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エアコン
Air Conditioners

We contribute to the evolution of air-conditioners with our energy-saving, high-e�cient BLDC 
motor, which leads our competition. 
Our AC motor, which has high demand in emerging countries, is developed with high 
performance and compact at a competitive price.

当社は他社に先駆け、省エネ・高効率のブ
ラシレスDCモータを開発し、エアコンの
進化に大きく貢献しています。
また、新興国で需要が多いACモータに関
しては、高性能、且つ小型の製品を開発
し、競争力のある価格で提供しています。
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食洗機
Dishwashers

Nidec motorpumps for dishwashers are the result of deep knowledge and optimization 
in both electro-mechanic and hydraulic components.
Outstanding results in vibration and noise performance are obtained thanks to 
optimization of magnetic con�guration, allowing Nidec customers to achieve silent  
operation and low consumptions. Integration of heater is an available option.

モータ部・ポンプ部の最適化設計により、Nidecの食洗機用モータポンプは市場優位性を
持つ製品となっています。振動、ノイズ特性における優位性は、磁気回路の最適化により
達成されており、最終製品において静かで、低消費電力の製品化が可能となっています。食
洗機用ポンプにおいてはヒータ内蔵タイプもオプションとしてお選び頂けます。

洗濯機・乾燥機
Washers/Dryers

Nidec provides a full range of motors, especially 
designed for horizontal axis washers, ful�lling the most 
advanced standards. Increased e�ciency for 
environment preservation, reduced noise for comfort of 
use makes Nidec the preferred independent partner 
for advanced drive solution worldwide. Full support 
to customers include expertise in electronic drives 
and a worldwide network to serve every region 
locally. For dryers, especially dedicated to the 
high-end market, and Nidec BLDC motors for dryer 
are the preferred solution for European region in the 
most advanced e�ciency classes. Designed ahead of 
European regulations on energy labeling, Nidec 
motors stand out for their robust design.

水平軸（ドラム式）、垂直軸（トップロード）いずれにも
最新規格に準拠したモータを供給しています。高効率、
低ノイズ化により、世界各地より高評価を頂いています。
世界各地に適した制御技術を含むソリューション提案
を致します。その中でもハイエンド市場においては弊社
ブラシレスDCモータ技術を使った製品の投入により、
欧州をはじめ規格の先をいく製品を提案可能として
います。
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HVAC Motors
業務用エアコン

Fan for Refrigerators
冷蔵庫用ファン

Ice Makers
アイスメーカ

BLDC/AC Motor
ブラシレスDC／ACモータ

Actuator Units for Air Conditioners
エアコン用モータ駆動ユニット

PSC and BLDC
Indoor 
Blower

Room Air Conditioner 
Indoor-unit Fan Motors
家庭用エアコン
室内用ファンモータ

Room Air Conditioner 
Outdoor-unit Fan Motors
家庭用エアコン
室外用ファンモータ

PSC and BLDC
Outdoor 
Condenser

Louver Drive Units/
Filter Cleaning Units
エアコンルーバーの駆動/
フィルター自動クリーニング
機構駆動用

Rivet Contacts for Home Appliances 
Relays（MALLOBOND）
家電用リレー複合リベット接点

冷蔵庫
Refrigerators
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High energy-saving and Low-Noise performance is desired for 
refrigerators which run throughout a year. We have a variety of 
fans in our line-up to satisfy the needs. We also provide driving 
mechanism modules and get the highest market share in the 
�eld.

Hermetic compressors for home appliances
Encompassing a robust portfolio with �xed and variable speed (inverter) for residential 
refrigerators, NIDEC’s compressors have low noise and vibration while reaching the highest 
e�ciency levels.

年中運転を続ける冷蔵庫では高い省エネと静音特性が求められて
おり、Nidecでは両特性を高次元で実現した冷蔵庫専用ファンを各
種取り揃えています。また、駆動系モジュールも世界一のシェアを
誇っています。

家電用ハーメチックコンプレッサー
住宅用冷蔵庫用の固定速度および可変速度（インバータ）を備えた堅牢なポートフォリオを網羅
するNIDECのコンプレッサーは、最高の効率レベルに達すると同時に、低騒音および低振動を実
現しています。

冷蔵庫用コンプレッサー
Compressor for Refrigerators

Actuator Units for
Refrigerators
冷蔵庫用モータ駆動ユニット

Refrigerant Valve Unit
冷媒バルブ

Damper Control
ダンパー

Defrost Time Switch
霜取りタイマ

Automatic Ice Cube Maker
製氷機駆動ユニット

Actuator Units for Refrigerators
冷蔵庫用モータ駆動ユニット

Synchronous Motors
シンクロナスモータ

Cool Air
Circulation Fans
庫内冷気循環用

Compressor
Cooling Fans
コンプレッサー冷却用

Twisting
Ice Maker
捻り式製氷機ユニット

Crescent Cube
Ice Maker
掻き出し式製氷機ユニット
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Direct Drive Motors for Washing 
Machines（BLDC）
ダイレクトドライブ型
洗濯機用モータ（ブラシレスDC）

Dishwasher Pumps
（BLDC, BPM）
食洗機用ポンプ
（ブラシレスDC）

Motors for Wheel & 
Main Brush
ホイール／メイン
ブラシ用モータ

Stick Cleaner
Blower（BL-V50）
スティック用ブロア

Dishwasher Pump with
Integrated Heater
ヒーター付食洗機用ポンプ

Actuator Units for Full Automatic 
Washing Machines
洗濯機用モータ駆動ユニット

Dryer Motors（BLDC, BPM）
乾燥機用モータ（ブラシレスDC）

Dishwasher Pumps（AC）
食洗機用ポンプ（AC）

Robot Blower（BL-V20）
掃除ロボ用ブロア

Canister Blower
（BL-V70）
キャニスタ用ブロア 

Belt Drive Motors for Washing Machines（BLDC/AC）
ベルトドライブ型洗濯機用モータ（ブラシレスDC/ACモータ）

Drain Pump Unit
給排水用ポンプユニット

Washer Dryer Motor（BLDC）
洗濯機・乾燥用モータ（ブラシレスDC）
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掃除機
Vacuum Cleaners

BLDC motor characteristic such as small, light-weight and high e�ciency, completely 
meets the cleaner needs to be robotic cleaner and cordless cleaner （recent stick type 
cleaner）, and it makes the cleaner performance much better.

ブラシレスDCモータの小型・軽量・高効率という特徴が、掃除機のロボット化（ロボット掃除機）と
コードレス化（スティック掃除機）の持つニーズと合致し、掃除機の性能向上に貢献しております。

NIDEC CORP.....P.39

For Robot Cleaner
ロボット用

For High-Power Vacuum Cleaner
ハイパークリーナー用

Stick Cleaner
Blower（BL-V60）
スティック用ブロア

Type A Type C PRO

空気清浄機・扇風機
Air Puri�er/Electric Fan
NIDEC CORP.....P.39

BLDC Motors
ブラシレスDCモータ

25H Type

Compressor FMX Compressor FMS Compressor EM3 Hermetic Motor
ハーメチックモータ

https://www.nidec.com/en/product/search/application/A_B103/

