
ダイソン。吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機。™

コード付き掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。

ダイソン デジタルモーター V6

2 Tier Radial™ 
（ティアーラジアル）サイクロン

カーボンファイバーブラシ搭載の 
最新モーターヘッド



コード付き掃除機

一般的にはコード付き掃除機を使用しなければ、 

しっかりとゴミを取り除くことができないと考えられています。

コード付き掃除機よりも 
多くのゴミを吸い取ります。

DC62コードレスクリーナーは350Wのダイソン デジタルモーター V6を 
搭載し、2 Tier Radial™（ティアーラジアル）サイクロンと再設計された 
ニッケルマンガンコバルトバッテリーにより、変わらない高い吸引力が 

続きます。またカーボンファイバーブラシ搭載の最新のモーターヘッドにより

高い集じん性能を実現します。

これらの4つのテクノロジーにより、DC62はコードレスクリーナーで 
ありながらコード付き掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。
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床や天井まで使いやすい設計

手元に重心を置いた設計により、高い場所も、低い場所も、 

そして狭い隙間のお掃除にも。
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他のコードレスクリーナーの 

2倍の吸引力。
コード付き掃除機よりも 

多くのゴミを吸い取ります。

他のハンディクリーナーの 

2倍の吸引力。
他のハンディクリーナーの 

3倍の吸引力。

コードレスクリーナーのラインナップ

ダイソン デジタルモーター V6、2 Tier Radial™（ティアーラジアル）サイクロン
を搭載した最新のDC62、DC61を含む、コードレスクリーナーのラインナップ。
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PCB
ダイソン デジタルモーター V6と 
クリーナーヘッド内のモーターをコントロール。

インペラー
より大きなインペラーで 
出力密度を高め、風量を強めます。

凝縮されたネオジウム磁石
大きな磁石により、 
エネルギー効率をさらに向上。

固定子シュラウド フレーム

高速回転翼ディフューザー
1段階の放射状ディフューザーがより強力な 
空気の流れを生み出し、吸引力を最大化します。

放熱カートリッジ
モーターから発生する熱を分散。

ダイソン デジタルモーター V6
高密度のパワー。毎分最大110,000回転します。

DC62はダイソン デジタルモーター V6を搭載しています。前モデルのモーターよりも
パワフルな350Wの出力により、変わらない高い吸引力を実現しました。

“15年前ダイソン デジタルモーターを開発して以来、
改善を繰り返してきました。ダイソンのV6モーター
は毎分最大110,000回転し、4極磁石を搭載する
ことで、前モデルに搭載のV2よりも1.5倍のパワー
を生み出します。”

ジェームズ ダイソン
サイクロンテクノロジーの開発者
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2 Tier Radial™（ティアーラジアル）サイクロン

2 Tier Radial™（ティアーラジアル）サイクロン
サイクロンを増やすことで風量を強め、 
より小さなサイクロンが微細なゴミを捕えます。

DC62コードレスクリーナーは2 Tier Radial™（ティアーラジアル）サイクロンを搭載し、2層に
配列された15個のサイクロンが同時に機能します。サイクロンを再設計し、風量を強め強力
な遠心力を発生させることで、微細なゴミを空気から分離します。

内側のサイクロン
対称に配列された小さなサイクロンが、 
パワフルな遠心力を発生させ、 
微細な粒子を捕らえます。

ボルテックスフィンガーズ
内側のサイクロンから空気を導き、 
気流の乱れや音を低減。

気流
サイクロンの中心部からモーターへ流れる 
気流の経路を作り、吸引力を最大化しました。

サイクロンガスケット
サイクロンの密閉材は、より強い吸引力を 
維持するために、特別な素材を使用しています。

外側のサイクロン
空気が垂直軸の周りを回転することで、 
遠心力を発生させ大きなゴミや髪の毛を 
クリアビンに弾き飛ばします。

シュラウド
内側のサイクロンで効率よく微細なゴミを空気の力で 
分離するために、外側のサイクロンで大きなゴミを 
より捕らえるようシュラウドのデザインを改良しました。

有限要素解析（FEA）
軽量かつ頑丈な構造を実現。

10 11



従来型のクリーナーヘッド

フローリング上の微細なホコリを 

取り残してしまうことがありました。

カーボンファイバーブラシ搭載の 

最新モーターヘッド

きめ細かい導電性のカーボンファイバー 

ブラシがフローリングから最も多くの 

微細なホコリを取り除きます。

連接型クリーナーヘッド
左右に180º回転し、ヘッドが 
床から離れることなく 
自在に動きます。

ナイロン素材のブラシ
カーペットやラグから 
効率よくゴミをかき出します。

カーボンファイバーブラシ
フローリングから最も多くの微細な 
ホコリを取り除くために開発された 
きめ細かいカーボンファイバーブラシ。

ベロア素材の緩衝材
床や家具、壁を 
キズから守ります。

改良されたV-Ball™テクノロジー
即座に方向転換でき、 
思いどおりにコントロールできます。

家具の下のお掃除に
本体を床と並行にした状態でも 
ヘッドが床との適切な密閉性を 
保ち、ゴミを取り除きます。

特殊加工を施した素材
頑丈で耐久性に優れた素材を採用。

クリーナーヘッド専用
モーター

軽量化と集じん性能の強化を 
実現するために

軽量化と集じん性能の強化を実現するために再設計されたモーターヘッド。ブラシ

を安定させるために適度な圧を保つ構造にしました。かき出したゴミを確実に吸い

込むことで取り残しを防ぎ、集じん性能を向上させました。カーボンファイバーブラシ

とナイロン素材のブラシを組み合わせた新しい構造。フローリングから最も多くの

微細なホコリを取り除きます。
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運転時間を無駄にしないトリガー式

必要がない間は簡単にオフにできます。

多くのコードレスクリーナーはお掃除開始から常に電源が入った状態のため、

バッテリーを無駄に使用しています。Dyson Digital Slim™（ダイソン デジタ
ルスリム）はトリガー式により、運転時間を無駄にすることがありません。運転

時にのみバッテリーが使用されることで、お掃除時間に換算すると約26分間
相当のお掃除が可能です。

motorhead
モーターヘッド

よりパワーが必要なお掃除に。
髪の毛や深く入り込んだ 
ゴミを取り除きます。

2 Tier Radial™ 
（ティアーラジアル）サイクロン
2層に配置された15個のサイクロンが 
同時に機能することで、風量を強め、 
微細なゴミを捕らえます。

軽くなったトリガー
わずかな力で 
トリガーを操作できます。

人間工学に基づいたデザイン
手に馴染むデザイン。 
重心をグリップ近くに置いた、 
扱いやすい構造。

再設計されたニッケルマンガンコバルトバッテリー
変わらない高い吸引力を実現するために最適化され、 
前モデルの1.5倍のパワーを送り出すことが 
可能になりました。

バッテリー充電時間
約3時間半で充電完了。 
他のコードレスクリーナーと比較し、 
最大3倍早く充電が可能です。

メーカー2年保証
お買い上げ日より2年間のメーカー保証。

簡単で清潔なゴミ捨て
片手でボタンを押すだけで 
ゴミを捨てることができます。

収納用ブラケット
本体やツールの収納を 
容易にします。

コンビネーションブラシ
先端にブラシがあり、用途によってブラシを
出したりひっこめたりして使用できます。

ミニ モーターヘッド
髪の毛やゴミをソファや隙間から取り除きます。

隙間ノズル
狭い隙間や届きにくい場所のお掃除に便利です。

カーボンファイバーブラシ搭載の最新モーターヘッド
あらゆるフロア上のゴミやホコリを取り除く 
ナイロン素材のブラシを採用した 
最新のカーボンファイバーブラシ設計。

改良されたV-Ball™テクノロジー
即座に方向転換でき、 
思いどおりにコントロールできます。

頑丈な構造
様々な場面での使用に耐える 
丈夫で軽い素材を採用。

円錐形フィルター
取り外して簡単に 
お手入れができます。

ダイソン デジタルモーター V6
毎分最大110,000回転し従来のモーターよりも 
最大で3倍の速度で高速回転。 
最もパワフルなコードレスクリーナーを実現。

LED充電レベル表示
バッテリーの充電状況を表示します。

強モード
トリガーを引きながらボタンを 
押すとモードが切り替わります。 
より強力な吸引力が必要な時には 
6分間の強モードが選択可能です。

取り外し可能なロングパイプ
軽量なアルミパイプで高い場所も 
家具の下や隙間の掃除も自在。

26分
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26分

フレキシブル隙間ノズル
伸ばして、曲げることもで
きるツールで、室内や車内
の届きにくい隙間のお掃
除に便利です。

ソフトブラシツール
やわらかいブラシで、ホコ
リをやさしく取りながら
お掃除をするツールです。

家中のお掃除のためのツールを付属。

フトンツール
ワイドで平らな掃除ツー
ルで、布団などの寝具の
内側から隅々まできれい
にします。

コード付き掃除機よりも 
多くのゴミを吸い取ります。
DC45の1.5倍の吸引力（強モード同士での比較）

motorhead
モーターヘッド

motorhead complete
モーターヘッド コンプリート

階段のお掃除に
クリーナーヘッドを本体に直接 
装着でき、階段のお掃除に便利です。

強モード
トリガーを引きながらボタンを 
押すとモードが切り替わります。 
より強力な吸引力が必要な時には 
6分間の強モードが選択可能です。

ダイソン デジタルモーター V6
毎分最大110,000回転し、 
従来のモーターよりも最大で 
3倍の速度で高速回転。 
他のコードレスクリーナーの3倍の 
吸引力を実現します。

カーボンファイバーブラシ搭載の 
最新モーターヘッド
あらゆるフロア上のゴミやホコリを 
取り除くナイロン素材のブラシを 
採用した最新のカーボンファイバー 
ブラシ設計。

人間工学に基づいたデザイン
手に馴染むデザイン。 
重心をグリップ近くに置いた、 
扱いやすい構造。

運転時間を無駄にしないトリガー式
トリガー式により、運転時間を無駄に
することがありません。運転時にのみ
バッテリーが使用されることで、お掃
除時間に換算すると約26分間相当の
お掃除が可能です。必要がない間は 
簡単にオフにできます。

よりパワーが必要なお掃除に 
ミニ モーターヘッド
髪の毛やゴミをソファや隙間から 
取り除きます。

家具の下のお掃除に
本体を床と平行にした状態でも、 
ヘッドが床との適切な密閉性を保ち、
ゴミを取り除きます。

簡単で清潔なゴミ捨て
片手でボタンを押すだけで 
ゴミを捨てることができます。

再設計された 
ニッケルマンガンコバルトバッテリー
変わらない高い吸引力を実現する 
ために最適化され、前モデルの 
1.5倍のパワーを送り出すことが 
可能になりました。 
約3時間半で充電が完了。

2 Tier Radial™ 
（ティアーラジアル）サイクロン
2層に配置された15個のサイクロンが
同時に機能することで、風量を強め、
微細なゴミを捕らえます。

床、天井など、さまざまな場所に 
使いやすい設計
取り外し可能なロングパイプと付属
ツールで、高い場所も、低い場所も、 
そして狭い隙間のお掃除も自在。

DC62の特徴
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他のコードレスクリーナーの2倍の吸引力。

motorhead
モーターヘッド

Root Cyclone™ 
（ルートサイクロン）テクノロジー
強力な遠心力でゴミやホコリが 
空気から分離されクリアビンに 
集められます。

ニッケルマンガンコバルトバッテリー
安定したパワー供給により、 
変わらない吸引力が続きます。 
約5時間半で充電が完了。

ダイソン デジタルモーター V2
毎分最大104,000回転し、従来の 
モーターよりも最大で3倍の速度で 
高速回転。パワフルなコードレス 
クリーナーを実現。他のコードレス 
クリーナーの2倍の吸引力。

カーボンファイバーブラシ搭載 
モーターヘッド
ナイロン素材のブラシが、 
カーペットからゴミをかき取り、 
きめ細かい導電性のカーボン 
ファイバーブラシがフローリング上の
ホコリを取り除きます。

床、天井など、さまざまな場所に 
使いやすい設計
取り外し可能なロングパイプと付属
ツールで、高い場所も、低い場所も、 
そして狭い隙間のお掃除も自在。

強モード
ボタンを押すと 
モードが切り替わります。 
より強力な吸引力が必要な時には 
8分間の強モードが選択可能です。

家具の下のお掃除に
本体を床と平行にした状態でも、 
ヘッドが床との適切な密閉性を保ち、
ゴミを取り除きます。

よりパワーが必要なお掃除に 
ミニ モーターヘッド
髪の毛やゴミをソファや隙間から 
取り除きます。

簡単で清潔なゴミ捨て
片手でボタンを押すだけで 
ゴミを捨てることができます。

階段のお掃除
クリーナーヘッドを本体に直接 
装着でき、階段のお掃除に便利です。

DC45の特徴

motorhead
モーターヘッド
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motorhead
モーターヘッド

よりパワーが必要なお掃除に。
髪の毛や深く入り込んだ 
ゴミを取り除きます。

頑丈な構造
様々な場面での使用に耐える 
丈夫で軽い素材を採用。

2 Tier Radial™（ティアーラジアル）サイクロン
2層に配置された15個のサイクロンが 
同時に機能することで、風量を強め、 
微細なゴミを捕らえます。

軽くなったトリガー
わずかな力でトリガーを 
操作できます。

人間工学に基づいたデザイン
手に馴染むデザイン。 
重心をグリップ近くに置いた、 
扱いやすい構造。

再設計された 
ニッケルマンガンコバルトバッテリー
変わらない高い吸引力を実現するために 
最適化され、前モデルの1.5倍のパワーを 
送り出すことが可能になりました。

バッテリー充電時間
約3時間半で充電完了。他のコードレスクリーナーと
比較し、最大3倍早く充電が可能です。

簡単で清潔なゴミ捨て
片手でボタンを押すだけで 
ゴミを捨てることができます。

ミニ モーターヘッド
髪の毛やゴミをソファや 
隙間から取り除きます。

ダイソン デジタルモーター V6
毎分最大110,000回転し 
従来のモーターよりも最大で3倍の高速回転。 
最もパワフルなハンディクリーナーを実現。

円錐形フィルター
取り外して簡単にお手入れができます。

LED充電レベル表示
バッテリーの充電状況を表示します。

強モード
トリガーを引きながらボタンを 
押すとモードが切り替わります。 
より強力な吸引力が必要な時には 
6分間の強モードが選択可能です。

コンビネーションブラシ
先端にブラシがあり、用途によって 
ブラシを出したりひっこめたりして 
使用できます。

隙間ノズル
狭い隙間や届きにくい場所の 
お掃除に便利です。

メーカー2年保証
お買い上げ日より2年間のメーカー保証。

フトンツール
ワイドで平らなツールで、 
布団などの寝具の内側から 
隅々まできれいにします。
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他のハンディクリーナーの3倍の吸引力。

motorhead
モーターヘッド

フトンツール
ワイドで平らな掃除ツールで、 
布団などの寝具の内側から 
隅々まできれいにします。

隙間ノズル
狭い隙間や届きにくい場所の 
お掃除に便利です。

コンビネーションブラシ
先端にブラシがあり、用途によって 
ブラシを出したりひっこめたりして 
使用できます。

DC61の特徴

強モード
トリガーを引きながらボタンを 
押すとモードが切り替わります。 
より強力な吸引力が必要な時には 
6分間の強モードが選択可能です。

ダイソン デジタルモーター V6
毎分最大110,000回転し、従来の 
モーターよりも最大で3倍の速度で 
高速回転。最もパワフルなハンディ 
クリーナーを実現。

人間工学に基づいたデザイン
手に馴染むデザイン。 
重心をグリップ近くに置いた、 
扱いやすい構造。

よりパワーが必要なお掃除に 
ミニ モーターヘッド
髪の毛やゴミをソファや隙間から 
取り除きます。

簡単で清潔なゴミ捨て
片手でボタンを押すだけで 
ゴミを捨てることができます。

再設計された 
ニッケルマンガンコバルトバッテリー
変わらない高い吸引力を実現する 
ために最適化され、前モデルの 
1.5倍のパワーを送り出すことが 
可能になりました。 
約3時間半で充電が完了。

2 Tier Radial™ 
（ティアーラジアル）サイクロン
2層に配置された15個のサイクロンが
同時に機能することで、風量を強め、
微細なゴミを捕らえます。
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強モード
ボタンを押すと 
モードが切り替わります。 
より強力な吸引力が必要な時には 
6分間の強モードが選択可能です。

よりパワーが必要なお掃除に 
ミニ モーターヘッド
髪の毛やゴミをソファや隙間から 
取り除きます。 
（モーターヘッドモデルのみ付属）

簡単で清潔なゴミ捨て
片手でボタンを押すだけで 
ゴミを捨てることができます。

隙間ノズル
狭い隙間や届きにくい場所の 
お掃除に便利です。

他のハンディクリーナーの2倍の吸引力。

motorhead
モーターヘッド

DC34の特徴

リチウムイオンバッテリー
安定したパワー供給により、 
変わらない吸引力が続きます。 
約3時間半で充電が完了。

コンビネーションブラシ
先端にブラシがあり、用途によって 
ブラシを出したりひっこめたりして 
使用できます。

Root Cyclone™ 
（ルートサイクロン）テクノロジー
強力な遠心力でゴミやホコリが 
空気から分離されクリアビンに 
集められます。

ダイソン デジタルモーター V2
毎分最大104,000回転し、従来の 
モーターよりも最大で3倍の速度で 
高速回転。パワフルなハンディ 
クリーナーを実現。
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変わらない吸引力。

ダイソンの掃除機は 
より多くのゴミを取り除きます。

紙パック、交換用フィルター等 
追加コスト不要。

メーカー2年保証。 P8-17 P8-17 P18-19

テクノロジー

2 Tier Radial™サイクロン ● ●

Root Cyclone™テクノロジー ● ●

ダイソン デジタルモーター V6 ● ●

ダイソン デジタルモーター V2 ● ●

ニッケルマンガンコバルトバッテリー ● ● ●

リチウムイオンバッテリー ●

ダイソン カーボンファイバー ● ● ● ●

バッテリー

通常モード 約20分 約20分 約20分 約15分

通常モード モーターヘッド使用時 約17分 約17分 約20分 約13分

強モード 約6分 約6分 約8分 約6分

バッテリー充電時間 約3.5時間 約3.5時間 約5.5時間 約3.5時間

フィルター

プレモーターフィルター 
（水洗いのみで繰り返し使用可能）

1ヶ月に一度目安 1ヶ月に一度目安 1ヶ月に一度目安 1ヶ月に一度目安

クリーナーヘッド

モーターヘッド ● ● ● ●

ミニ モーターヘッド ● ● ● ●

付属ツール

ソフトブラシツール ●

フレキシブル隙間ノズル ●

フトンツール ●

コンビネーションノズル ● ● ● ●

隙間ノズル ● ● ● ●

製品スペック

本体製品サイズ 
（幅×奥行き×高さ）単位mm

127x315x208 
バッテリー含む

115x322x205 
バッテリー含む

115x322x205 
バッテリー含む

収納時の製品サイズ 
（幅×奥行き×高さ）単位mm

211x1180x208 
モーターヘッド、パイプ、バッテリー含む

217x1224x205 
モーターヘッド、パイプ、バッテリー含む

217x1224x205 
モーターヘッド、パイプ、バッテリー含む

本体質量 
（パイプ・標準クリーナーヘッド）

1.22kg (2.03kg) 1.30kg (2.30kg) 1.30kg (2.22kg)

型式 DC62 MC DC62 MH DC45 MH DC45 MH SF DC35 MH

JANコード 5025 155 017 302 5025 155 014 813 5025 155 013 342 5025 155 016 428 5025 155 010 884
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このカタログに掲載されている 
すべてのダイソンの掃除機は 
グッドデザイン賞を受賞しています。

※製品の仕様およびデザインは性能改善のため予告なく変更することがあります。

P8-11, 20-23 P24-25 P24-25

●

● ●

●

● ●

●

● ●

約20分 約15分 約15分

約17分 約13分

約6分 約6分 約6分

約3.5時間 約3.5時間 約3.5時間

1ヶ月に一度目安 1ヶ月に一度目安 1ヶ月に一度目安

● ●

●

● ● ●

● ● ●

127x315x208 
バッテリー含む

115x322x205 
バッテリー含む

115x322x205 
バッテリー含む

144x395x208 
モーターヘッド、バッテリー含む

115x416x205 
モーターヘッド、バッテリー含む

115x434x205 
コンビネーションノズル、バッテリー含む

1.22kg (1.55kg) 1.30kg (1.53kg) 1.24kg (1.31kg)

DC61 MH DC34 MH DC34

5025 155 014 844 5025 155 011 263 5025 155 011 256
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ミニ モーターヘッド
髪の毛やゴミをソファや 
隙間から取り除きます。

コンビネーションブラシ
先端にブラシがあり、 
用途によってブラシを 
出したりひっこめたりして
使用できます。

隙間ノズル
狭い隙間や届きにくい 
場所のお掃除に便利です。

お掃除ツール

ソフトブラシツール
やわらかいブラシで、 
ホコリをやさしく 
取りながらお掃除をする
ツールです。

フレキシブル隙間ノズル
伸ばして、曲げることも 
できるツールで、室内や 
車内の届きにくい隙間の 
お掃除に便利です。

フトンツール
ワイドで平らな掃除ツール
で、布団などの寝具の 
内側から隅々まで 
きれいにします。
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製品の仕様およびデザインは性能改善のため予告なく変更することがあります。
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ダイソンは高い水準の 
カスタマーサービスを 
お約束します。
ダイソンの製品開発はまず問題に向き合うことから始まります。
製品がきちんと機能せずにストレスや悩みとなる問題を解決する技術
を考え、絶えずテストを繰り返して改善をしています。そして、私たちの
仕事は製品の開発だけでは終わりません。お客様が末永く製品をお使
いいただくためのカスタマーサービスも提供しております。

万が一、ご購入いただいた製品に問題が発生した場合、＜話そうダイソン
お客様相談室＞では製品の回収から修理後のご返却まで72時間※1以内
を目指しております。

＜話そうダイソンお客様相談室＞では製品のアドバイスやアクセサリー
ツール、そしてダイソンの最新テクノロジーもご案内いたします。月～日
曜日および祝日※2の午前9時から午後5時30分まで弊社専門スタッフが
対応いたします。詳しくは弊社ウェブサイトをご確認頂くか、お電話にて
お問い合わせください。
※1 宅配便の都合上、地域によっては多少お時間のかかる場合もございますので予めご了承ください。
※2 年末年始、大型連休、その他の都合によりお休みさせていただくことがありますので予めご了承ください。

話そうダイソンお客様相談室（東京）
修理に関するご相談を承ります。

72時間 
サービス

回収から修理後のご返却まで※ 1
製品の回収

修理が必要となった場合は、ご自宅や
勤務先に、製品を取りに伺います。

ダイソンサービスセンター（横浜）
問題を検知し専門スタッフが 

修理を行います。

製品の返却
お預かりしてから72時間以内に、
ご自宅や勤務先にお届けします。


