
Panasonlc 充電用 USBコンセント
画 埋込充電用USBコンセント2ポ…卜(USB‐AoC)

団 埋込充電用USBコンセント2ポート(USBⅢAOC)(扉付コンセント付)

2021年 5月 21日 発 売 新 商 品 情 報

|お 得 意 先 用
|

1    扉付コンセント

1   プラグの刃を同時に差し

'   
込むことで扉が開く安全

1   設計だから充電ケーブル
の誤挿入を防止

02コモジュール/2ポート

●WN1477CW

※1 l USB Type CTMは USB lmp ementers Forumの 商標。
※2:PDは Power De veryの 略でUSBケ ーブルを介して最大100Wま で受給電を可能にするUSB電力拡張規格。
※3:USB Type CTM単 独で充電した場合 .

※4:2020年発売の主要スマートフォンおよびタフレント12台で0%から100%の 充電にかかる時間を当社で検証した結果.充電時間は充電環境や端末状況により異なることもあります。
※5:1日 に10回の挿抜を行った場合。メーカー保証期間は1年。
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埋込 充電用USBコ ンセント(18W)(USB… A・ C)一覧表

仕 様 色 品 番 品 名
希望小売価格   組み合わせプレート

輌抜) ,同 色をご用意しています.

lAIN1 477H

″ヽN1477B

AIN1 477MB

!,r.2-rr lll WN1477SW 埋込    USBコ ンセント2ポート(18W)
(∪ SB―AC)(ホワイト|

7,800円 コスモシリーズワイド21

グレー ⑭WN1477H 埋込    USBコ ンセント2ポート(1811V)

(∪ SB‐ AC)(ク レー)

7,800円 アドツヾシスシリーズ

匡∃薬ζ)(ク ⑩WN1477CW 埋込    USBコ ンセント2ポート11 8Wi

(∪ SB― AC)(セ ラミノクホワイト)

7,900円
アドバンスシリース

SO― STYLE

lz="t ⑪WN1477B 埋込    USBコ ンセント2ポート(1 81Nl)

(USB― AC)(ブ ラック)

7,800円 SO‐ STYLE

□采ち味
ラわク

⑪WN1477MCW 埋込    USBコ ンセント2ポート(1817V)

(∪ SB―AC)(マントセラミンクホワイト)

8,500円 SO‐ STYLE

||」ちじク ⑭WN1477MB 埋込    USBコ ンセント2ボート(1 81Nl)

(USB‐ AC'1マ ントフランク)

8,500円 SO― STYLE

! 'r'z-rl ⑩WttF147740W
コスモシリーズワイド21

埋込    USBコ ンセント2ポート(1 81Al)

IUSB A C)(扉 付コンセント付 ){ホ ワイト)

8,600円 コスモシリーズワイド21

グレー ⑪WTL147740H
アドバンスシリーズ

埋込    USBコ ンセント2ポート(18W)
(USB― AC)(扉付コンセント付)(ク レー)

8,600円 アドバンスシリーズ

□薬ζXク ⑪WTL147740W
アド/｀ ンスシリーズ

埋込    USBコ ンセント2ポート(18W)
(USB‐ AC)(扉 付コンセント付)(セラミックホワイト)

8,700円
アドバンスシリース

SO‐ STYLE

lz>tc ⑩WTL147740B 埋込     ∪SBコ ンセント2ポート(18W)
(USB A C)(扉 付コンセント付 )(フ ランク)

8,600円 SO‐ STYLE

EI票み、【
ラミック

⑪WttL147740MW
埋込    USBコ ンセント2ポート(18W)
(USB A C)(扉 付コンセント付 )

(マ ットセラミンクホワイト)

9,300円 SO― STYLE

|1了劣ク ⑩WTL147740MB
埋込    USBコ ンセント2ポート(18W)
(USB A C)(扉 付コンセント付 )

(マ ットフラック)

9,300円 SO‐ STYLE

●寸 法 図  WN1477SW
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lvlメ ーカーに一定量在庫している商品

希望小売価格には消費税は含まれておりません。

△
安全に関する

こ注意

●ご使用の前に、「取扱い説明書Jをよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店または専門施工店

にご相談の上、正しくご使用ください。

●このチラシ記載商品は、使用用途・場所など限定するもの、専門施工を必要とするもの、また定期点検を必要

とするものがあ|ります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。

■ 蝠 鼈  :|口三隕 鼈 麒 II

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいま魂  panas驚焦万
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省エネを徹底的に追求した家電製品をお客
様にお届けし、商品使用時のC02排出量
削減をロオ旨します。

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの

家電製品などから回収した再生資源を使用
した商品を作り、資源循環を推進します。

蠅スマートフオンでカンタン検索
※通信費はお客様のご負担となります。

バナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 エナジーシステム事業部
〒571‐ 8686 大阪府門真市門真1048 a(o6)69081131(代表)

◎Panasonic Corporation 2021 本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このチラシの記載内容は2021年 5月現在のものです。
wlAICTlE335 202107 5 6XKN2
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