
快適のくつろぎ空間を演出 
Provides soothing warmth in a relaxed space.

FeatureFeature

コルクマット　Cork mat

本畳マット　Real tatami mat

じゅうたんマット　Carpet mat

デニムマット　Denim mat

赤毛せんマット　Red rug mat

No installaiton work bench which is simply spread out 
in the room.

1.お部屋に置くだけ、 
　工事不要の暖房ベンチ 

2.あらゆる場所にフィットするデザイン 

3.安全設計の電気温水器を内蔵 

4.体の中から暖める遠赤外線快適暖房 

5.どの暖房より低いランニングコスト 

Good design which is fit to all situation.

Built-in electric hot-water heater of safe design.

Comfortable thanks to far infra-red radiation heating.

Compared to other heating devices, operating cost 
have been lowered considerably.

ISO14001とは、ISO（国際標準化機構）が定める
環境管理の国際規格です。 

朝日興業株式会社は［ISO14001］の 
認証を取得。 

Overview of our company's main products

エンジンポンプ 
Engine pump

温水床暖房システム 
Floor heating system

プレス金型 
Press tool

ジェットバスポンプユニット 
Jet bath pump unit

カスケードポンプ 
Cascade pump

定圧給水井戸ポンプ 
Constant pressure water supply well pump

バーチカルポンプ 
Vertical pump

マグネットドライブベーンポンプ 
Magnet drive vane pump

ベーンポンプ 
Vane pump

特殊モーター 
Special motor

食器洗い機用ポンプ 
Dishwashing pump

発売元　Sole Agent

本社・本社工場　〒503-0997　岐阜県大垣市長松町848の1 
Head Office and Plant　848-1 Nagamatu-cho,Ogaki-shi Gifu-pref 503-0997 

TEL（0584）91-6121 FAX（0584）91-7970 
URL/http://www.asahikogyo.co.jp 
E-mail:kaitenki@asahikogyo.co.jp

Manufactuer.ASAHI INDUSTRY CO.,LTD

製造元　Manufacturer

Overview of our company's main products

朝日　　（大　）有限公司 
ASAHI INDUSTRY  (DALIAN).CO.,LTD 

大　保税区中　大厦8＃2-A 
TEL（0411）732-1107 
　　　　　　　 1108 
FAX（0411）732-1106



らくらく操作・ 
簡単メンテナンス 

環境と人に優しい電気温水暖房ベンチは、 
座る人が実感できる快適なくつろぎを演出します。 

場所を選ばないシンプルなデザイン、 
豊富なバリエーションは、 

潤いある室内空間の創造をお手伝いします。 
心の芯まで伝わる優しい温もりは、 
ひとときの安らぎを提供します。 

Gentle on the environment, gentle on people. An electric hot-
water heated bench which provides utter comfort and relaxation.
Suitable for any location. Simple design. Rich choice of 
variations. Helping to create a luxurious interior.
Gentle warmth reaching your very heart: for peaceful relaxation.

Gentle warmth reaching your very heart.

項　　　目 仕　　　様 
定 格 電 圧 
型 式 
定 格 消 費 電 力 
定 格 電 流 
定 格 流 量 
定 格 時 間 

使 用 液 

液 温 設 定 

 
連続運転 
プロピレングリコール希釈液 
エチレングリコール希釈液 
5段階調節 
おやすみモード 

Rated voltage

Type

Rated power consumption

Rated current

Rated flow

Rated time

Used liquid

Heating liquid temperature control

 

Continuous operation

Propylenglycol diluted solution

Ethyleneglycol diluted solution

5 settings 

Night mode

 
 
 

1.5l/min

100V
FHS-6ss（4） 
960W 
9.6A

220V
FHS-6ss（4）-220V 

990W 
4.5A

Item Specification

UsesUses

Can be made to order. Very simple operation, easy maintenance.

Sitting together, enjoying 

Meeting place of institution.

Hospital, Dental clinic.

Beauty parlor, Barber.

Eating house, SUSHI bar.

Dining hall, Restaurant.

Old-age home, Old-aged institution.

公共施設集会所 

病院、歯科医院 

美容院、理髪店 

料理店、寿司店 

一般食堂、レストラン 

老人ホーム、高齢者施設 

Temple, Church.

Welfare facilities of company.

School in the miscellaneous category.

General house.

Waiting room of station.

寺院、教会 

会社厚生施設 

各種学校 

一般住宅 

駅待合室 檜畳マット　Hinoki cypress tatami mat

簡単操作のタッチパネルは、どなたでも安心して
ご利用になれます。また、着座部分の取り外しが容
易で、掃除などのメンテナンスも簡単です。 
The touch-panel can be operated by anybody. The seat panel is 

removable, allowing easy cleaning and straightforward 

maintenance.

自在なオーダーメード 
が可能です 

材質・デザインなど、お客様の様々なご要望
にお応えできるオーダーメードが可能です。 
Material and design can be chosen according to your 

wishes.
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