“くり返し使うライフスタイル”を提案する充電池 eneloopから ディ...

1 of 2

http://news.panasonic.com/jp/press/data/2012/10/jn121005-2/jn121005...
年

くり返し使うライフスタイル を提案する充電池

ディズニー⽣誕

⽉ ⽇

から

周年だけのアニバーサリーモデル第 弾を限定発売

品名

充電式ニッケル⽔素電池 「エネループ」

品番
電池

単 形 ディズニーキャラクターモデル

個⼊

オープン ※

メーカー希望⼩売価格
発売⽇

年

販売数量

⽉

⽇

万パック

パナソニック グループ エナジー 社は、 くり返し使 うラ イフス タイ ル を提 案す る充電 池「エネループ」から、
ウォルト・デ ィズニー⽣ 誕
周年を記 念したアニ バー サリ ーモデルの 「エ ネルー プ」 第 弾を、限定 万パック
発売いたしま す。
「エネループ 」は、世界 ケ 国以上で販 売さ れ、 累計 出荷数 は約 億
万個 ※ を突破したロングセラー商品で
す。
年の発売 以来、 「買って すぐ使える 」、 「⻑ 期保管後も すぐ 使える 」、 また 、「充電してくり返し使え
る」という利 便性に対し て、ユー ザー満⾜度調査 で ％ ※ 以 上の ⽅から 「満 ⾜し ている 」と⾼い評価をいただい
ております。
パナソニック グループ エナジー 社は、創業
周 年ビ ジョンであ る「環境 ⾰新企業」 を目指し、 くり返し使う
ライフスタイ ル を提案す る「エネル ープ」を全世界 に広 めるこ とで 、「エコ＆ スマート」な循環型社会の実現に
貢献してまい ります。

＜特⻑＞
レト ロで愛らし い、 ディズニー ⽣誕
周 年だ けの アニバ ーサリー モデル「エ ネル ープ」
多本 使いのヘビ ーユ ーザーには 充電済／ 未充電 の使 い分けがで きて便利 な 柄⼊り
電池 は、充電し てお けば 年後でも 使⽤可 能 ※ で、約
回 ※ くり返し使 える 「エネループ」
※
※
※
※
※

オ ープン価格はメーカー希望⼩売価格を定めて おりません
年 ⽉ ⽇時点
エ ネループ購⼊者に対する当社インターネット 調査結果より（
実施）
満 充電後、室温
℃ での放置における当社評価による（放電電流
、放電終⽌電圧
セル）
（
）の試験条件に基 づく目安（但し、くり返し使⽤回数は使⽤条件、機器により異なります）

【お問い合わせ先】
エナジー社 市販営 業総括 グループ
電話
担当︓吉 成（よしな り）
ホー ムページで のご 案内︓

【特⻑】
レトロで愛 らしい、 ディズ ニー⽣誕

周年 だけ のア ニバ ーサリ ーモ デル 「エネ ルー プ」

⾃然ドキュメ ンタリーフ ィルムの 制作や実験未来 都市構 想な ど、 ⾃然と の共 ⽣に⼤き な展望を抱いていたウォル
ト・ディズニ ーに共感し 、環境に 配慮した「エネ ループ 」商 品か ら、デ ィズ ニー⽣誕
周年限定モデルを発売し
ます。
年 ⽉に発売し た
ミッキーシ リー ズに続 く第 弾は 、レ トロで愛ら しいディズニーキャラクター
と、カラフル でおしゃれ な⾊の組 み合わせが楽し い、男 ⼥問 わず ⼿に取 りた くなるデ ザインの充電池セットで
す。

「ディズニード リームプロ ジェクト 」
ウォ ルト ・ディズニ ー⽣誕
いま す。 その

年を 迎える 現在 も、ウォル トのメッ セージ、そして想いは⽣き続けて

周年を記 念して、ウォル ト・ ディ ズニー ・ジ ャパ ン株式 会社では数多くのプロジェ

クト を展 開します。
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「ディズニード リームプロ ジェクト 」
ウォ ルト ・ディズニ ー⽣誕
いま す。 その

年を 迎える 現在 も、ウォル トのメッ セージ、そして想いは⽣き続けて

周年を記 念して、ウォル ト・ ディ ズニー ・ジ ャパ ン株式 会社では数多くのプロジェ

クト を展 開します。
年の 冬から

年に かけて

をテ ーマ にした、こ の先

周年 商品の展開 や様 々なプ ロモ ーシ ョンを実施。ウォルト⾃⾝

年以上は でき ない、 初め ての取組み が「ドリ ームプロジェクト」です。

多本使いの ヘビーユ ーザー には充電 済／未 充電 の使 い分け ができて 便利な 柄⼊ り
単 形「 エネループ 」 個は、 全てのデザ イン が異 なり 、限定 パックな らではのコ レク ターの⼼をくすぐるものに
仕上げていま す。エネル ープのヘ ビーユーザーに とって は、 充電 済／未 充電 、使⽤機 器別など、電池の使い分け
に⼤変便利で す。

電池は、充 電してお けば 年後で も使⽤可 能で、 約

回く り返 し使える「 エネループ」

電池本体は、 ⾃然放電抑 制とくり 返し使⽤回数の バラン スの とれ た「エ ネル ープ」。
充電して約
回くり返し使 え、充電 池特有 の⾃ 然放 電を抑 制する独 ⾃の技術で 、充 電しておけ
ば、 年後約 ％、 年後でも 約 ％の エネル ギー が残 ってい るので、 使いたい時 、と っさの時で
も乾電池のよ うに気軽に お使いい ただけます。
また、「エネ ループ」シ リーズの すべての電池は 、「グ リー ン電 ⼒証書 制度 」を活⽤ し、エネ
ループの製造 時の電⼒の ⼀部（製 品出荷時の充電 ）に相 当す る電 ⼒を太 陽光 発電によ る「グリー
ン電⼒」で賄 っています 。
これは、太陽 電池でエネ ルギーを ⽣み出し、電池 に蓄え 、実 ⽤エ ネルギ ーと して活⽤ するとい
う、当社の目 指す「創・ 蓄・活の クリーンエナジ ールー プ」 の実 現へ向 けた 取り組み であり、性
能だけではな く、
（ エネルギ ー） の
（ 循環） という 「エ ネループ」 本来のコンセ
プトを進化さ せた取り組 みです。

【仕様】
品名

充電式ニッケル⽔素電池 「エネループ」

品番
※ 単 形 デ ィ ズ ニ ーキ ャ ラ ク タ ー モ デ ル

公称電圧
定格容量（

個⼊

Ｖ
）※

電池外形寸法
電池質量

約

ｇ 個

パッケージ寸法
パッケージ質量
※

（

） の試験条件に基づく電池の最⼩（

約
）容量

プレスリリースの内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
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