
2017-18 NEW PRODUCTS 住宅用 新商品情報

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

LGBZ3189

クリアなパネルが実現した、新たなあかりのデザイン。点けても消しても美しい角型タイプ新登場。
▶照らす方向を切り替えられる「照らし分け」で、くらしのシーンをより豊かに彩る。
▶パネルの透明感にこだわり、消灯時も美しく。天井をすっきり見せ、インテリアに調和。
▶導光パネルならではの薄型デザイン。

AIR PANEL LED 角型タイプAIR PANEL LED 角型タイプ 発売中

パナソニック　シーリングライト　AIR PANEL LED商品の詳しい情報は

パナソニック マンションインターホン商品の詳しい情報は

HE-JPU37JXS

台所リモコン

浴室リモコン
パナソニック　エコキュート商品の詳しい情報は

多様化する電気料金プランへの対応と快適で省エネなバスライフを実現。
▶多様化する電気料金プランにきめ細かく対応。
▶電気使用量のピークを抑える３つの機能を新搭載。
▶太陽光発電でつくった余剰電力を有効活用できる                             
「ソーラーチャージ機能」搭載。
▶リモコンのメニュー画面によく使う機能のみ表示した                                          
「シンプル画面」搭載。

エコキュート JPシリーズエコキュート JPシリーズ 発売中

NP-45MD8S パナソニック ビルトイン食器洗い乾燥機商品の詳しい情報は

カゴとノズルの進化で、使いやすさと洗浄力がさらに向上。
▶大きな食器や調理器具の収納性を格段に高めた「ムービングラック プラスTM」を搭載。
▶上カゴの容量アップと同時に、洗浄力をより強化。セパレーターを内蔵したセンター
ノズルの新搭載により、さらに立体的にくまなく洗える「３Dプラネットアーム洗浄」。
▶エコナビ搭載による運転制御で、さらなる節水・節電を実現。

ビルトイン食器洗い乾燥機 M8シリーズビルトイン食器洗い乾燥機 M8シリーズ 発売中

スタイリッシュデザイン・超広角カメラ搭載の薄型化を実現。

▶厚さ25㎜（現行露出33㎜）を実現。既設の玄関パネルに
も馴染みやすいデザイン。
▶超広角カメラを搭載。電子左右角度調整機能により、
死角5°を実現。

マンションHAシステム Dシリーズ用カラーカメラ付ドアホン子器マンションHAシステム Dシリーズ用カラーカメラ付ドアホン子器 2018年1月21日発売予定

カメラ付（シルバー） カメラ付（ブラック）

新レンズの採用で、正面検知が可能。
LEDとの適合性が向上した2線式。

▶新レンズの採用で検知感度がアップ。
正面への設置のご提案が可能に。
▶照明器具の入力電流値が分かれば、
接続台数の算出が可能。

逆位相制御で、LEDとの適合性が向上。
うなり音が解消。

▶壁スイッチ操作時に前回調光レベルで
点灯し、調光し直す手間を軽減。

▶電子ほたるスイッチ（子器）で、2箇所目、
3箇所目からの入/切・調光操作が可能に。

コスモシリーズワイド21 かってにスイッチ
2線式 3路配線対応形【LED専用】

発売中 コスモシリーズワイド21 ·ラフィーネアシリーズ
とったらリモコン【LED専用】

発売中

パナソニック とったらリモコン商品の詳しい情報はパナソニック かってにスイッチ商品の詳しい情報は
WTK1811WK WTC56713W 

4K8K衛星放送対応のテレビコンセントに
送り配線方式の2端子を品揃え。

▶2018年4月施行予定の電
波法改正による電波漏洩
規制にも対応した高シール
ドタイプ。

スマートフォンやタブレットの充電に便利。

▶充電用のUSBコンセントが 
2ポート付いたOAタップ。
▶埃の侵入を防ぐスライド扉付。
▶通電時に点灯する「電源表示
ランプ」付。

4K8K衛星放送対応
埋込高シールドテレビコンセント

発売中 充電用USBコンセント付
OAタップ

発売中

パナソニック OAタップ商品の詳しい情報はパナソニック テレビコンセント商品の詳しい情報は

WCH243432H

ご好評のタンブラスイッチにホワイト色をラインアップ。軒下天井用の8Aタイプにブラック色を品揃え。

▶落ち着いた色の住宅の、広い軒下
におすすめ。
▶子器は合計6台まで取り付け可能。
▶広角検知形なので、1台で広いエリ
アをカバー。

▶インテリア空間になじむレトロな
デザイン。
▶メラミン焼付けで質感にこだわった
新金属プレート。

軒下天井取付 かってにスイッチ軒下天井取付 かってにスイッチ 発売中 クラシックシリーズクラシックシリーズ 発売中

パナソニック クラシックシリーズ商品の詳しい情報はパナソニック　軒下天井取付　かってにスイッチ商品の詳しい情報は

WTK44819B

送り配線用 端末用

NR-J60MC NR-J50MC NR-J47MC NR-J41MC（右開き）
NR-J41ML（左開き） パナソニック　コーディネイトドア冷蔵庫商品の詳しい情報は

組み合わせ372通りのコーディネイトドア冷蔵庫。18年度モデル（MCシリーズ）を発売。
▶全機種に「微凍結パーシャル」搭載。　      　　　　
生鮮食品も作り置きも約-3℃で約1週間新鮮保存。

▶大収納の「ワンダフルオープン」搭載。　      　　 　　 
野菜室も冷凍室も100％全開で奥まで見えて使いやすい。

▶エコナビ搭載。　     　　　　　　　　　　　　　     
センサーがムダを見つけて自動で節電。              

▶「シャキシャキ野菜室」で野菜を新鮮保存。          　　 
湿度コントロールで野菜を約 1週間新鮮保存。

コーディネイトドア冷蔵庫 MCシリーズコーディネイトドア冷蔵庫 MCシリーズ 発売中

IHクッキングヒーターIHクッキングヒーター 2018年1月10日発売予定

■G32シリーズ　スタンダードタイプに「光るリング」「換気連動」搭載機種が新登場。

■LX / LH　　　　　　　　　　　のIHに「幅75ｃｍタイプ」が新登場。
商品の詳しい情報は▶http://sumai.panasonic.jp/ihcook/news/2017lineup/

遠赤 KZ-LX7S/LH7S

KZ-G32EST
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※1：消火栓ボックス側でスタッドを立てる必要があります。※2：リング型表示灯において。2017年10月現在、当社調べ。※1：HシリーズP224形・Ｐ280形、KシリーズP160形はR410A冷媒。 ※2：光ID：パナソニック独自の可視光通信技術。

非住宅用 新商品情報2017-18 NEW PRODUCTS

全シリーズ※1に環境性と省エネ性に優れた新冷媒HFC32（R32）を採用。

▶室外機の小型・軽量化により、設置自由度・施工性を
大幅に向上。 【標準タイプ：Hシリーズ】
▶光ID ※2技術を活用した、かんたん・あんしんサポート                                                                   
「datanavi（データナビ）」により、欲しい情報がスマート
フォンで手軽に入手可能。

オフィス・店舗用エアコン XEPHY（ゼフィ）オフィス・店舗用エアコン XEPHY（ゼフィ） 発売中

パナソニック XEPHY商品の詳しい情報は

H.265圧縮方式に対応した商品を2017年度から導入。究めた高画質、高圧縮、高信頼、簡単設置・設定の実現。

▶インテリジェントオート採用による高画質。
▶H.265圧縮方式により、25%の容量削減。
▶SSL通信、暗号化通信に対応した高信頼性。

i -PRO EXTREMEi-PRO EXTREME 発売中

パナソニック i-PRO EXTREME商品の詳しい情報は

速結アース端子を内蔵。配線作業時間を約1/2（当社比）に短縮。

▶アース端子をカンタッチブレーカに内蔵し、電線接続部分の全端子を速結化。
アース端子を含めてねじ締めによる接続作業をカット。
▶アース線の先端加工・長さ調節が不要となり、配線作業時間が約1/2（当社比）に。
▶アース線も接続完了表示付なので、接続作業の信頼性が向上。       　　              
施工監理やメンテナンス時の省力化を実現。

カンタッチブレーカ アース端子付搭載分電盤カンタッチブレーカ アース端子付搭載分電盤 発売中

パナソニック カンタッチブレーカ商品の詳しい情報は

デザイン性と施工性を両立したリング型表示灯と発信機が新登場。

▶フラット取付（スタッド必要）※1のときは、でっぱりがなくスッキリ。かんたん取付
（スタッド不要）のときは、前面からの突出はわずか5㎜。
▶必要な明るさを確保しながら、表示灯の消費電流は従来型 LED表示灯と同じ、
業界最小レベルの9mA※2。
▶壁からの突出がなくスッキリ収まるので、接触による破損などのリスクを軽減。

自動火災報知設備 リング型表示灯·発信機·総合盤自動火災報知設備 リング型表示灯·発信機·総合盤 2018年1月発売予定

パナソニック 防災NET商品の詳しい情報は

屋外電源コンセント支柱 Dポールに、本体形状がフラットなタイプを追加品揃え。

▶本体がフラット形状のため、防水コンセントが両面に取り付けられる。
▶フラットな形状を生かし、壁面に沿わせた設置もスマートに行える。
▶シルバー色に加えてブラック色をご用意。設置シーンに合わせて
選択可能。

Dポール フラットタイプDポール フラットタイプ 発売中

パナソニック　Ｄポール

好評の油圧マルチシリーズが、14.4V/18V両用 デュアルで登場。

▶ケーブルの向きに合わせて、先端部が360度回転。
▶規定の圧力に達すると、音でお知らせ。（充電圧着器）
▶壁際でも切断が簡単なカニばさみ式。（充電ケーブルカッター）

充電圧着器・充電ケーブルカッター充電圧着器・充電ケーブルカッター 発売中

パナソニック 充電圧着器　充電ケーブルカッター

エネルギー管理方法の拡張。分電盤寸法比約20％減（当社比）。

▶電流センサ（CT）2個分をカンタッ
チモジュール化。
▶分電盤内でCTにケーブルを貫通
させる作業がなくなり、施工時の
盤内スペースを広く確保。

▶計測したデータを加算・減算
できる機能を追加。
▶パルス出力ユニットは個別
回路やグループごとに中央
監視盤などへパルスで引
渡しが可能。

カンタッチバー専用CT搭載分電盤カンタッチバー専用CT搭載分電盤 2018年 1月発売予定 多回路エネルギーモニタシリーズ多回路エネルギーモニタシリーズ 発売中

パナソニック 多回路エネルギーモニタ商品の詳しい情報はパナソニック カンタッチバー専用 CT搭載分電盤商品の詳しい情報は

室内機 4方向天井カセット形 室外機 Hシリーズ

配線用遮断器

カンタッチバー専用CT 本体ユニット パルス出力ユニット

驚く明るさ1,500ルーメン。
ご好評のLEDマルチ投光器に赤色が新登場。

小型・軽量で取り回しがラクな
ケーブルカッターが新登場。

▶お求めやすい「本体のみ」で発売。
お手持ちの電池が使え、5.0Ah
電池なら作業量たっぷり。
▶14.4V/18V両用の「デュアル」。
18Vならパワフル切断。

▶用途、場所に応じて選べる明るさ
3段階切替。
▶吊下げに便利なフック内蔵の新ハン
ドル。
▶お手持ちの電池が使える3電圧対応。

充電ケーブルカッター充電ケーブルカッター 発売中 工事用充電LEDマルチ投光器工事用充電LEDマルチ投光器 発売中

パナソニック 工事用充電LEDマルチ投光器商品の詳しい情報はパナソニック 充電ケーブルカッター商品の詳しい情報は

EZ45A7X-B
EZ37C3-R

リング型表示灯付発信機 小型総合盤
（リング型表示灯内蔵）

防水コンセントを
取り付けた例

充電圧着器 EZ46A4K-B 

ブラック シルバー

充電ケーブルカッター EZ45A6K-B

商品の詳しい情報は

商品の詳しい情報は
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