他のどの掃除機よりも
確実にゴミを吸い取ります。

私たちは、エンジニアとして
既存の技術に捉われず、
「より良い方法はないか？」と
問い続けなければなりません。
新しいアイデアで日々の問題を解決する。
それがダイソンなのです。

ジェームズ ダイソン
発明家・エンジニア
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一般的な掃除機は
ゴミを取り残しています。
他のプレミアム掃除機は、微細なゴミを捕らえるためにフィ
ルターに頼っています。フィルターが目詰まりすると、気流を
妨げ吸引力が低下します。このような掃除機は、ダイソンの
掃除機と比べて、半年で平均 2.8リットルものゴミを取り残
しています。
*

画像はイメージです。

ダイソンの掃除機は
他のどの掃除機よりも
確実にゴミを吸い取ります。
ダイソンの特許技術Root Cyclone™
（ルートサイクロン）
テク
ノロジーは、パワフルな遠心力を発生させ、微細な粒子を分
離しクリアビンに集め、
よりきれいな空気を排出します。

DC63はダイソン デジタルモーター V4を搭載。他のプレミ
*
アム掃除機よりも平均して40% 多くのゴミを吸い取ります。

（英国）による試験結果。IEC規格60312-1に準拠。日本の売上上位6メーカーにおける売上上位のプレミアム掃除機
（平均5万円以上の機種。2013年1月時点の調査会社デー
* 第三者機関 IBR
タに基づく）が対象。4 種の床でダストカップが満杯時の性能で取り残すゴミの平均値。日本の家庭で5 〜7年以上使用された自社製品で集めたゴミの密度を基に6ヶ月間分に換算。実際の
使用状況により異なる場合がございます。
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詳細は www.cleaner-test.jp にてご確認ください。
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取り残されたゴミには
どんなものが含まれて
いるのでしょうか。

ご存知ですか？
掃除機内のゴミの多くは
ヒトの皮膚です。

ゴミの中にはヒトの皮膚や、アレルゲンのもととなり得るダ
ニ、花粉、カビ、繊維、バクテリア、植物、虫、化学物質や食べこ
ぼし等が混在しています。アレルゲンには直径わずか 0.5ミ
ヒトの皮膚は、日中に
1gほど、夜には2〜3g、
1週間ではポテトチップ
ス1袋の重さと同等の
28gもの量が剥がれ
落ちます。

クロンのものが存在し、ヒトの毛髪の直径と比べ20 分の1と
カビ

いう小さなサイズです。

ダニ

ダイソンの微生物研究者たちは、家の中に存在するアレル
ゲンを培養し、生息場所や侵入経路を研究しています。ダニ
の研究施設では、パンくずやドッグフードを混ぜ合わせたエ
ダニにとって快適
サを与え、
気温25度、湿度75% 以上という、
な環境が保たれています。こうして、研究者たちはアレルゲン
となるダニのフンや死がいをサイクロン性能や集じん性能テ

ヒトの皮膚
花粉

一軒あたり数千匹ものダニがカーペットや
床の溝、畳、ソファ、
ベッドに生息しており、
カーペット1平方メートル内に
最大で1,000 匹ものダニがいます。

ストに活用しているのです。ダイソンのエンジニアと研究者
たちは新しいテクノロジーの開発のたびにこのようなテスト
を行います。

ダニはヒトや動物の
皮膚をエサとし、
1日に20 回ほど
フンをします。
これがアレルギーを
引き起こすのです。

ダイソンの掃除機は英国アレルギー協会により推奨されています。また、
スイスアレルギー協会からも認定を受け、掃除機メーカーとして唯一そ
の厳しい基準を満たしています。

ソファやベッドに座ると、ハウスダストや
ダニなどのアレルギー誘発物質が舞い散り、
少なくとも 30 分は空中に浮遊し続けます。

ダイソンの

Root Cyclone™
テクノロジーは、
タバコの煙と同等
サイズの0.1ミクロンもの
小さな粒子を捕らえる
ことができます。

詳細は www.dyson.co.jp/lab にて
ご確認ください。
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ダイソンのキャニスター型掃除機の特徴

変わらない吸引力

小型で軽量

Radial Root Cyclone™

ダイソン デジタルモーター V4

（ラジアルルートサイクロン）
テクノロジー
Root Cyclone™テクノロジーは強力な遠心分離により微細な
ゴミまで分離します。空気がサイクロンの外側と内側を流れ、
ゴミやホコリが空気から分離されクリアビンに集まります。
ダイソンBall™掃除機はゴミの分離を紙パックやフィルターに
頼らないため、吸引力が変わりません。

IEC規格に基づいた独立第三者機関による試験結果によって、

DC63とDC48は小型で軽量のダイソンBall™掃除機です。
ダイソン デジタルモーター V4の開発により、軽量化と小型化が
可能となりました。このパワフルなモーターはあらゆる要素を
組み込んだ、世界最小クラスの1150Wモーターです。
DC63は日本の住宅環境に合わせて開発され、すべての床面から
より多くのゴミを吸い取ります。本体はわずか2.75kgで、
階段や別の部屋への持ち運びが簡単です。

ダイソンの掃除機は吸引力が変わらないことが
証明されています。
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室内の空気よりもきれいな排気

運転音の低減

洗浄・交換不要HEPAフィルター

音響工学

ダイソンBall™掃除機はRoot Cyclone™テクノロジーにより、

ダイソンのエンジニアはすべての製品に対し音を改善する方法を

花粉やカビ、バクテリアなどのミクロレベルの微細な粒子も

探し続け、ボールやサイクロン、クリーナーヘッドの改良により、

空気中から分離します。プレモーターフィルターは水洗い可能で、

運転音を低減し音質も改善しました。

ポストモーターフィルターはお手入れ不要です。

小さくパワフルなモーターによりこれらの音の進化を

ダイソンBall™掃除機は0.3ミクロンまでの微細な粒子を捕らえ続け、

可能にしました。

きれいな空気を排出するので、アレルギーに悩む方にも最適です。

10

11

最も多くの微細なホコリを取り除く

優れた操作性

ダイソン カーボンファイバー

Ball™テクノロジー

フローリングは静電気の影響を受けやすく、日常生活や日々の

ダイソンBall™掃除機は家具や障害物を簡単に避けられるように

お掃除などでおこる摩擦により静電気が発生し、微細なホコリや

設計され、小さい回転半径により即座に方向転換ができるように

花粉、アレルゲンをフローリングに付着させてしまいます。

なりました。ボール内にはモーターなどの重いパーツが格納され、

DC63とDC48のクリーナーヘッドはナイロン素材のブラシと

本体重心を低くし安定性を向上させています。

静電気の発生を抑えるきめ細かいカーボンファイバーブラシを

ステアリング構造で操作性を改善し、より正確に進みたい方向へ

搭載しています。ナイロン素材のブラシがカーペットからゴミを

コントロールできます。

かき取り、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。ダイソンの掃除機は最も多くの微細なホコリを
取り除きます。
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2 Tier Radial™
(ティアーラジアル）サイクロン
20 年以上前にサイクロンテクノロジーを発明して以来、ダイソンでは絶え
間なくその技術を改善してきました。空気の経路を再設計し、気流の効率
を改良することでエネルギーロスを低減し、適切な空気圧を確保します。
そして内側のサイクロンで、さらに多くの微細な粒子まで捕らえます。

2 Tier Radial™サイクロンは、Radial Root Cyclone™テクノロジーがより
進化を遂げたダイソンの最新テクノロジーです。24個の内側のサイクロン
デュアルスキンマニフォールド
サイクロン内部で
発生する音を吸収。

が同時に機能することで、風量を強め、強力な遠心力を生み出し、より多く
のゴミを分離します。また、ダイソンのエンジニアは繰り返し設計を行い、
サイクロン内の音を低減し音質改善をしています。

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、
気流の乱れや運転音を低減。

1

2

ホコリやゴミが吸引
され、
まず500Gほどの
遠心力で大きなゴミを
クリアビンの中で
遠心分離します。

綿ボコリやペットの
毛などの大きなゴミが
空気とともにメッシュ状
シュラウドを通って
分離され、クリアビンに
集められます。

内側のサイクロン
対称に配列された 2層の小さなサイクロンが、
パワフルな遠心力を発生させ、
花粉やカビを含む微細な粒子を捕らえます。

3
24個の内側のサイクロンが
強力な遠心力で花粉や
ダニのフンなどの微細な
粒子を分離します。

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。

100
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気流
サイクロンの中心部から
ボールへ流れる気流の経路を作り、
吸引力を最大化しました。
集じん率︵



︶

シュラウド
内側のサイクロンで効率よく微細なゴミを
空気の力でしっかり分離するために、
外側のサイクロンでは大きなゴミを
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。

40

20

0
ダイソン

A

B

C

D

高性能サイクロン式掃除機を掲載

IECゴミ集じん性能試験
IEC規格に基づいた独立第三者機関による
試験結果によって、DC63 はすべての床面

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。

14

からより多くのゴミを取り除くことが証明
されています。
* テストの詳細は4, 5ページをご覧ください。
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ダイソン デジタルモーター V4
毎分最大101,000回転。
高速でパワフルなモーター。
開発に約7年をかけ、極めて革新的なモーターを開発しました。
あらゆる要素を組み込んだ、世界最小クラスの1150Wモーターです。
機械工学、
電子工学、
空気力学を統合することで、ダイソンのエンジニアは

最先端の炭素繊維技術を用い
密封された結合ネオジム磁石

9つの羽根を持つミックスフローインペラーが
毎分最大101,000 回転します。

音響を改善するための
3段構造のディフューザー

効率的でパワフルな直径わずか85mmのモーターを設計しました。
このモーターの開発によりDC63の製品化が実現しました。

音響工学
運転音はダイソンの製品開発において非常に
保磁力に優れた電磁回路技術を採用

重要な課題です。
小型でパワフルなダイソン
ボールや
デジタルモーター V4を搭載し、

吸音フェルト
モーターからの高域音を吸収します。
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します。

サイクロン、
クリーナーヘッドを改良した
ことで、運転音を低減し音質も改善
しました。
低損質電磁鋼板と高磁束密度が生み出す
強力な電磁パワー

空気の経路
空気経路をより長く複雑に
することで音響エネルギーの
放出を抑制します。

吸音材
排気口周りのフォーム材が、
排気の速度を抑えるとともに、
排気音を吸収します。

デュアルスキンマニフォールド
サイクロン内部で
発生する音を吸収します。

クインバッフル
気流を安定させ、
音の発生を抑えます。

網状のフォーム材
運転音を低減するために
最適な位置に
配置しています。

モーター格納シェル
完全にモーターを包み込むことで
音を閉じ込めます。
防振設計により
音と振動が伝わりにくい構造になっています。
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簡単で清潔なゴミ捨て
サイクロンの取り外し、
ゴミ捨てがワンタッチで可能。

他のどの掃除機よりも
確実にゴミを吸い取ります。

円錐型フィルター
簡単に取り外しができる
洗浄可能プレモーターフィルター。
交換は不要です。

DC63はダイソン デジタルモーター V4、
2 Tier Radial™サイクロンを搭載し、

防振設計
防振設計によって、
音と振動が
伝わりにくい構造になっています。

他のプレミアム掃除機よりも
平均して40%多くのゴミを吸い取ります。

収納
伸縮式パイプで本体後部に
クリーナーヘッドを差し込むだけで、
簡単に収納ができます。

ポリカーボネート素材のクリアビン
暴徒鎮圧用の盾やヘルメットに
使用されているものと同じ
頑丈な素材でできています。

スムーズな巻取り

5メートルの電源コード。遠心ブレーキと
定荷重ばねで巻取り速度を制御します。

シュラウド
外側のサイクロンの
分離効率を向上。

2つのボールベアリング
あらかじめ型に組み込まれたボールベアリング。
軽い取り回しが可能です。

ホース取り外しボタン
ワンタッチでホースが
簡単に取り外せます。

カーボンダストを放出しない
モーターにはカーボンブラシが使われて
いないため、ポストモーターフィルターは
カーボンダストを捕らえる必要がありません。
そのため、フィルターは小型で交換不要です。

柔軟な連結部
簡単な取り回しで、進みたい方向へ
コントロールできます。

洗浄・交換不要 HEPAフィルター
ダイソンの掃除機は、0.3ミクロンまでの
微細な粒子を捕らえ続けます。
軽量かつ頑丈な筐体
本体質量は約2.75kgで
持ち運びが簡単。

取り外し可能なハンドル
ダイソンの多様なツールが
直接取り付けられます。

軽量伸縮式パイプ
用途に合わせて
長さの調節が可能。

吸引パワーモードの選択可能
静かにお掃除したい時や
デリケートな床材を掃除する際には
弱モードを選択できます。

カーボンファイバーブラシ搭載
最新クリーナーヘッド
モーターヘッドとタービンヘッドの
2種類のクリーナーヘッドが選べます。
集じん性能の向上、音質の改善と
軽量化のために再設計された
クリーナーヘッドです。

V-Ball™テクノロジー
クリーナーヘッドのつけ根にV-Ball™テクノロジーを
搭載し、
操作が容易にできます。
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タングルフリー タービンツール
カーボンファイバーブラシ搭載
最新クリーナーヘッド

DC63 モーターヘッド コンプリートにはタングルフリー タービン

モーターヘッドとタービンヘッドの2種類のクリーナーヘッドが選べます。

ブラシが互いに逆回転することにより、
かき取った髪の毛やゴミを

新しいモーターヘッドは強力な専用モーターで回転し、カーペットに入り

小さくまとめます。
これらのまとまりが、
気流によりブラシから吸い

込んだゴミもしっかり取り除きます。
空気の力で回転するタービンヘッドは

取られ、掃除機に吸い込まれます。

ツールが付属されています。ゴミや髪の毛がブラシに絡まることが
なく取り除くように設計されたミニタービンツールです。

あらゆる床で高い集じん性能を実現します。どちらのヘッドもきめ細かい
カーボンファイバー素材のブラシを搭載し、
フローリングの微細なホコリを
より多く取り除くために、静電気の発生を抑えます。

クリーンエアタービン
ブラシの付いたヘッドを動かすために
必要な、安定した風量を維持するために
ツールの上部に設けられています。

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。

連結式（可動式）
ヘッド
さまざまな角度においても
適切な密閉性が保てるよう
20ºの可動域が設けられて
います。

V-Ball™テクノロジー
即座に方向転換でき、
思い通りにコントロールできます。
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。

メッシュフィルター
タービンにホコリが侵 入して、
性能を低下させてしまうことが
ないように設置されています。

連結式ベースプレート
密閉材周辺は、ゴミ集じん力を
最大化するために加工されて
おり、平らではない表面でも
適切な密閉度を保ちます。

傾斜のついた空気口
高い集じん性能を
実現するために空気の流れを
ヘッドの中心に導きます。

ブラシの構造
最大限に髪の毛を取り除くことが
できるように設計されています。

ベロア素材の緩衝材
床や家具、
壁を
キズから守ります。

2つの逆回転するブラシの付いたヘッド
平らではない表面でも安定したコンタクトが
保たれるよう柔軟な仕様になっており、
隅々まで届く楕円形の形状になっています。

ヘッドギア
精密な形状や運転音の
軽減を考慮し、熱可塑性物質で
設計されています。

ダイソンお掃除ツール

DC63 モーターヘッド
DC63 タービンヘッド 付属ツール

DC63 モーターヘッド コンプリート 3つの付属ツール

カーボンファイバーブラシ
フローリングから微細なホコリを
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。

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
ソフトブラシツール
きめ細かいカーボンファイバーブ
ラシを搭載して再設計されたツー
ルで、より多くのホコリを取り除き
ます。
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リーチアンダーツール
ゴミをより取り除くために再設計
された、回して曲げることもできる
ツールで、
隙間や届きにくい場所の
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。

コンビネーションノズル
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。
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MOTORhead complete

DC63の特徴

モーターヘッド コンプリート

モーターで回転するブラシで
カーペットに入り込んだゴミもしっかり取り除きます。

ダイソン デジタルモーター V4搭載
高速でパワフルなモーター。
すべての床面からより多くの
ゴミを取り除きます。

音響工学
製品全体の運転音を低減し、
音質も改善。

2 Tier Radial™サイクロン
24個の内側のサイクロンが

簡単で清潔なゴミ捨て
サイクロンの取り外し、
ゴミ捨てがワンタッチで可能。

家中のお掃除のためのツールが付属。
付属ツール:
タングルフリー タービンツール、
カーボンファイバーソフトブラシツール、
リーチアンダーツール、
フトンツール

同時に機能することで、
強力な遠心力を生み出し、
風量を強めます。

MOTORhead
モーターヘッド

モーターで回転するブラシで
カーペットに入り込んだゴミもしっかり取り除きます。
カーボンファイバーブラシ搭載
最新モーターヘッド
集じん性能の向上、音質の改善と軽量化
のため再設計されたクリーナーヘッド。
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。
カーペットに入り込んだゴミをかき取り、
フローリングからは最も多くの微 細な
ホコリを取り除きます。
付属ツール :
コンビネーションノズル

turbinehead
タービンヘッド

最新のBall™テクノロジー
思いどおりにコントロール。
優れた操作性を実現する
可動式連結部。

カーボンファイバーブラシ搭載
最新クリーナーヘッド
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。

空気の力で回転するカーボンファイバーブラシで
効率良くゴミを取り除きます。
カーボンファイバーブラシ搭載
最新タービンヘッド
集じん性能の向上、音質の改善と軽量化
のため再設計されたクリーナーヘッド。
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。

場所を取らない収納
小さくてコンパクトなので
収納に便利です。

付属ツール :
コンビネーションノズル
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音もサイズも小さく、
より多くのゴミを吸い取ります。

turbinehead

DC48の特徴
ダイソン デジタルモーター V4搭載
高速でパワフルなモーター。
すべての床面からより多くの
ゴミを取り除きます。

音響工学
製品全体の運転音を低減し、
音質も改善。
最も運転音が小さな
ダイソンの掃除機。

Radial Root Cyclone™

簡単で清潔なゴミ捨て
サイクロンの取り外し、
ゴミ捨てがワンタッチで可能。

タービンヘッド

空気の力で回転するカーボンファイバー搭載のブラシで
効率良くゴミを取り除きます。

テクノロジー
変わらない吸引力。
吸引力を最大化するために
空気の経路を再設計。

最新のBall™テクノロジー
思いどおりにコントロール。
優れた操作性を実現する
可動式連結部。

カーボンファイバーブラシ搭載
最新クリーナーヘッド
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。

場所を取らない収納
小さくてコンパクトなので
収納に便利です。

カーボンファイバーブラシ搭載最新タービンヘッド
集じん性能の向上、音質の改善と軽量化のため再設計されたクリーナーヘッド。
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。
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
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お掃除ツール
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。

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。
アレルゲンを捕らえて、きれいな排気。
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。

DC63 motorhead complete

DC63 motorhead

DC63 turbinehead

DC48 turbinehead

モーターヘッド コンプリート

モーターヘッド

タービンヘッド

タービンヘッド

P14 -23

P14 -23

P14 -23

P24-25

●

●

●

タングルフリー タービンツール
2つの逆回転するブラシの付いた
ヘッドが、
カーペットや家具から
ブラシに絡まることがなく、
髪の毛やゴミを取り除きます。

テクノロジー

2 Tier Radial™サイクロン
Radial Root Cyclone™テクノロジー

●

Ball™テクノロジー

●

●

●

●

ダイソン デジタルモーター V4

●

●

●

●

ダイソン カーボンファイバー

●

●

●

●

ノイズリダクションエンジニアリング

●

●

●

●

カーボンファイバー
ソフトブラシツール
きめ細かいカーボンファイバー
ブラシを搭載して再設計された
ツールで、より多くのホコリを
取り除きます。

フィルター
ポストモーターフィルター
（洗浄・交換不要）

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年に一度目安

1年に一度目安

1年に一度目安

1年に一度目安

●

●

●

●

クリーナーヘッド
モーターヘッド
タービンヘッド
付属ツール
タングルフリー タービンツール

●

カーボンファイバーソフトブラシツール

●

リーチアンダーツール

●

フトンツール

●

コンビネーションノズル

リーチアンダーツール
ゴミをより取り除くために
再設計された、
回して曲げることも
できるツールで、
隙間や届きにくい
場所のお掃除に便利です。

●

●

●

ソフトブラシツール

●

フレキシブル隙間ノズル

●

製品スペック
本体製品サイズ
（幅×奥行き×高さ）単位 mm

収納時の製品サイズ
（幅×奥行き×高さ）単位 mm

本体質量
（ホース・パイプ・標準クリーナーヘッド・電源コード）

型式

JANコード

193x361x253

193x361x253

193x361x253

193x361x253

211x721x701

211x721x701

211x721x701

212x694x698

2.75kg (4.97kg)

2.75kg (4.97kg)

2.75kg (4.84kg)

2.7kg (4.75kg)

DC63 COM

DC63 MH

DC63 TH

DC48 TH SB

DC48 TH SY

5025 155 019 108

5025 155 018 040

5025 155 018 026

5025 155 015 896

5025 155 015 902

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。

※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（東京）
修理に関するご相談を承ります。

72時間
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。

サービス

1

回収から修理後のご返却まで※

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。

＜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。

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。

JN.62395 PN.206553-01/01 DATE.17.01.14

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。

