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パナソニック ショウルーム大阪

住所 〒540-6303

大阪市中央区城見1丁目３－７
松下IMPビル３階

開館時間 10:00～17:00
休館日 水曜日（祝日の場合は開館）、

夏季、年末年始

電車でお越しの方
京阪・JR【京橋】から徒歩10分
JR環状線【大阪城公園】徒歩10分
JR東西線【大阪城北詰】徒歩10分
地下鉄【大阪ビジネスパーク】徒歩2分

お車でお越しの方
≪大阪市内：西部方面から≫
阪神高速13号東大阪線「法円坂」出口から一般道へ。
「森ノ宮駅前」交差点を左折、しばらく直進すると左側が大阪ビジネスパークです。

≪大阪市内：東部方面から≫
阪神高速13号東大阪線「森ノ宮」出口から一般道へ。
「法円坂」交差点を右折、さらに一つ目の「馬場町」交差点を右折。
「森ノ宮駅前」交差点を左折、しばらく直進すると左側が大阪ビジネスパークです。

※ なるべく公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。

駐車場
あり(有料)
・松下IMPビルパーキング（有料）【車両制限】高さ2.0m 全長5.0m 全幅1.95m 重量2.0t】

・ツイン21パーキング（有料）【車両制限】高さ2.1ｍ 全長5.0ｍ 全幅1.95ｍ 重量2.0ｔ】

※松下IMPビル駐車場をご利用の際は、地下2階東側エレベーターにて3階ショウルーム受付まで
お願いいたします。
※近隣でのイベント開催時（大阪城ホール・IMPホール、など）は混雑して駐車できない可能性もご
ざいますので、なるべく公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします。

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール：0800-170-3860

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0+%E5%A4%A7%E9%98%AA/@34.6917556,135.5299938,15z/data=!4m6!3m5!1s0x6000e70f4aaae2db:0x7edfdb3af4905e5b!8m2!3d34.6917556!4d135.5299938!16s%2Fg%2F11h12gx7l5?hl=ja






パナソニック ショウルーム箕面

住所 〒562-0013

箕面市坊島4丁目9番15号

開館時間 10:00～17:00
休館日 水・木（但し、祝日は開館）

ＧＷ、夏季、年末年始

車でお越しの方
《茨木・京都方面から》国道１７１号線を神戸方面へ「萱野」交差点を右折し直進。
「坊島４」の交差点を左折すぐ。
《神戸方面から》国道１７１号線を茨木・京都方面へ「萱野」交差点を左折し直進。
「坊島４」の交差点を左折すぐ。
《大阪市内方面から》新御堂筋（国道４２３号線）で「坊島４」を左折すぐ。

公共交通機関でお越しの方
《阪急箕面線 箕面駅から》阪急バス 千里中央行きバスで約１５分。
「かやの中央」下車。徒歩３分。
《地下鉄御堂筋線（北大阪急行） 千里中央駅から》阪急バス１１番乗り場から
約１５分。「白島」下車。徒歩３分。

駐車場
あり(無料) 27台
内１台が身障者専用

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール 0800-170-3861

https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B050'00.4%22N+135%C2%B029'14.5%22E/@34.833447,135.48735,17z/data=!4m4!3m3!8m2!3d34.833447!4d135.48735


パナソニック ショウルーム奈良

住所 〒630-8131
奈良市大森町38-1

開館時間 10:00～17:00
休館日 水・木（但し、祝日は開館）

ＧＷ、夏季、年末年始

電車でお越しの方
■ＪＲ奈良駅から７５４号線を南へ大和郡山方面に進み、
大森町交差点を左折し約２００ｍ
■ＪＲ奈良駅から 徒歩約１２分

駐車場
あり(無料) 23台

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール 0800-170-3862

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0+%E5%A5%88%E8%89%AF/@34.6758397,135.8210217,15z/data=!4m6!3m5!1s0x60013a34604e92e1:0x931851e7e12006cd!8m2!3d34.6758397!4d135.8210217!16s%2Fg%2F1td47wwx?hl=ja


パナソニック ショウルーム滋賀

住所 〒520-3035
栗東市霊仙寺5-4-18

開館時間 10:00～17:00
休館日 水・木（但し、祝日は開館）

ＧＷ、夏季、年末年始

電車でお越しの方
ＪＲ栗東駅より 徒歩１５分 もしくは、くりちゃんバス 大宝循環線「霊仙寺」下車
徒歩２分
※くりちゃんバス は土・日・祝休日・年末年始（12/29～1/3）は全便運休です

車でお越しの方
名神栗東インターから国道１号線を草津方面へ。「上釣」交差点（2ツ目の信号）を
右折し、直進2.7ＫＭ右側

駐車場
あり(無料) 18台

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール 0800-170-3863

https://www.google.co.jp/maps/place/35%C2%B002'22.8%22N+135%C2%B058'06.8%22E/@35.039675,135.968551,17z/data=!4m4!3m3!8m2!3d35.039675!4d135.968551


パナソニック ショウルーム京都

住所 〒601-8127
京都市南区上鳥羽北花名町34

開館時間 10:00～17:00
休館日 水曜（但し、祝日は開館）、

GW、夏季、年末年始

電車でお越しの方
近鉄「上鳥羽口」下車 徒歩約１０分

車でお越しの方
名神京都南インターから国道１号線を北上。『久世橋』交差点を東に行き
１つ目の信号を北上西側

駐車場
あり(無料) 30台

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール 0800-170-3864

https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B057'59.3%22N+135%C2%B044'54.6%22E/@34.966462,135.74849,17z/data=!4m4!3m3!8m2!3d34.966462!4d135.74849


＜パナソニック還元水素生成器イベント開催！＞予約不要

還元水素水でつくる フレーバーウォーター体験会！

日々の暮らしがより充実する還元水素水で
見た目も香りも楽しいフレーバーウォーターが簡単に作れます♪

還元水素水の仕組みやおすすめポイントもご紹介いたします。
ぜひご来場お待ちしております！

◆還元水素水のメリット◆
・胃腸症状の改善 胃もたれをやわらげお通じ良好にします。
・安くて経済的 １Lあたり約３円！ご自宅で作れます。

還元水素水とは・・・電気分解の電極反応で還元され、その時に発生する水素を含
んだアルカリ性の飲用可能な水 「アルカリ性電解水」と同一です。

※内容・日程などは都合により予告なく変更となる場合がございます。

開催日時

2023年02月19日（日） 10:00 ～ 17:00

開催場所
パナソニック ショウルーム 京都
〒601-8127 京都市南区上鳥羽北花名町34
イベントに関するお問い合わせ：075-691-0863

パナソニック ショウルーム 京都：2月19日 イベント情報



パナソニック ショウルーム神戸
住所 〒650-0031

神戸市中央区東町126
神戸シルクセンタービル１Ｆ

開館時間 10:00～17:00
休館日 水・木（但し、祝日は開館）、

GW、夏季、年末年始

車でお越しの方
＊フラワーロードから車の場合
１）国道２号線「税関前」交差点をフラワーロード北上し、
バス停「東遊園地前」約２０Ｍ先を左折（一方通行進入）、
突当りを右折し、約１５０Ｍ先右側に神戸市営駐車入口、その正面。
２）ＪＲ三ノ宮駅よりフラワーロードを南下し、
交差点「神戸市役所南」の次の交差点（交差点名なし）を右折（一方通行進入）。
突当りを右折し、約１５０Ｍ先右側に神戸市営駐車入口、その正面。

＊京町筋通りから車の場合
３）国道２号線「京橋」交差点を北上し、２つ目の交差点（交差点名なし）を右折、突当り
を左折し、約５０Ｍ先右側に神戸市営駐車入口、その正面。
４）「京町筋」交差点を南下し、２つ目の交差点（交差点名なし）を左折、突当りを左折し、
約５０Ｍ先右側に神戸市営駐車入口、その正面。

駐車場
あり(無料) 
神戸市営駐車場（南）をご利用ください

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール 0800-170-3865

https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B041'18.8%22N+135%C2%B011'42.7%22E/@34.688542,135.195192,17z/data=!4m4!3m3!8m2!3d34.688542!4d135.195192


パナソニック ショウルーム姫路

住所 〒670-0806
姫路市増位新町1-24
ミラキタシティ姫路1F

開館時間 10:00～17:00
休館日 水・木（但し、祝日は開館）、

GW、夏季、年末年始

駐車場
提携駐車場 600台
ショウルーム南側のイオン提携第１・第２駐車場をご利用ください(各約300台）

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール 0800-170-3866

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0+%E5%A7%AB%E8%B7%AF/@34.8564418,134.7085948,15z/data=!4m6!3m5!1s0x3554e049d51767ed:0xf3f6e2fb458e4c93!8m2!3d34.8564418!4d134.7085948!16s%2Fg%2F11bx1r_jzf?hl=ja




パナソニック ショウルーム和歌山

住所 〒640-8392
和歌山市中之島1518

開館時間 10:00～17:00
休館日 水・木（但し、祝日は開館）、

GW、夏季、年末年始

車でお越しの方
■「車」 国体道路を北進し、中之島ロータリー左角

駐車場
あり(無料) 20台

ショウルームがあるビルの地下に駐車場がございます。
発行された駐車券をショウルームまでお持ちください。

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール 0800-170-3867

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0+%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1/@34.239028,135.1849373,15z/data=!4m6!3m5!1s0x6000b2e1a3aecbd9:0x367708570a015b33!8m2!3d34.239028!4d135.1849373!16s%2Fg%2F1td8y_4q?hl=ja


パナソニック ショウルーム堺

住所 〒593-8327
堺市西区鳳中町8-3-5

開館時間 10:00～17:00
休館日 水・木（但し、祝日は開館）、

GW、夏季、年末年始

電車でお越しの方
JR阪和線「鳳駅」より徒歩約１０分
南海電鉄・高野線「堺東駅」より、南海バス・堺東鳳西町線、鳳西町南行き「鳳中
町」下車すぐそば(約２５分乗車)

車でお越しの方
阪神高速１５号線堺出口から約５分
国道２６号線沿い鳳中町９丁交差点のすぐそば

駐車場
あり(無料) 24台

Googleマップを見る

お問い合わせ先 フリーコール 0800-170-3868

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0+%E5%A0%BA/@34.5344938,135.4530409,15z/data=!4m6!3m5!1s0x6000db34463bfc51:0x813f0b03b1ea55d6!8m2!3d34.5344938!4d135.4530409!16s%2Fg%2F11c531xhqp?hl=ja


＜還元水素水でつくる フレーバーウォーター体験会＞
要予約 不要

＼毎週第１・３日曜日 開催／

２月は５日(日) ・１９日(日)に開催いたします。

日々の暮らしがより充実する還元水素水で
見た目も香りも楽しいフレーバーウォーターが簡単に作れます♪

還元水素水の仕組みやおすすめポイントもご紹介いたします。
ぜひご来場お待ちしております！

◆還元水素水のメリット◆
１胃腸症状の改善 胃もたれを和らげ、お通じを良好にします
２浄水や弱酸性水もつくれ、煮物などのお料理やお口のエチケットなど、多様な用途
で活躍します
３安くて経済的 １Ｌあたり約３円！ご自宅でつくれます

還元水素水とは・・・電気分解の電極反応で還元され、その時に発生する水素を含
んだアルカリ性の飲用可能な水 「アルカリ性電解水」と同一です。

※内容・日程などは都合により予告なく変更となる場合がございます。

開催日時

2023年02月19日（日） 10:00 ～ 17:00

開催場所
パナソニック ショウルーム 堺
〒593-8327 堺市西区鳳中町8-3-5
イベントに関するお問い合わせ：072-265-7871

パナソニック ショウルーム 堺：2月19日 イベント情報
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