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新商品

ボタン･手すり･床 抗菌

エレベーター

抗ウイルス 対応

Ui シリーズ

個人住宅用

小規模建築物用

ホームエレベーター

小型エレベーター

住まいや施設の衛生面に対する意識の高まりを背景に
ご利用される方がよく触れる箇所に 抗菌・抗ウイルス 処理を施しました。
付着した特定ウイルス、
菌を24時間で99%以上
抑制させます。

ルーム内操作ボタン

※第三者機関による特定環境下における試験
結果であり、
保証値ではありません。

床面

手すり

抗菌・抗ウイルス

※XLワイドUi除く

抗菌・抗ウイルス

乗場ボタン

抗菌・抗ウイルス

抗菌・抗ウイルス

※写真はホームエレベーターです

ボタン表面カバーに「SIAA安全基準適合製品の
抗菌・抗ウイルスフィルム」を使用しています

手すり本体に「抗菌・抗ウイルス加工」を
施しています

<抗菌性試験>
【試験機関】
（一財）
ボーケン品質評価機構
【試験方法】
JIS Z 2801 【試験結果】
24時間後に99%以上抑制
<抗ウイルス性試験>
【試験機関】
（一財）
ボーケン品質評価機構
【試験方法】
ISO21702 【試験結果】24時間後に99%以上抑制
ルーム内操作ボタン・乗場ボタン/SIAA安全基準
【対象部品の名称】
適合製品の東京セロレーベル㈱のカンセンガード を使用しています。

<抗菌性試験>
【試験機関】
（一財）
日本繊維製品品質技術センター
【試験方法】JIS Z 2801
【試験結果】24時間後に99%以上抑制
<抗ウイルス性試験>
【試験機関】
（一財）
日本繊維製品品質技術センター
【試験方法】ISO21702
【試験結果】24時間後に99%以上抑制

床表面に「抗菌・抗ウイルス＋アレルバスター
配合塗装」を施しています

プレスリリース

<抗菌性試験>
【試験機関】
（ 一財）
ニッセンケン品質評価センター
【試験方法】JIS Z 2801
【試験結果】24時間後に99%以上抑制
<抗ウイルス性試験>
【試験機関】
（ 一財）
日本繊維製品品質技術センター
【試験方法】ISO21702
【試験結果】24時間後に99%以上抑制

抗菌・抗ウイルス性能はすべての菌またはウイルスに対して発現するものではありません。
また、
すべての菌・ウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
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ルーム 内

「エアイー」

あかるく開放感ある空間へ

ナノイー発生機

デザイン刷新

オプション

ルーム内の空気をリフレッシュ
※1414ソフィーネUi標準装備

LED昼白色

※ホームエレベーター
「１４１４ミディモダンUi」
の場合

標準装備

自然な明るさで従来電球色より
約1.5倍明るくなりました。

下降速度毎分30m

大型スリット窓

スピードアップ

※1418フォレストUi/XLミディモダンUi/XLワイドUi/1414ソフィーネUi/
1414ミディモダンUi/XLスリムモダンUi/1212スリムモダンUi/
1608フィットモダンUi対象

昇降行程13m以下

5階建て5ヵ所停止迄対応
※1418フォレストUi/XLミディモダンUi/XLワイドUi/1414ソフィーネUi/
1414ミディモダンUi/XLスリムモダンUi/1212スリムモダンUi/
1608フィットモダンUi対象

選べる！

選べる！

乗り場ドアカラー 8柄

※1418フォレストUi/XLミディモダンUi/XLワイドUi/1414ソフィーネUi/1414ミディモダンUi/
XLスリムモダンUi/1212スリムモダンUi/1608フィットモダンUi対象
NEW

ソフトウォールナット柄

ウォールナット柄

チェリー柄

ルーム内カラー 3柄

※XLミディモダンUi/1414ミディモダンUi/XLスリムモダンUi/1212スリムモダンUi/1608フィットモダンUi対象

NEW

1414ミディモダンUi メーカー希望小売価格

NEW

注）
下記の価格以外に
「諸官公署等手続費」
が別途必要です。

鉄骨・コンクリート造住宅
商品代
2階建

（

参考据付費

3,344,000円 462,000円

グレージュ
アッシュ柄

メープル柄

ブラック柄

グレージュアッシュ柄

合 計

3,806,000円

木造住宅 ※3
商品代

参考据付費

3,454,000円 462,000円

合 計

3,916,000円

）（税抜3,040,000円）（税抜420,000円） （税抜3,460,000円） （税抜3,140,000円）（税抜420,000円） （税抜3,560,000円）

昇降 ※1 2カ所
停止
行程
3階建
7m以下 3カ所

4,185,500円 （税抜3,475,000円）（税抜480,000円） 4,350,500円
（ 停止 ）（税抜3,325,000円）（税抜480,000円） （税抜3,805,000円）
（税抜3,955,000円）
3階建

（

メープル柄

フィブロホワイト柄

グリーシェル

3,822,500円 528,000円

3,822,500円 528,000円

4,350,500円

3,987,500円 528,000円

4,515,500円

4,136,000円 594,000円

4,730,000円

4,356,000円 594,000円

4,950,000円

4,669,500円 660,000円

5,329,500円

4,944,500円 660,000円

5,604,500円

）（税抜3,475,000円）（税抜480,000円） （税抜3,955,000円） （税抜3,625,000円）（税抜480,000円） （税抜4,105,000円）

昇降 ※1 3カ所
停止
行程
4階建
7m超

イデアオーク柄

3,657,500円 528,000円

（ 4カ所 ）（税抜3,760,000円）（税抜540,000円） （税抜4,300,000円） （税抜3,960,000円）（税抜540,000円） （税抜4,500,000円）

地震時※2 停止
5階建
管制
運転付 5カ所

（ 停止 ）（税抜4,245,000円）（税抜600,000円） （税抜4,845,000円） （税抜4,495,000円）（税抜600,000円） （税抜5,095,000円）

●建築付帯工事費・遠隔地・離島は除く。 ●リフォーム時の諸経費及びオプションは別途料金。 ●詳細は個々の建物図面に基づきお見積もりさせていただきます。 ●上記費用以外に初年度より継続的にメンテナンス契約料金が必要。
※1 昇降行程とは、
エレベーターが走行する
『最下階の床面〜最上階の床面まで』
の高さです。※2 停止階の階間が9600mm超の場合は、地震時管制運転の規定により中間階にエレベーター非常着床用出入口の設置が必要になります。詳
細は物件毎に管轄行政庁又は民間審査機関にお問合せください。※3 梁補強のため、木造補強材込みの費用になります。
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●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●この商品は専門施工が必要です。
また、
定期的な点検も必要です。
なお、パナソニック エレベーター株式会社の指定業者以外の業者が施工、点検した場
合はエレベーターの機能に責任を負いかねます。●エレベーター専用ブレーカー（100V、200V用）
を設置
してください。●所有者は、エレベーター管理責任者を選任し、その管理のもとで使用してください。
パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社と誤認させて、電話勧誘したり、強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。

訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律 ※ の適用を受けます。
このチラシの記載内容は2022年8月現在のものです。
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●特定商取引法（旧訪問販売法）※ ●消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）※

パナソニック ハウジングソリュー
ションズ株式会社およびグルー
プ関係会社は、お客様の個人
情報をご相談対応や修理対応
などに利用させていただき、
ご相
談内容は録音させていただきま
す。また、折り返し電話をさせて
いただくときのために発信番号を
通知いただいております。なお、
個人情報を適切に管理し、修理
業務等を委託する場合や正当
な理由がある場合を除き、第三
者に開示・提供いたしません。個
人情報に関するお問い合わせ
は、
ご相談いただきました窓口に
ご連絡ください。

