
●品番：MC-330EP●外形寸法：幅265×奥行155×高さ175mm●コード長さ：
2m●集塵量：200g●消費電力：320W●電源：100V●質量：2.1kg●付属品：
MC-330EP用フィルター外袋（型番AMC99K-550）1枚、内袋（型番AMC06K-Y40）
1枚●保証期間：1年間●出荷/包装単位：1

Panasonic

黒板拭きクリーナー MC-330EP
商品コード 単位 価格（税抜） 価格（税込）

722-183 1台 ￥9,520 ￥10,472

Panasonic

MC-330EP用フィルター
〈布製外袋〉

商品コード M価（税抜） 価格（税抜） 価格（税込）

785-504 ￥660 ￥593 ￥652
●MC-300・MC330E・MC330EP用●型番：AMC
99K-550●水洗い可●出荷/包装単位：1

Panasonic

MC-330EP用内袋
〈スポンジ状フィルター〉

商品コード M価（税抜） 価格（税抜） 価格（税込）

785-503 ￥700 ￥630 ￥693
●MC-300・MC330E・MC330EP用●型番／AMC
06K-Y40●水洗い可●出荷/包装単位：1

×

黒板ふきクリーナー
期間限定期間限定特別価格特別価格

チラシ限定価格です。チラシ掲載の商品コードでご注文下さい。

MC-330EP用 アクセサリー

1 チョーク粉の吸収が強い！

2 低消費電力！

3
2.1kgの
軽量コンパクト設計！

PRICE DOWN!!

フィルターはこちらからどうぞ

チラシ有効期限 ： 
2021年 4月30日

￥9,520税抜

￥￥593593税抜税抜

￥￥630630税抜税抜

通常価格（税抜）￥9,980を

集塵量 消費電力

200g 320W

（税込 ￥693）（税込 ￥693）（税込 ￥652）（税込 ￥652）



チラシ有効期限：2021年 4月 30日

Panasonic

乾電池エボルタNEO
商品コード 商品種別 型番 単位 入数 （内訳） 価格（税抜） 価格（税込）

① 726-187 単1形
LR20NJ/4SW 1パック 4本 ￥875 ￥962

② 743-243 LR20NJN/10S まとめ買い 1箱 10本 （2本×5パック） ￥1,800 ￥1,980
③ 726-188 単2形

LR14NJ/4SW 1パック 4本 ￥667 ￥733
④ 743-244 LR14NJN/10S まとめ買い 1箱 10本 （2本×5パック） ￥1,350 ￥1,485
⑤ 719-392

単3形
LR6NJ/20SW 1箱 20本 ￥1,980 ￥2,178

⑥ 726-440 LR6NJN/40S まとめ買い 1箱 40本 （4本×10パック）￥3,516 ￥3,867
⑦ 726-442 LR6NJN/100S まとめ買い 1箱 100本（4本×25パック）￥8,380 ￥9,218
⑧ 719-393 単4形

LR03NJ/20SW 1箱 20本 ￥1,980 ￥2,178
⑨ 726-441 LR03NJN/40S まとめ買い 1箱 40本 （4本×10パック）￥3,516 ￥3,867
●使用推奨期限：10年（※保存条件＝温度：20℃±2℃、相対湿度＝55%±20%）
●出荷/包装単位： ①③1/30②④⑥⑨1/10⑤⑧1/20⑦1/4

Panasonic

エボルタNEO付き LED懐中電灯
商品コード 品番 価格（税抜） 価格（税込）

756-815 BF-BG44 ￥980 ￥1,078
●入数：1個●外形寸法：約幅130×奥50×高60mm●質量：約110g（乾電池含
む）●使用電池：単4形×3本●電池持続時間：連続約18時間（乾電池エボルタ
NEO使用時）●使用光源：ワイドパワー白色LED1個●付属品：乾電池エボルタ
NEO（単4形）3本●出荷/包装単位：1/30

Panasonic

エボルタNEO付き LED懐中電灯
商品コード 品番 価格（税抜） 価格（税込）

769-632 BF-BG41K-W ￥1,590 ￥1,749
●入数：1個●外形寸法：約幅195×奥66×高66mm●質量：約400g（電池含）
●使用電池：単1形×2本（充電池使用不可）●電池持続時間：連続約132
時間（エボルタNEO使用）●使用電球：ワイドパワー白色LED1個
●付属品：乾電池エボルタNEO（単1形）2本●出荷/包装単位：1/10

Panasonic

FM-AM 2バンドレシーバー
商品コード 型番 価格（税抜） 価格（税込）

726-193 RF-TJ20-W ￥5,980 ￥6,578
●入数：1台●外形寸法：幅140×奥52×高54mm●質量：
288g（乾電池含む）●電源：乾電池DC4.5V●使用電池：単
4形×3本●受信周波数：FM＝76.0～108.0MHz、AM＝
522～1629kHz●実用最大出力：（DC時）（JEITA）：250
mW（充電式電池使用時）、230mW（乾電池使用時）●出力
端子：モノラルM3（ミニジャック）8Ω●充電ケーブルは付
属しておりません●出荷/包装単位：1/5

Panasonic

エボルタNEO付 強力マルチライト
商品コード 型番 価格（税抜） 価格（税込）

743-246 BF-MK10K-K ￥3,980 ￥4,378
●入数：1台●外形寸法：約幅80×奥85×高135mm●質量：
270g（乾電池含む）●使用電池：単3形×3本●電池持続時
間：約320時間（強力ライト、乾電池エボルタNEO使用時）●
使用電球：ハイパワーLED（白色）1個、ワイドパワーLED（電
球色）2個●付属品：乾電池エボルタNEO（単３形）３本●出
荷/包装単位：1/10

アルカリ乾電池

手回し充電ラジオ & 懐中電灯

あると安心！

災害時の必需品。

電池の買い置きに。

備えは万全ですか？

!

!

1.5V

生活防水

防滴

防滴

使用球：LED

使用球：LED

使用球：LED

⑦

⑨

①
③

⑤ ⑧

手回しでスマートフォンや
携帯電話を充電。

持ちやすいロールレスフォルムの懐中電灯。

コンパクトなのに明るい！

10年間保存可能だから
非常時のストックにも
おすすめ。

強力ライト、ランタン、W照射
ライトの3モード切替可能

LED＋エボルタNEOで132時間連続使用可能！

チラシ・
WEB

限定品

チラシ・
WEB

限定品チラシ・
WEB

限定品
※充電ケーブルは付属しておりません。

②④のみ ②④のみ

手のひら
サイズ 乾電池がなくても

ラジオ・ライトが
使える！

もしもの時は
W照射モードで
前方と足元も
照らせます

明るさ
約30ルーメン

（参考値）

明るさ
約50ルーメン

（参考値）

明るさ
約400ルーメン

（参考値）

単1形
4本 単2形

4本

単3形
20本

単4形
20本

単1形乾電池
2本付属

単4形乾電池
3本付属

単3形乾電池
3本付属

NEW

1本
あたり

￥￥8383.8.8
⑦単3形 1箱100本入なら⑦単3形 1箱100本入なら

税抜税抜

（税込 ￥92.2）（税込 ￥92.2）

1本
あたり

￥￥8787.9.9
⑨単4形 1箱40本入なら⑨単4形 1箱40本入なら

税抜税抜

（税込 ￥96.7）（税込 ￥96.7）

￥￥55,,980980税抜税抜

（税込 ￥6,578）（税込 ￥6,578） ￥￥33,,980980税抜税抜

（税込 ￥4,378）（税込 ￥4,378）

￥￥11,,590590税抜税抜

（税込 ￥1,749）（税込 ￥1,749）

￥￥980980税抜税抜

（税込 ￥1,078）（税込 ￥1,078）


