
電動工具

工事用 充電サイクロン式クリーナー
EZ37A5
2020年10月発売予定NEW

2020.6

目詰まりしやすい石こうボード粉も

サイクロンで連続吸じん※。

（イメージ図）

ハンディでも
サイクロン
方式

※ ごみフィルター掃除頻度が当社従来比1/6



ゴミ捨てがラク
ごみ捨てラインまでゴミがたまれば捨ててください。

ダストケース

ゴミの量がひと目でわかる半透明

ごみフィルター

クリーンカプセル方式

①回す

②外す

床に干渉しにくい前面傾斜

時間

目詰まり

目詰まり

吸引風量

吸引風量

時間

サイクロンなら吸引力が持続。

ごみフィルターの清掃不要！
新製品

EZ37A5

当社
  EZ37A3

1回目ごみフィルター掃除 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目

吸引力が落ちにくい！

目詰まりで
パワーダウン

モーター

ダストケース

ごみフィルター

保護フィルター

1次フィルター

※石こう粉じんの場合、当社条件に基づき測定（ダストケース、1次フィルターは必要に応じて掃除）

頻繁に
フィルター掃除

ごみフィルター掃除回数1/6※！

ごみフィルターを抜き出し、
軽く振るだけ。
チリ離れが良いので
ゴミの振るい落としがラク。

ゴミ捨て、お手入れ簡単！

だから粉じんが目詰まりしにくく
吸引力が持続！

粉じんを遠心分離する
サイクロン方式！

たまったゴミと一緒に
始末できるので、
手も周囲も汚れにくく、
簡単キレイ。

これまでは目詰まりでイライラ

ごみフィルター掃除 1回目



新設計フロアノズル（ローラータイプ）

盤内の切り粉の掃除に

狭い隙間を清掃できるよう可動範囲を拡大

4つのタイヤで広い床面での動きがスムーズ

当社従来品30°

15°15°

隅や溝掃除にも
便利なワンタッチブラシ

ブラシを傷めずワンタッチ収納

隙間や隅のゴミをかき出せる形状

使用時

収納時

水洗いできる
サイクロンユニット

簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能

お手入れがラク

希望小売価格7,500円（税抜）

クリーナー用
サイクロンユニット
EZ9X402-B（黒）
EZ9X402-W（白）

お手持ちのクリーナーEZ37A3の
サイクロン化もワンタッチで可能。

サイクロンユニットに
換えるだけ

さまざまな場所で掃除がスムーズ！

使いやすい新機構・新デザイン

現場の床掃除に 車内清掃に 階段掃除に

サッとだし、サッとしまえる
新開発『ワンタッチブラシ』



14.4V電池セット品

5.0Ah電池（1個付）
EZ37A5LJ1F-B（黒）

希望小売価格52,000円（税抜）

EZ37A5LJ1F-W（白）

希望小売価格26,400円（税抜）

本体のみ

充電器・電池パックは別売
EZ37A5X-B（黒）

EZ37A5X-W（白）

希望小売価格7,500円（税抜）

EZ9X402-B（黒）

EZ9X402-W（白）

EZ37A5LJ1G-B（黒）

希望小売価格55,000円（税抜）

EZ37A5LJ1G-W（白）

18V電池セット品

5.0Ah電池（1個付）

EZ37A5PN1G-B（黒）

希望小売価格50,000円（税抜）

EZ37A5PN1G-W（白）

3.0Ah電池（1個付）

吸込み仕事率 《14.4V》 強：20W  標準：9W   《18V》 強：35W  標準：9W

集じん容量 250mL

本体寸法 全長555×全高124×全幅160 mm（本体のみ）

質量 1.15 kg（本体のみ）

■仕様

■付属・別売品　●：標準付属　〇：別売でご用意

■使用できる電池パックと連続使用時間（目安・フル充電で）

品名 希望小売価格
EZ37A5

電池パック18V

電池パック14.4V

急速充電器（リチウムイオン専用）

LJ1G

●

○

●

○

PN1G

○

○

●

●

LJ1F

○

●

●

○

24,800円（税抜）

21,800円（税抜）

15,000円（税抜）

19,800円（税抜）

X

○

○

○

○

5.0Ah

5.0Ah

3.0Ah

品番

EZ9L54

EZ9L48

EZ0L81

14.4V用

5.0Ah 約45分 約80分EZ9L48

3.0Ah 約27分 約48分EZ9L46

2.0Ah 約18分 約32分EZ9L47

電池パック名 強 標準品番

18V用
5.0Ah 約30分 約100分EZ9L54

3.0Ah 約18分 約60分EZ9L53

電池パック名 強 標準品番

EZ9L53

希望小売価格
2,500円（税抜）

フロアノズル（ローラータイプ） ☆
EZ37A5K7611（黒）
EZ37A5W7611（白）

希望小売価格
600円（税抜）

すきまノズル ☆
EZ37A3K7557（黒）
EZ37A3W7557（白）

希望小売価格
1,500円（税抜）

ワンタッチブラシ ☆
EZ37A5K7621（黒）
EZ37A5W7621（白）

希望小売価格
1,900円（税抜）

延長管（ショート） ☆
EZ37A5K7631（黒）
EZ37A5W7631（白）

すきまノズルホルダ ☆

希望小売価格
350円（税抜）

EZ37A3K3847（黒）
EZ37A3W3847（白）

すきまノズル用ゴムカバー

希望小売価格
200円（税抜）

EZ37A3K3107

ごみフィルター ☆

希望小売価格
1,600円（税抜）

EZ37A3L0248

フィルター格子・枠セット
（サイクロン用） ☆

希望小売価格
1,000円（税抜）

EZ37A5L7121

保護フィルター ☆

希望小売価格
100円（税抜）

EZ3780L0138

エナジーシステム事業部
〒571-8686　大阪府門真市門真1048　TEL.（06）6908 -1131（代表）

EZCT1E077　202006-3XY

フロアノズル（ローラータイプ）

延長管（ショート）
ワンタッチブラシ

ダストケース

別売ソフトケースに
収納でき、
移動・保管に便利。

すきまノズルホルダ

新商品のご案内

仕様・外観は変更することがありますのでご了承ください。

色の品番は補修用部品です。

商品に付属しているノズル・フィルター 〈別売でもご用意〉 ☆は本体に標準付属

ダストケース ☆

希望小売価格
1,500円（税抜）

EZ37A5L7111

ユニバーサルホルソー
50-110

ダウンライトやセンサーなど、
φ50-110mmの穴あけに対応。

EZ3582

2020年11月発売予定

ハンドルが折り曲げでき、
狭所作業がラク。

充電レシプロソー
EZ47A1

2020年9月発売予定

すきまノズル

インスタグラムキャンペーン 実施中 アカウント名
＠panasonic_powertool

ソフトケース
EZ9522
希望小売価格7,000円（税抜）（電池パックは本体に装着）

●サイクロン式クリーナー

●クリーナー用サイクロンユニット
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