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※1　市販の食器洗い機専用液体洗剤がご使用頂けます。但し、高粘度の洗剤は、液体洗
剤自動投入ではご使用頂けません。

※２　＜「ナノイーⅩ」による食洗機庫内のニオイの抑制について＞　●試験機関：パナ
ソニック㈱プロダクト解析センター　●対象品番：Ｋ９ Plusシリーズ　●試験方
法：汚れ付着食器を設置した食洗機庫内のニオイを６段階臭気強度表示法にて評価
　●消臭方法：ナノイーⅩを放出　●ニオイ抑制の対象：食洗機庫内　●試験結果：
0.5時間後の臭気強度　カレー：自然放置4.1、ナノイーⅩ送風3.1、焼き魚：自
然放置4.1、ナノイーⅩ送風3.1、24時間後の臭気強度　カレー：自然放置3.9、
ナノイーⅩ送風2.3、焼き魚：自然放置4.2、ナノイーⅩ送風2.3、●試験報告書
番号：カレー：H21YK015-1　焼き魚：H21YK015-2 ●ナノイーＸ送風の効
果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気の種類によって異なります。ニオイ
の感じ方には、個人差があります。

※３　＜ナノイーＸによる食洗機庫内の菌の抑制について＞　●試験機関（一財）北里
環境科学センター　●対象品番：９Plusシリーズ　●試験方法：食洗機庫内の
菌液付着食器の生菌数測定（寒天平板培養法による）●試験報告書番号：北生発
2021_0266号、北生発2021_0389号　●除菌方法：ナノイーⅩを放出　●
除菌の対象：庫内食器類　●試験結果：８時間後で菌の減少率99％以上（1種類の
みの菌で実施）。除菌効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、食器の量や位置、
汚れの程度により異なります。

※４　セットされた食器量、ドア面材の種類などにより、ドアの開き具合が異なります。
●掲載内容は、2022年4月現在のものです。

• 社　　名：パナソニック株式会社
• 新商品名：ビルトイン食器洗い乾燥機９ Plus series（９プラスシリーズ）
• キャッチフレーズ：
「食洗機専用液体洗剤自動投入」※１機能搭載で、家事の省手間を実現。

• 特　　徴：
　①「食洗機専用液体洗剤自動投入」機能搭載。運転コースもおまかせ。

食器量、汚れ量に応じて、液体洗剤を自動投入。洗剤の計量、
投入が不要。また「おまかせ」で運転すれば、コース選択の手
間も省けます。

　②ナノイーⅩ送風で庫内のニオイを抑制※２・除菌※３。
まとめ洗い前の汚れた食器を入れた時、洗い上がった食器を保
管する場合も、清潔に保管できます。

③ノック２回でドアが「フルオートオープン」※４（Ｋ９ Plusシリーズのみ）
ドアを2回ノックすれば自動でオープン。食器をフルセットして
もラクにドアを開けることができます。

④上質なキッチン空間に溶け込むダーク系タンクカラーデザイン
と鏡面ブラックの静電タッチ操作パネル

⑤上カゴが左右にスライドする「ムービングラック プラス」。さら
にセットする食器や調理器具の種類や量によって4つの形に変
えることができます。

• メーカー希望小売価格：356,400円（税抜 324,000円）
（ドア面材・工事費などは含まれません）

• 発売時期：2022年２月１日

• 社　　名：クリナップ株式会社
• 新商品名：ステンレスキャビネットキッチン

『STEDIA―ステディアー』
• メーカー希望小売価格：スタイリッシュプラン：￥891,500～

（税抜き／Ⅰ型257㎝／扉クラス5）
• 発売時期：2022年２月１日～

従来の間口60㎝、75㎝に加え、90㎝が新登場。
洗い物がいっぱいでも、水切りカゴをつけても、水仕事スペースが十分確保できます。

　これらのアイテムを組み合わせ、開放的でインテリア空間にな
じむ高いデザイン性と、調理中の手元を隠せて、高い清掃性を備
えた対面キッチンが実現できます。

• キャッチフレーズ：『理想の暮らしを頑張らずに』
• 特　　徴：

①ダイニング側からの視線を適度に遮る段差が魅力の「デュア
ルトップ対面」新登場。

②しつこい油汚れもサッとひとふき。セラミック系特殊コー
ティング“美コート”を施した「美コートワークトップ」を新
たにラインナップ。

③作業中の水流でシンク内の細かなゴミも集めて排水口へ流す
「流レールシンク」に間口90㎝のワイドタイプ型が新登場。

• 社　　名：三協立山株式会社　三協アルミ社

• 新商品名：カーテンゲート 「スリムゲート」

• キャッチフレーズ：
狭小地にも設置可能な業界最薄のカーテンゲート 

• 特　　徴：
①限られたスペースを有効活用できるスリムな設計
　・【業界最薄】本体幅（奥行）77mm
　・収納時のスペースを従来品の約半分に縮小
　・シングルキャスターでスペース確保
②軽量でありがら高い耐風圧強度
③スリムな設計でスタイリッシュな意匠に

• メーカー希望小売価格：185,000円 
［全幅3,009mm×高さ1,200mm×本体幅（奥行）77mm］
消費税・搬入費施工費等は含みません。 

• 発売時期：2022年３月1日
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• 社　　名：立川ブラインド工業株式会社
• 新商品名：電動カーテンレール「ホームタコス ティエルモ」
• キャッチフレーズ：

スマートで便利な暮らしをご提案！
• 特　　徴：
　①製品幅10m、カーテン適正重量25kgまで対応可能 

製品幅10m、カーテン適正重量25kgまで対応し、動作音は
約43dBと優れた静音性を実現しました。電源プラグをコン
セントに差し込むだけで、複雑な配線工事は一切なく、お気軽
にお使いいただけます。

　②「手引き操作」が可能
電動製品でありながら手引き操作が可能で、ホテル・店舗はも
ちろん、住宅で増えている大開口窓など、様々なシーンで活躍
します。

　③「電源分岐ジョイント」に対応
ドレープ・レースのダブル付けや複数台の製品の取付けの際に電
源を一つにまとめることができる「電源分岐ジョイント」に対応。

④他の「スマートインテリアシェード ホームタコス」製品と組み
合わせて使用可能
当社の窓まわりの電動製品「スマートインテリアシェード ホー
ムタコス」シリーズで展開しているブラインドやロールスク
リーンと同時に操作することも可能です。

　⑤シーンや用途に合わせて選べる豊富な操作方法
リモコンやスイッチを用途・シーンに合わせて選べます。市販の
スマート家電リモコンと組み合わせることで、スマートスピーカー
での音声操作やスマートフォンでの遠隔操作が可能になります。

• メーカー希望小売価格：
3.0m ／シングルセット（赤外線リモコン操作）の場合  94,600円（税別）
※上記価格は、消費税、取付け・工事費等は含まれておりません。

• 発売時期：2022年２月１日

• 社　　名：リンナイ株式会社

• 新商品名：無水調理鍋「Leggiero」（レジェロ）

• キャッチフレーズ：
　「おいしい食事を毎日手間なく」

• 特　　徴：
　①軽くて気楽に日常使いができる

無水調理鍋とは思えないほどの驚きの軽さにより、取り回しが
しやすく、セラミックコート加工によりお手入れも楽なレジェ
ロは、作った料理を鍋のまま食卓へ運ぶのも、後片付けも負担
なく気楽に。毎日使いたくなる日常使いしやすい鍋です。

　②旨味が凝縮した美味しい無水調理ができる　
Leggieroはウォーターシール効果により本体と蓋の間を水の
膜によって密閉することで、優れた無水調理性能を発揮しま
す。食材の栄養を逃さず、旨味が凝縮したワンランク上のお
いしさを楽しめます。無水調理をはじめ他にも、オーブン風
調理、蒸し調理などの多彩な料理方法でお使いいただけます。

　③「おまかせタイマー調理」で毎日のお料理を手間なく
「湯わかし」「温度設定」の機能搭載の対応コンロがあれば、お
まかせで手間なく美味しい料理が出来上がります。「湯わかし」

機能を使って無水調理が手間なく簡単にできます。また、「温
度設定」機能を使ってコンロでグラタンなどのオーブン風の調
理ができ、毎日のお料理をサポートします。

• メーカー希望小売価格：
22㎝　税込み27,500円（税抜25,000円）
18㎝　税込み25,300円（税抜23,000円）

• 発売時期：2022年２月1日

• 社　　名：株式会社ノーリツ

• 新商品名：ガスビルトインコンロ「+do」リニューアル

• キャッチフレーズ：
コロナ禍で取替え需要の高い「換気扇との連動機能」を搭載、
さらに使いやすく

• 特　　徴：
①コロナ禍で取替え需要の高い換気扇と連動する機能を

搭載
　→コンロと換気扇の連動運転用に赤外線の発信窓を内蔵
②唯一無二のデザイン
　（ステンレス天板、全面ゴトク、上面点火による操作）
③ノーリツの家庭用コンロでは最大の、4,510kcal ⁄ h 

の本格高火力（13A左バーナーのみ）
④グリル部には、「焼く・蒸す・煮る」の本格オーブン料

理が楽しめる、ダッチオーブン搭載

• メーカー希望小売価格：283,800円（税込） 
ガスビルトインコンロ 「＋do（プラス・ドゥ） 」
天板サイズ：75cm 

• 発売時期：2022年3月1日（火）
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※1　当社従来品CD-H1821との比較
※2　CD-WH1822において、2021年12月現在。運転モード「衣類乾燥」運転

60Ｈｚ地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異な
ります。詳しくはHPまたはカタログををご覧ください。

※3　家庭用衣類乾燥除湿機において。
※4　付着した汚れを全て落とす機能ではありません。
※5　［抗菌］試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 
詳しくはHPまたはカタログををご覧ください。

※１　気象条件によっては、十分に融雪できない場合があります。
※２　感電、火災を防ぐため電源には、必ず漏電ブレーカーを設置してください。
※本製品は、アンテナの融雪を目的とするものであり、凍結や凝結防止、または採暖

を目的とするものではございません。

• 社　　名：株式会社コロナ
• 新商品名：衣類乾燥除湿機WHシリーズ
• キャッチフレーズ：業界初 熱交換器洗浄機能を搭載
• 特　　徴：

①大小２種類のルーバー「速乾Ｗ（ダブル）ルーバー」を搭載し、
送風範囲（奥行）を従来よりも約40％拡大※1しました。内蔵
のヒーター温風を併用することで、業界トップクラスの衣類
乾燥時間58分※2を実現しています。衣類乾燥の質にもこだ
わり、様々な方向から風を当てることで洗濯物の繊維を立ち
上げ、繰り返し洗濯したタオルもふんわり仕上げる衣類乾燥
除湿機です。

②業界で初めて※3コップ１杯の水で熱交換器の汚れ※4などを
洗い流す清潔機能「アクアドロップ洗浄self（セルフ）」を搭
載しました。除湿機内部を清潔に保つだけでなく、除湿や衣
類乾燥の性能低下も抑えます。また、熱交換器のアルミフィ
ンには、汚れが落ちやすい「抗菌・防カビ※5クリアフィンコー
ト」を採用し、水で簡単に汚れを洗い流すことができます。

③本体色は、シンプルで上質感のある「クリスタルホワイト」
とシックで高級感のある「クリスタルブラック」の2色をラ
インアップ。操作部は文字が光る大型タッチパネルを採用し
ました。5.5Ｌの大容量タンクにより、水捨て回数が少なく、
長時間運転ができます。

• メーカー希望小売価格：オープン価格
• 発売時期：2022年3月中旬より順次

• 社　　名：DXアンテナ株式会社
• 新商品名：融雪装置付BS・110度CSアンテナ
• キャッチフレーズ：

雪害による受信障害を防ぐ！「融雪装置付BS・110度CSアンテナ」
• 特　　徴：

①反射鏡背面部 （下部2/3）、コンバーター部およびコンバー
ターアーム部にヒーターを搭載しており雪を溶かすことで受
信障害を防ぎます。

②10cm/hの降雪に対応した融雪能力があります。※１

③反射鏡背面に断熱材を使用するなど反射鏡鏡面への熱伝導を
考慮した構造としており鏡面に積もる雪を効率よく融雪でき
る省電力設計としております。

④別売のサーモスタットによる自動温度制御機能を備えた融雪
装置用中継器（RB100）とセットでご利用頂くことで、ヒー
ターの電源は外気温7度以下になると自動でONになり、17
度を超えるとOFFになります。※２

⑤融雪装置付BS・110度CSアンテナとして120形・90形・
75形をラインナップしました。

【シリーズ】
融雪装置付75形BS・110度CSアンテナ（BCH752S）
融雪装置付90形BS・110度CSアンテナ（BCH902S）
融雪装置付120形BS・110度CSアンテナ（BCH1203SH）
融雪装置用中継器（RB100）

• メーカー希望小売価格：オープン価格 
• 発売時期：2022年１月17日（受注生産品）

• 社　　名：株式会社ナスタ

• 新商品名：Nasta Interphone

• キャッチフレーズ：
インターホンで、安心な暮らしを守る時代へ。

• 特　　徴：
　①24H防犯カメラ機能

訪問者のあるなしに関わらず、インターホンのカメラで24時
間自宅前を録画。
インターホンとしてだけでなく、防犯カメラとしても役立ち
ます。
これからの時代、ご家族の安心までNasta Interphoneが
守ります。

　②宅配ボタン
Nasta Interphoneにはボタンが２つ。
１つは従来通りの呼出ボタン、もう１つは宅配専用ボタン。
宅配便に自動応答するよう設定しておけば、もう対面での
対応は不要。心をわずらわす必要はありません。

　③スマホ対応
ピンポンが鳴ったら、家じゅうどこにいても自分のスマホで、

手元で訪問者を確認可能。
友人や家族との団らん中も、席を立たずに座ったまま対応OK。
もう慌ててモニター前まで走る必要はなく安心です。

• メーカー希望小売価格：オープン価格 

• 発売時期：2022年度内　発売予定

【構成例】融雪装置付90形BS・110度CSアンテナ（BCH902S）と
融雪装置用中継器（RB100）の組合せ


