オルスバーグ電気パネルヒーター

Berlin [ ベルリン ]

クイック操作ガイド

保存版

「クイック操作ガイド」はオルスバーグ電気パネルヒーター「ベルリン」を
簡単にお使い頂くための操作ガイドです。取扱説明書も良くお読みの上、正しくご使用ください。
ご注意！

初めて通電した時に、においや煙の発生が見られることがありますが異常ではありません。

●必要な時だけ電源を入れてお使いになる場合は、下記の操作でお使い頂くことが出来ます。
初めてご使用になる時 又は 長期間（24時間以上）ご使用にならなかった場合
①「F」ボタンを押し続けながら電源スイッチをON（ I ）にすると、ディスプレイに「17」と
表示され、約５秒後に「rE」と点滅表示する迄「F」ボタンを押し続けてください。
② 約 7 秒後、ディスプレィの点滅表示が「HO」に自動的に切り替わります。
③ 更に「F」ボタンを１回押すと、点滅表示が「22」に変わります。
※
「22」は設定温度が 22℃
（初期値）である事をあらわします。
④「F」ボタンを押すか、点滅のまま５秒以上経過すると「22」が点灯表示に変わり設定
室温が 22℃で確定します。
※この時「ベルリン」は、室温が21℃以下の時だけヒーターに通電し暖房運転を行います。

物を掛けるな！

やけどに注意！

ここまでの操作で、次回からは電源スイッチの ON( I ) ー OFF( O )
だけでお使い頂けます。

さらに便利に！
設定室温を変更したい場合は、「＋」又は「−」のボタンを押してご希望の設定室温に変
更する事ができます。（5℃〜 35℃）
※設定室温を変更した後メモリー操作をしないと、
次回電源投入時は初期値の「22」
（℃）に戻ります。

変更後の設定室温のメモリー方法
変更した室温が点滅するまで「F」ボタンを長押しします。（約５秒間）
変更した室温をメモリーすると、次回電源投入時は変更した設定室温で運転します。
注1

設定完了後、１分以内に電源スイッチを OFFにすると設定内容がメモリーされず、
次回の電源投入時に「ディスプレィ点滅機能」
（取説 P4、３−１参照）が働きます。

注2

24 時間以上電源スイッチを OFFにしておくと、メモリー内容がクリアされ初期状態
に戻ります。
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エコで 快 適な使い方

オルスバーグ電気パネルヒーター「ベルリン」は、内蔵のルームセンサーの働きにより、設定
室温に合わせて自動的にヒーターの通電を ON−OFFし省エネ運転しますが、「エコモード」
の設定をして頂くと更にエネルギーを節約しながら快適にお使いいただくことができます。

【エコモード5・７】を利用して、毎日をエコで快適に暖房します。
平日（月〜金曜日）日中 と 夜間毎日（日〜土曜日）エコ暖房
①【エコモード5】を9:00から8時間、設 定室温は5℃〜35℃の間
で任意に温度設定します。
平日5日間、日中ご不在時はヒーター通電を行いません。
※ 週末土日は通常運転となりますので、必要に応じて設定室温を下
げてください。
設定室温 22℃
5℃

②【エコモード7】を24:00から6時間、設定室温は5℃〜35℃の間
で任意に温度設定します。
夜間毎日、7日間深夜をエコに。

設定室温 22℃
【エコモード5】運転
9：00

平日5日間連続

5℃

17：00

【エコモード7】運転
24：00

夜間毎日

翌朝6：00

エコモード設定
【エコモード5】（昼間連続 5日間作動）の設定方法
平日昼間（5日間連続）決まった時刻に自動的に予め設定した室温に
下げ省エネ運転を行います。
ご注意！ 動作開始の希望時刻に設定を行ってください。

【エコモード 7】（夜間毎日作動）の設定方法
夜間毎日決まった時刻に自動的に予め設定した室温に下げ、省エネ
運転を行います。
ご注意！ 動作開始の希望時刻に設定を行ってください。

❶
【エコモード5】を動作させたい時刻になった時に、ディ
スプレイに「h」が点滅表示されるまで（約5 秒後）
「5」
ボタンを長押しします。
「h」が数回点滅した後自動的に「05」
（初期値）の点滅
表示に切り替わり【エコモード5】ランプがゆっくり点滅
し始めます。
❷次に【エコモード5】の動作時間を設定します。
初期値の「05」は、
設定を行った時刻より5時間
【エコモー
ド5】を動作させます。
動作時間は、1時間から23時間まで1時間単位で変更で
きます。
「＋」
「−」ボタンを押し、ご希望の動作時間に変更してく
ださい。
※
「01」
：1時間、
「02」
：2時間……「23」
：23時間
❸
「F」ボタンを押すと動作時間が決 定し、ディスプレイは
「d」の点滅表示に替わります。
❹次に曜日を設定します。
❸の操作で「d」が数秒点灯した後、
自動的に「1」
（初期値）
が点滅表示されます。
初期値の「1」は「月曜日」を意味します。
「＋」
「−」ボタンを押し、設定している日の曜日に合わせ
てください。
※数字は以下の通り曜日を表します。
1：月曜日
2：火曜日 3：水曜日 4：木曜日
5：金曜日 6：土曜日 7：日曜日
❺
「F」ボタンを押すと曜日が確定し、ディスプレイは「17」
の点滅表示に替わります。
※動作させない曜日に「6・7」を設定することで、曜
日を変えて使用することも出来ます。
（例）水木がお休みの場合
1：金曜日、2：土曜日……6：水曜日、7：木曜日
※動作させない曜日は必ず2日間連続となります。

●ゆっくり点滅
【エコモード 5】動作中

●点灯
【エコモード 5】待機中

❻次に【エコモード5】の動作温度を設定します。
❺の 操 作 で 点 滅 する「17」は、設 定 室 温 を自 動 的 に
17℃に下げることを意味します。
設定室温は5℃から30℃まで変更可能ですが、初期値
は17℃となっています。
「＋」
「−」ボタンを押し、ご希望の動作時間に変更してく
ださい。
※
「05」
：5℃、
「06」
：6℃……「30」
：30℃
❼
「F」ボタンを押すと【エコモード5】の設定が確定し、
【エ
コモード5】ランプ（緑）がゆっくりと点滅し【エコモー
ド5】の設定が完了します。
※
【エコモード5】ランプがゆっくり点滅している時は【エコ
モード5】が動作中です。
【エコモード5】ランプが点灯している時は【エコモード
5】が待機中です。

●ゆっくり点滅
【エコモード 7】動作中

❶【エコモード7】を動作させたい時刻になった時に、ディ
スプレイに「h」が点滅表示されるまで（約5 秒後）
「7」
ボタンを長押しします。
「h」が数回点滅した後自動的に「07」
（初期値）の点滅
表示に切り替わり【エコモード7】ランプがゆっくり点滅
し始めます。
❷ 次に【エコモード7】の動作時間を設定します。
初期値の「07」は設定を行った時刻より7時間【エコモー
ド7】を動作させます。
動作時間は、1時間から23時間まで1時間単位で変更で
きます。
「＋」
「−」ボタンを押し、ご希望の動作時間に変更してく
ださい。
※
「01」
：1時間、
「02」
：2時間……「23」
：23時間
❸「F」ボタンを押すと動作時間が決 定し、ディスプレイは
「℃」の点滅表示に替わります。
❹ 次に【エコモード7】の動作温度設定をします。
❸の 操 作 で「℃」が 数 回 点 滅した 後、自 動 的 に「17」
（17℃・初期値）の点滅表示に替わります。
初期値の「17」は設定室温を17℃に下げることを意味
します。
設定室温は5℃から30℃まで変更可能です。
「＋」
「−」ボタンを押し、ご希望の動作時間に変更してく
ださい。
※
「05」
：5℃、
「06」
：6℃……「30」
：30℃
❺「F」ボタンを押すと【エコモード7】の設定が確定し、
「エ
コモード7ランプ（緑）がゆっくりと点滅し【エコモード
7】の設定が完了します。
※
【エコモード7】ランプがゆっくり点滅している時は【エコ
モード7】が動作中です。
【エコモード7】ランプが点灯している時は「エコモード
7」が待機中です。

●点灯
【エコモード 7】待機中

詳しくは取扱説明書P８、9の
エコモードの設定方法をご覧ください。

※設定完了後1分以内に電源スイッチをOFFにすると設定内容がメモリーされません。

