
商品・機能説明
動画ルームエアコン
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タイトル 動画内容 二次元
バーコード URL

■21X機能紹介動画
(9:08)

https://youtu.be/hAlJN0
B5Xxw

■21UX機能紹介動画
(5:48)

https://youtu.be/nSLFy-
bRpG4

■スマホで操作
買ったその日から繋がる 篇
（0:30）

https://youtu.be/GpdSxc
Trn0s

■そもそもカビが生えにくい！篇
（0:30）

https://youtu.be/J76Gw
TObLzA

■新・フィルターお掃除ロボット
紹介 (2:43）

https://youtu.be/TzrmrH
14vCM

■フィルター自動お掃除
ダストボックス方式への切り替え
施工動画（4:09）

https://youtu.be/iIgGmd
Uxd4M

※外部サイトにリンクします。
※掲載サイトは予告なしに変更される場合がございます。

【商品：エアコン】 ～商品/機能紹介～

夏は、極上冷房で湿度をコントロール
し、より快適に。
冬も極上暖房で足元まで暖かい。
空気清浄機との連携機能
「うるおい暖房」もご紹介！

ホコリレスコーティングで
ホコリがつきにくく
そもそもカビが生えにくい！

ほぼ無線LAN内蔵
買ったその日からすぐにスマホで操作

ホコリの回収もする
ブラシクリーナーを搭載した
新しいお掃除ロボットをご紹介

お掃除ロボットの自動排出方式から
ダストボックス方式への
切替施工方法をご紹介

ナノイーＸ搭載のエアコン
「フル暖エオリア」はエアコンの内部も
お部屋の中も清潔。
猛暑・厳冬に強い室外機や
ハイブリッドエネチャージをご紹介！

https://youtu.be/hAlJN0B5Xxw
https://youtu.be/nSLFy-bRpG4
https://youtu.be/GpdSxcTrn0s
https://youtu.be/J76GwTObLzA
https://youtu.be/TzrmrH14vCM
https://youtu.be/iIgGmdUxd4M
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タイトル 動画内容 二次元
バーコード URL

■新・フィルターお掃除ロボット
紹介 (2:43）

https://youtu.be/TzrmrH
14vCM

■エオリアアプリ説明動画
（2:37）

https://youtu.be/6HFP5J
335Gw

■スマホで操作
スマートスピーカーで操作
できちゃう 篇（0:35）

https://youtu.be/2CdPqL
DxSoM

■スマホで操作
リビングにいながら 篇
（0:30）

https://youtu.be/ncOaXY
NTpZU

■スマホで操作
切り忘れ 篇 （0:30）

https://youtu.be/NGkhae
KjbvQ

■スマホで操作
快適帰宅 篇 （0:30）

https://youtu.be/abV1M
wcgOU4

※外部サイトにリンクします。
※掲載サイトは予告なしに変更される場合がございます。

【商品：エアコン】 ～商品/機能紹介～

ﾌｨﾙﾀｰお掃除ロボットを
ダストボックス方式に切り替えた場合の
お手入れ方法をご紹介

エアコンを遠隔操作できる
エオリアアプリについてご紹介

スマホとつながる無線LAN内蔵。
例えばリビングにいながら、別の
部屋のエアコンの運転状況を
把握したり運転操作をすること
ができます。

例えばうっかり切り忘れて
外出しても・・・
エオリアがあなたのスマホに
切り忘れをお知らせしてくれます。

無線LAN対応だから、
スマートスピーカーで操作
できちゃいます。

例えばおうちへの帰り道。お部
屋の温度が快適じゃない時は、
エオリアがあなたのスマホにお知
らせ。外からエアコンをつけてお
部屋を事前に快適に。

https://youtu.be/TzrmrH14vCM
https://youtu.be/6HFP5J335Gw
https://youtu.be/2CdPqLDxSoM
https://youtu.be/ncOaXYNTpZU
https://youtu.be/NGkhaeKjbvQ
https://youtu.be/abV1MwcgOU4
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タイトル 動画内容 二次元
バーコード URL

■ナノイーＸの効果
抑制効果実験 （0:30）

■「ナノイーＸ」、7つの効果
（0:30）

■「ナノイーＸ」、カビ
抑制効果 （0:30）

■「ナノイーＸ」、花粉
抑制効果 （0:30）

■「ナノイーＸ」、ニオイ
抑制効果 （0:30）

■「ナノイーＸ」、PM2.5
抑制効果 （0:30）

※外部サイトにリンクします。
※掲載サイトは予告なしに変更される場合がございます。

【商品：エアコン】 ～商品/機能紹介～

「ナノイーＸ」の効果は７つ。
パナソニックのエアコン
「エオリア」に入ってます！
「ナノイーＸ」７つのスゴイーはこれだ！

水から生まれた次世代健康
イオン「ナノイーX」による
カビ抑制効果実験です。

パナソニックだけの「ナノイーＸ」には、
カビの抑制効果も。
そんな「ナノイーX」、
「エオリア」に入ってます！

パナソニックだけの「ナノイーＸ」には、
花粉の抑制効果も。
そんな「ナノイーX」、
「エオリア」に入ってます！

パナソニックだけの「ナノイーＸ」には、
ニオイの抑制効果も。
そんな「ナノイーX」、
「エオリア」に入ってます！

パナソニックだけの「ナノイーＸ」には、
PM2.5の抑制効果も。
そんな「ナノイーX」、
「エオリア」に入ってます！

https://youtu.be/6VZPf6
Vh0Mw

https://youtu.be/usX3Tv
SrLmA

https://youtu.be/8FT-
C1RMBd8

https://youtu.be/fCCQyD
91Z6U

https://youtu.be/36NLk
Q0sbTU

https://youtu.be/Bps-
EkIa3yY

https://youtu.be/6VZPf6Vh0Mw
https://youtu.be/usX3TvSrLmA
https://youtu.be/8FT-C1RMBd8
https://youtu.be/fCCQyD91Z6U
https://youtu.be/36NLkQ0sbTU
https://youtu.be/Bps-EkIa3yY
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タイトル 動画内容 二次元
バーコード URL

■「ナノイーＸ」、菌・ウイルス
抑制効果 （0:35）

https://youtu.be/P4M1zn
6bDQQ

■「ナノイーＸ」、アレル物質
抑制効果 （0:30）

https://youtu.be/em1sw
1w8YCg

■エオリア 健康な空気篇
（0:30）

https://youtu.be/PprpcA
w3aR8

■エオリア 実験篇
（0:30）

https://youtu.be/D8en0L
f3oFU

■そもそもカビが生えにくい！
実証篇（1:55）

https://youtu.be/sero0m
xqRS8

■エネチャージシステムのしくみ
（2:42）

https://youtu.be/2HBGM
a14TDQ

※外部サイトにリンクします。
※掲載サイトは予告なしに変更される場合がございます。

【商品：エアコン】 ～商品/機能紹介～

パナソニックだけの「ナノイーＸ」
には、菌やウイルスの抑制
効果も。そんな「ナノイーX」、
「エオリア」に入ってます！

パナソニックだけの「ナノイーＸ」
には、アレル物質の抑制
効果も。そんな「ナノイーX」、
「エオリア」に入ってます！

「ナノイーＸ」搭載のエオリアが
お届けする空気は、
ただ涼しいだけではありません。
健康な空気です。

カビにツヨイー 秘密は、
熱交換器の「ホコリレスコーティング」に
ありました。
その実力、実証します！

ノンストップ暖房を実現！
Xシリーズ搭載の
エネチャージの仕組みをご紹介

エアコン内部にカビとほぼ同じ
サイズの微粒子を付着させるとどう
なるか実験。
ナノイーX内部クリーンで目に見えな
いカビを抑制するそれがエオリアです。

https://youtu.be/P4M1zn6bDQQ
https://youtu.be/em1sw1w8YCg
https://youtu.be/PprpcAw3aR8
https://youtu.be/D8en0Lf3oFU
https://youtu.be/sero0mxqRS8
https://youtu.be/2HBGMa14TDQ
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タイトル 動画内容 二次元
バーコード URL

■高濃度になった「ナノイーＸ」
による油分解実証実験
（1:08）

https://youtu.be/4nt5d6
PfXfc

■クリーンテクノロジー
「花粉抑制」 篇（0:30）

https://youtu.be/rGAYXl
3p01E

■クリーンテクノロジー
「カビ抑制」 篇（0:30）

https://youtu.be/CL_Tbj
TLcy8

■クリーンテクノロジー
「有害物質抑制」 篇（0:30）

https://youtu.be/Cevh71
E3NR8

■クリーンテクノロジー
「菌・ウイルス抑制」 篇
（0:30）

https://youtu.be/37olzZ
1nKYw

■クリーンテクノロジー
ナノイーＸ搭載家電「総論」 篇
（0:30）

https://youtu.be/9zaI4q
OjN1c

※外部サイトにリンクします。
※掲載サイトは予告なしに変更される場合がございます。

【商品：エアコン】 ～商品/機能紹介～

高濃度になった「ナノイーX」の
油分への効果を、
実証実験をしてご紹介

帰る、
エアコンつける、
有害物質抑制始まる！

帰る、
エアコンつける、
花粉抑制始まる！

帰る、
エアコンつける、
カビ抑制始まる！

帰る、
エアコンつける、
菌・ウイルス抑制始まる！

エアコン、冷蔵庫、洗濯機
使うだけで清潔に

https://youtu.be/4nt5d6PfXfc
https://youtu.be/rGAYXl3p01E
https://youtu.be/CL_TbjTLcy8
https://youtu.be/Cevh71E3NR8
https://youtu.be/37olzZ1nKYw
https://youtu.be/9zaI4qOjN1c
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