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Dimplex Opti Fireplace 電気暖炉新製品 10 月 1 日全国発売開始 

～マンションでも憧れの暖炉のある暮らしを実現～ 

 

世界最大の電気暖房器具メーカー、グレン・ディンプレックス(本社：アイルランド)グループの日本法人である

株式会社ディンプレックス・ジャパン(東京都港区、代表取締役社長：笠間 聖司、以下 ディンプレックス)は

電気暖炉の新製品として Micro Stove(マイクロストーブ)、 Gisella(ジセラ)を 2017 年 10 月１日より順

次販売いたします。リアルな炎を再現する本格的な電気暖炉ながら、小型化・低価格化を実現し、より幅広

いユーザーへ、憧れの“暖炉のある暮らし”をご提供します。 

■Optiflame fire オプティフレーム ファイヤーシリーズの特徴 

・5 段階の光の反射・屈折による独自の炎効果。 

・電源を入れるだけで暖炉のある暮らしを気軽に愉しめます。 

・弱・強 2 段階運転切替のファンヒーター内蔵(暖房効果：3～8 畳) 

・LED ライト搭載で省エネ 



■オプティフレーム ファイヤーシリーズ新製品紹介 

Micro Stove  マイクロストーブ                                     

＜主な仕様＞ 

・サイズ：幅 350x 奥行 220x 高さ 422mm         

・本体重量：6.2kg                            

・型番・カラー：MCS12J・ブラック(B)              

・メーカー希望小売価格：オープン 

  

＜主な特徴＞ 

自分の部屋にさりげなく置ける、小さな電気暖炉です。  

ゆらめく炎とやさしい温もりを、身近に感じる日々をお愉しみいただけます。 

1．キャストアイアンスタイルのコンパクトデザイン           

2．マットブラック仕上げ   

3．炎効果だけの演出も可能 (イルミネーション効果：LED 7W) 

  製品本体背面上部の「メインスイッチ」のみを押すことで、炎効果のみの演出も可能です。 

 

 

 

 

 

Gisella ジセラ 

＜主な仕様＞ 

・サイズ：幅 580x 奥行 170 x 高さ 796 mm 

・本体重量：19kg 

・型番・カラー：GSL12NJ・ナツメグ(N) 

・メーカー希望小売価格：オープン  

 

＜主な特徴＞ 

奥行き 17 ㎝の薄型の電気暖炉。部屋にとけこむ木目調のシックなデザイン。 

壁と一体となり、ゆらめく炎がインテリアに味わい豊かな個性を灯します。                                                                          

1. 飾り棚付きの直線的なスリムデザイン 

2．木目調のシックな風合い 

3．便利なリモコン付き 

4．炎効果だけの演出も可能 (イルミネーション効果：LED 9W) 

  製品本体前面の右下の操作部カバーを開け、「メインスイッチ」のみを押すことで、炎効果のみの 

演出も可能です。 

 

 

 

 



Micro Stove Arkley Gisella

マイクロストーブ アークリー ジセラ

外観

型番 MCS12J AKL12J GSL12NJ

サイズ 幅 350 x 奥行 220 x 高さ 422 mm  幅 510 x 奥行 340 x 高さ 600 mm 幅 580 x 奥行 170 x 高さ 796 mm

本体重量(約) 6.2kg 18kg 19kg

カラー / JAN ブラック(B) / 4560254205195 ブラック(B) / 4560254205096 ナツメグ(N) / 4560254205225

電源 AC100V 50/60Hz AC100V 50/60Hz AC100V 50/60Hz

イルミネーション 7W 70W 9W

暖房弱(+イルミ) 603.5W 635W 604.5W

暖房強(+イルミ) 1200W 1200W 1200W

暖炉イルミネーション装置 LED LED LED

暖房目安 3～8畳 3～8畳 3～8畳

炎調整効果 ー ー ー

炎効果音 ー ー ー

付属品

本体、取扱説明書(保証書付) 本体、取扱説明書(保証書付) 本体、リモコン、

固定ブラケット・ビス、取扱説明書(保証

書付)

希望小売価格（税抜） オープン オープン オープン

補足
※本体転倒防止用に壁固定が必要と

なります。

消費電力

Optiflame fire /　オプティフレーム　ファイヤー　シリーズ

製品名

NEW NEW  

 

 

■会社概要 

社名   ： 株式会社ディンプレックス・ジャパン 

代表者  ： 代表取締役社長 笠間 聖司 

所在地  ： 〒108-0073 東京都港区三田 1 丁目 4 番 28 号 三田国際ビル 13 階 

設立   ： 1997 年 7 月 8 日 

事業内容 ： 再生可能エネルギー設備機器、暖房器等の住宅用設備機器、及びポータブル暖房製品、 

一般家電製品等の輸入及び販売 

資本金  ： 480,000,000 円 

URL   ： http://www.dimplex.jp/ 

 

■ディンプレックス社とは？： 

Dimplex(ディンプレックス)社は、1949 年に英国サウサンプトンにて設立されました。以来、約 50 年以上に

わたり暖房機器におけるトップメーカーとしての地位を確立し、Glen Dimplex(グレン・ディンプレックス)社(本

社：アイルランド)となった現在では、他のヨーロッパ企業各社との合併により、世界最大の電気暖房機器メー

カーとなっています。 

 

■補足：電気暖炉ショールーム  全ラインナップをご覧いただけます。 ※完全予約制 

名称   ： ディンプレックス・ジャパン 電気暖炉ショールーム Dimplex Premium Lounge  

場所  ： 〒108-0073 東京都港区三田 1 丁目 4 番 28 三田国際ビル 13 階 

TEL ： 03-6453-7241 

営業時間 ： 10:00～17:00 

定休日 ： 土・日曜、祝祭日 

http://www.dimplex.jp/


■本件に関するお問い合わせ先 

企業名 ： 株式会社ディンプレックス･ジャパン 

担当者名： 飯塚 千穂 

TEL： 03-6453-7241   FAX：03-5427-2330   Email： c.iiduka@dimplex.jp 
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