
さらなる省エネ性の進化と明るさアップ機能でますます魅力的に。

▶172.9 lm/wと高い省エネ性。（12畳タイプ LGBZ3617）
▶「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな
作業がしやすく。

シーリングライト エコナビ搭載タイプシーリングライト エコナビ搭載タイプ 発売中

パナソニック シーリングライト商品の詳しい情報は

菌・ウイルス・ニオイ対策を本気で考える方に。

▶現行モデル比約29％コンパクト★1。寝室や子供部屋などに最適な省スペース
の個室向けコンパクトタイプ。
▶次亜塩素酸による除菌＆ウイルス抑制★2★3。　　　　　　　　　　　　　
空気中（浮遊）の他、付着の菌・ウイルスまで抑制。　　　　　　　　　 
付着菌は適用床面積（8畳）にて実証。
▶次亜塩素酸が不快なニオイを吸着＆分解★4。パワフルかつスピーディに脱臭。

ジアイーノ ８畳用ジアイーノ ８畳用 発売中

パナソニック ジアイーノ商品の詳しい情報は

F-MVB10

ファンフィルターの自動洗浄機能が進化。

▶洗浄効率アップでファンフィルターのお手入れ回数が月１回→2か月に１回に減。
従来の約半分に。
▶夏の室内にこもった熱を温度センサーで自動排出。 不在時の熱ごもりを軽減。
（排熱ボタン）
▶本体高さが300mmと低くなったため、 レンジフード取替工事の際のスペース
制限が緩和。

エコナビ搭載 洗浄機能付 フラット形レンジフードエコナビ搭載 洗浄機能付 フラット形レンジフード 発売中

パナソニック レンジフード
商品の詳しい情報は

最新設備の、さらに詳しい情報をWEBでご紹介しています。   http://www2.panasonic.biz/es/最新設備の、さらに詳しい情報をWEBでご紹介しています。   http://www2.panasonic.biz/es/

LGBZ3616LGBZ3614

LGBZ3615

※1〈付着菌〉【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】約８畳の試験空間で、室内中央と室内奥に置いたシャーレに付着させた菌数を測定【除
菌の方法】次亜塩素酸　空間除菌脱臭機（Ｆ－ＭＶ１０００）を風量「強」・電解強度「強」運転で実施【対象】シャーレに付着した１種類の菌【試験結果】約１２
時間で９９％以上抑制〈試験番号〉北生発　２０１８＿００２８号 
〈付着ウイルス〉【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】約８畳の試験空間で、室内中央と室内奥に置いたシャーレに付着させたウイルス数を
測定【除菌の方法】次亜塩素酸　空間除菌脱臭機（Ｆ－ＭＶ１０００）を風量「強」・電解強度「強」運転で実施【対象】シャーレに付着した１種類のウイルス【試
験結果】約１２時間で９９％以上抑制〈試験番号〉北生発　２０１８＿００２９号　＊F-MVB10はF-MV1000と同等性能（当社評価による）

※2【試験機関】（一財）北里環境科学センター【試験方法】〈浮遊菌〉約6畳の試験空間で菌数の変化を測定〈浮遊ウイルス〉約6畳の試験空間でウイル
ス数の変化を測定【除菌・抑制の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機（F-MV1000）を風量「強」・電解強度「強」運転で実施【対象】〈浮遊菌〉浮遊した1
種類の菌〈浮遊ウイルス〉浮遊した1種類のウイルス【試験結果】約30分で99％以上抑制【試験番号】〈浮遊菌〉北生発2018_0026号〈浮遊ウイルス〉
北生発2018_0027号　＊F-MVB10はF-MV1000と同等性能（当社評価による）

FY-75DWD4-S

★1:F-MV3000とF-MVB10での体積比較（当社調べ）。
★2:〈付着菌〉約8畳空間での約12時間後の効果です。※1  
★3:〈浮遊菌〉約6畳空間での約30分後の効果です。※2

ラインアップを見直し、お求めやすい価格でお客様のニーズに対応。

▶ペンダントは6畳・8畳展開からワンランク
明るい8畳・12畳展開に。（一部商品）              
内装材の色が濃い和室などにもおすすめ。
▶消費電力大幅にダウンで効率アップ。
▶お求めやすい価格に値下げの商品を品ぞろえ。

主照明ペンダント・引き紐付きシーリングライト主照明ペンダント・引き紐付きシーリングライト 発売中

パナソニック ペンダント 引き紐付きシーリングライト
商品の詳しい情報は

LGB12622LE1 / LGB14622LE1 LGB12621LE1 / LGB14621LE1

LGB12628LE1 LGB12625LE1 / LGB14625LE1

LGB11626LE1 / LGB12626LE1 LGB12521LE1 / LGB14521LE1

消費効率
UP

価格
DOWN

消費効率
UP

価格
DOWN

消費効率
UP

消費効率
UP

畳数展開
UP

価格
DOWN

消費効率
UP

畳数展開
UP

価格
DOWN

消費効率
UP

和風ペンダント木枠（8畳用） 

希望小売価格
51,000円（税抜）→38,000円（税抜）

明るさ

約1.3倍※

※全灯との比較。

LGBZ3617

付属専用リモコン

細かな作業がしやすい
「明るさアップモード」。
ボタンを押すだけで、全灯時
の文字くっきり光よりも約1.3
倍明るいモードに。手芸など
細かな作業時にぴったりの
あかりです。

★4:性能低下を招くため、喫煙環境では使用しないでください。

インテリアをアップグレードさせる新しいデザイン。

▶テクスチャー・形状にこだわったデザイン。

デザインシーリングライトデザインシーリングライト 発売中

パナソニック シーリングライト
商品の詳しい情報は

LGBZ3548

LGBZ3606

LGBZ3547

・クリスタルガラスをモチーフにしたランダムカットな透明レリーフフレーム。
　見る位置によって表情が変わります。
 ・和食器をモチーフにした潔い面構成。
　シンプルながらも美しい陰影がアクセントに浮かび上がります。
 ・和紙照明をベースにしたやわらかいフォルムと糸巻き柄。
 　グローブから軽やかな光が透けるデザイン。

▶ 8畳3万～4万円代とお求めやすい価格帯。

異常な発熱を検知して電気火災を未然に防止。

▶電気火災につながる主な原因であるコンセント内部の
異常な発熱を検知して、電気火災を未然に防止。
▶突然遮断するのではなく、異常を音とランプでお知らせ。
さらに温度が上昇すれば、電気を自動遮断。
▶コスモシリーズワイド21・アドバンスシリーズとコンセ
ントプレートは統一規格、器具の連接もOK。

感熱お知らせコンセント感熱お知らせコンセント 2019年2月発売予定

パナソニック  感熱お知らせコンセント
商品の詳しい情報は

コスモシリーズ
ワイド21

アドバンス
シリーズ

アドバンスシリーズ
TV+TEL+LANの
組み合わせ例

商品仕様は変更になる
場合があります。
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工場・倉庫などの高天井に用いる直付型が新登場。

▶消費電力が1/5に。別置蓄電池含めたトータル提案を。
▶中～特高天井までを1品番で対応可。 　　　　　　　
選定が容易になり、設置間違いの抑制にも。
▶蓄電池交換が困難な高天井空間も、　　　　　　　　
電源別置型への改修でメンテナンスが容易に。
▶従来器具よりコンパクトになり、　　　　　　　　　　
同等以上の配光設計で、そのまま置換えが可能に。

LED 電源別置型非常灯 直付型 高照度LED 電源別置型非常灯 直付型 高照度 発売中

パナソニック　LED電源別置型非常灯 直付型 高照度
商品の詳しい情報は

NNFB87009

最新設備の、さらに詳しい情報をWEBでご紹介しています。   http://www2.panasonic.biz/es/

既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。
▶一般配光タイプも省エネ性能アップ。さらに高効率に。
▶簡単段調光（50％）機能を標準装備。従来の間引き点灯
に比べ、ムラの少ない光環境を実現。
▶細型化することで従来HID1kW本体 +ランプ1.5kW
からの置換え提案が可能に。受圧面積を抑えたことで
取付架台への負荷を軽減。より置換えがしやすく。
▶光漏れ対策を強化。ルーバー不要の光害対策タイプがさら
に充実。広角タイプも新登場。左右の光漏れを低減。

LED投光器（大型）LED投光器（大型） 発売中

パナソニック　グラウンド用 LED 投光器
商品の詳しい情報は

Sマルチ2000W形
Sマルチ1500W形

Sマルチ1000W形

コンセントの屋側設置用に、防水・簡易鍵付きガードプレートが新登場。

▶屋側でのコンセント設置時、カバーを閉め、簡易鍵を閉め
れば、防水性能を確保。〈JIS C0920 IPX4 〉
▶カバーを閉め、簡易鍵を閉めれば、コンセントへのいたずら
防止に効果。
▶カラーバリエーションは「ホワイトシルバー」「シャンパンブロ
ンズ」「ホワイト」「ブラック」の４色。建築物の壁などの
色彩に合わせたコーディネイトが可能。

防雨薄型コンセントガードプレート防雨薄型コンセントガードプレート 発売中住宅・非住宅両用

パナソニック  防雨薄型コンセントガードプレート
商品の詳しい情報は

ガードプレートを
閉じた状態

WTF7983S

ナノイーXを標準装備。空気がキレイに！

▶ナノイーXを標準搭載。目に見えない空気の汚れを抑制して清潔に。
▶業界トップの省エネ性。高い APF値を実現し、全ての能力で業界 NO.1※1。
▶快適ロング気流で大空間にも対応。 吹出し口形状の最適化により気流の到達距離が最大13ｍ※2。                
設置可能な天井高さも4.3ｍ。

オフィス・店舗用エアコン 天井吊形室内機オフィス・店舗用エアコン 天井吊形室内機 発売中

パナソニック  オフィス・店舗用エアコン 天井吊形室内機商品の詳しい情報は

PA-P40/45/50/56/63/80T6(S)GA
PA-P112/140/160T6GA

※1 2018年5月現在。Gシリーズ（高効率）との組み合わせにおいて。
※2 P140・P160形のみ

27・32タイプのモデルチェンジをはじめ、グループ制御コントローラー同梱タイプや
フルフラットルーバーなど、さらにバリエーション豊富に。

▶薄型化されたルーバーで好評のACモーター1室用・
本体樹脂製を27・32タイプへも展開し、モデルチェンジ。
▶グループ制御コントローラー同梱タイプは、接続した
換気扇（別売品）をタイマーコントロール。昼夜で人の
出入りが変動する空間に。
▶フルフラットルーバー（L26タイプ）は、スリムなフランジ
で天井とスムーズになじむ構造。影を作らず空気が通
るスリットだけのデザイン。

天井埋込形換気扇天井埋込形換気扇 発売中

パナソニック 　天井埋込形換気扇商品の詳しい情報は

FY-27C8
（27タイプ・ルーバーセットタイプ）

24時間運転 設定時間のみ運転

グループ制御コントローラー同梱タイプ
※ルーバーは別売です。

天井埋込形換気扇1速タイプ
（別売品）

センターパネルに天井材をはめ込めるので
空間との一体感がより高まります。

天井材となじむ構造。 （フランジ厚み2.5mm）

■フルフラットルーバー（L26タイプ）■グループ制御コントローラー同梱タイプ
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