注文番号 本体色 標準価格 注文番号 本体色 標準価格

メーカー 商品名 品番 メーカー 商品名 品番 メーカー 商品名 品番

セラミック セラミック ミニファン

ヒーター ヒーター ヒーター

注文番号 本体色 標準価格 注文番号 本体色 標準価格 注文番号 本体色 標準価格

メーカー 商品名 品番 メーカー 商品名 品番 メーカー 商品名 品番

人感ｾﾝｻｰ付 パネル テーブル

ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ ヒーター ヒーター

注文番号 本体色 標準価格 注文番号 本体色 標準価格 注文番号 本体色 標準価格

メーカー 商品名 品番 メーカー 商品名 品番 メーカー 商品名 品番

石油 ポータブル ポータブル

ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ ストーブ ストーブ

注文番号 本体色 標準価格 注文番号 本体色 標準価格 注文番号 本体色 標準価格

メーカー 商品名 品番 メーカー 商品名 品番 メーカー 商品名 品番

グラファイト グラファイト

ストーブ ストーブ

注文番号 本体色 標準価格 注文番号 本体色 標準価格 注文番号 本体色 標準価格

メーカー 商品名 品番 メーカー 商品名 品番 メーカー 商品名 品番

ｶｾｯﾄｶﾞｽ ｶｾｯﾄｶﾞｽ ｶｾｯﾄｶﾞｽ

ｽﾄｰﾌﾞ ﾏｲ暖 ｽﾄｰﾌﾞ ﾃﾞｶ暖 ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ

注文番号 本体色 標準価格 注文番号 本体色 標準価格 注文番号 本体色 標準価格

税込特別価格

お問い合わせ先

株式会社友愛コーポレーション
札幌支店：TEL011-702-6250　帯広支店：TEL0155-61-3215

2022年 暖房用品チラシ 台数限定・季節商品の為、品切れの際は
ご容赦ください。

 寒さが厳しい季節も、温かく快適に！

¥27,280

税込特別価格 税込特別価格

税込特別価格

シャープ HX-RK12 シャープ HX-RS1

上記参照
(W)ホワイト
(T)ブラウン

オープン 上記参照
(W)ホワイト
(T)ブラウン

オープン
(税抜 \29,800)

¥32,780

KPH1223 コイズミ KPH1226 おおたけ GS-MF621TC

321143 シルバー オープン

税込特別価格 税込特別価格 税込特別価格

アイリスオー
ヤマ

JCH-127D-W SKジャパン SKJ-KT35P テクノス DH-450

44469 ホワイト オープン

ブラウン

251694 ブラック オープン

税込特別価格 税込特別価格 税込特別価格

(税抜 \9,273)

税込特別価格

オープン 614051 ホワイト オープン

ダイニチ FW-S25S3-W トヨトミ RS-S29M-W コロナ SX-2422Y-S

税込特別価格 税込特別価格 税込特別価格

ホワイト

アラジン AEH-G100B-W AEH-GM903N-W テクノス

オープン

ES-K710-W

321126 シルバー オープン 321127 ホワイト オープン 251697

¥10,800
(税抜 \9,819)

アラジン

¥10,800
(税抜 \9,819)

¥7,480
(税抜 \6,800)

(税抜 \24,800)

コイズミ

¥19,300

321146 シルバー オープン 321140 ホワイト オープン

321128 ホワイト オープン 321130

¥20,700
(税抜 \18,819)

¥18,500
(税抜 \16,819)

614050 ホワイト オープン

(税抜 \2,982)

¥3,280

(税抜 \3,346)

¥3,680

電気ストーブ

¥20,700
(税抜 \18,819)

¥7,280
(税抜 \6,619)

¥14,100
(税抜 \12,819)

¥10,200

(税抜 \17,546)

イワタニ CBSTVDKD2 イワタニ CBGFH5

¥12,100 ¥17,100 ¥33,900
ﾒﾀﾘｯｸｸﾞﾚｰ \38,830(税込)

\35,300(税抜)

(税抜 \30.819)
614073 ホワイト \14,229(税込)

\12,936(税抜)

(税抜 \11,000)
614074 アイボリー \19,200(税込)

\17,455(税抜)

(税抜 \15,546)
614075

税込特別価格 税込特別価格 税込特別価格

イワタニ CBSTVMYD2

電池も電源コードも不要！

家中どこでも暖かさを持ち運ぶ

・木造：3畳 コンクリ：4畳

・ 大発熱量：約1.0kW (約900kcal/h)

・ガス消費量：約76g/h (弱運転時:約64g/h)

・本体サイズ：312×222×290mm

・重量約2.6kg(カセットガス含まず)

チラシ有効期限：2022年12月31日まで

・適応面積 木造和室：～6畳

コンクリート(鉄筋)：～8畳

・消費電力：1200W ・コード長：約1.8m

・タンク容量：約3.1L ・質量：約5.5kg

・幅 420×高さ 420×奥行 175mm

足元をしっかり温め

加湿も清潔にたっぷりと

【注文番号：321015】(W)ホワイト
【注文番号：321057】(T)ブラウン

・適応面積 木造和室：～6畳

コンクリート(鉄筋)：～8畳

・消費電力：1200W

・コード長：約1.8m ・質量：約3.1kg

・幅 190×高さ 460×奥行 190mm

コンパクトで持ち運びやすい

パワフル暖房

【注文番号：321115】(W)ホワイト
【注文番号：321089】(T)ブラウン

空気浄化・消臭・除電・フェイスケア・環境など

さまざまなシーンで活躍できるプラズマクラスター

プラズマクラスターは実績を認められて、移動空間

交通機関・公共施設などのさまざまな業種で活躍中

・消費電力：1200W/1150W (50/60Hz)

・電力切換スイッチ：強/弱/切

・コード長：約1.8m

・電気代(1時間あたり)：約32.4円

・タイマー：1/2/3時間切タイマー

・本体サイズ：約28.5×22.5×67cm

・本体質量：約3.5kg

人感センサーが人の動きを感知して

自動的に運転・停止を行います

・本体サイズ:360×130×295mm

・重量:2900g

・コード長:1.8m

・消費電力:1200W

・電力切換スイッチ:強弱切換え

・搭載機能:人感センサー/二重安全転倒スイッチ

安心、省エネの人感センサー

コンパクトで幅が広いタイプ

・本体サイズ：W17×D13×H24.9cm

・重量約0.96kg

・定格周波数50/60Hz

・消費電力600W

・電気代約18.6円／時

サーモスタット制御で省電力

トイレ、脱衣所などに 適

・パネルヒーターとしても使用可能

・カーボンタイプ 人感センサー付

・消費電力：130W

・電気代：約1.5円/h

・幅450×奥行350mm ・1.2kg（脚付き）

・フリースカバー、スタンド付属

・電源コード長：1.8m

机の下に取り付けて足元を

温めるテーブルヒーター

・消費電力：800W/400W 切替式

・電気代：約21.6円/h

・安全装置：転倒OFFスイッチ

・温度過昇防止器：温度ヒューズ133℃

・幅360×奥行167×高さ381mm

・約1.96kg

・電源コード収納フック付

・電源コード長：約1.8m

800Wのシンプル薄型設計

数量

限定

数量

限定

・消費電力 弱：600W 強：1200W

・サイズ：幅約23×奥行約13×高さ約36.5

・質量：約2kg

・電源コード長さ：約1.8m

コンパクトサイズながら

「すぐに」「しっかり」

暖めてくれる優れもの ・本体サイズ：約W470×D120×H325

・質量：約2.3kg

・コード長：1.8m

・ルームサーモ：切-1～5

・電気代(1時間当たり)：約8.6円

(スイッチつまみ「5」位置の場合)

・日本製

置き場所を選ばない

スリムボディを採用

・暖房の目安:木造/7畳

コンクリート/9畳

・暖房出力:2.50～0.68kW

・点火時間:35秒

・タンク容量:3.5L

・消費電力:強(大)/82W、弱(小)/49W

・本体サイズ：:W32.1×H39.3×D31.1cm(置台含む)

・質量:6.9kg

ワンタッチ汚れんキャップ搭載の

コンパクトタイプ

・サイズ(置台を含む)：幅42.8×奥行31.5×高さ45.3cm

・質量(Kg)：約7.4

・暖房出力 2.87kW～2.44kW

・暖房のめやす コンクリート10畳・木造8畳

・タンク容量 3.6L

・乾電池別売 単2(4本別売)

電子点火Pｏｎｐａ 高圧放電で

すぐに点火します

・本体サイズ：510×幅452×奥行324mm

・質量：7.6kg

・タンク容量：4L

・乾電池別売 単一形／2個使用

「電源（100V）不要」で

快適暖房

・本体サイズ：W300×D300×H610mm(突起含む)

・重量：約2.7kg

・電源：AC100V (50/60Hz)

・消費電力：1000W

・電力切替：1000W/750W/500W/250W

・暖房の目安：木造住宅4.5畳

コンクリート住宅7畳

・コードの長さ：1.5m

4段階切り換えでお好みの暖かさで過ごす

・電源:100V(50/60Hz)

・消費電力:900W

・電力切替:900W/450W

・本体サイズ：W300 x D300 x H810mm (突起含む)

・重量:約2.9kg

・コードの長さ:1.5m

0.2秒で暖まる起動の速さと

スマートなデザイン

カセットガス1本で

小型石油ストーブに

匹敵する暖かさ

・本体サイズ：361×311×364mm

・重量約4.3kg（カセットガス含まず）

・バーナー：ステンレス＆セラミック

・点火つまみ：ABS樹脂

・発熱量約1.35kW (約1,150kcal/h相当)

・ON/OFF式(火力調節あり)

電池も電源コードも使わず

温風でお部屋の隅々まで暖める

・本体サイズ：319×260×438mm

・重量約4.7kg(カセットガス含まず)

・点火つまみ：ABS樹脂

・ 大発熱量2.0kW（1,720kcal/h）

・ガス消費量標準運転時：約145g/h
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