
Dyson cool     Dyson hot+cool     Dyson  hygienic mist



*1 欧州規格EN1822に準拠し第三者機関IBR(米国)が実施した0.1µmの粒子を使った試験結果。

　日本国内売上げ金額上位10機種の空気清浄機 （2013年12月時点の市場調査会社データに基づく） が対象。

一般的な空気清浄機とは違い、 
微細なPM0.1まで99.95%除去。*
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Air Multiplier™ 
テクノロジーで 
部屋の空気を循環。

花粉 PM2.5 PM0.1レベルの 
超微小粒子

ニオイ有害物質

除去



“ 空気清浄機は、室内環境の向上を目的に 
使用されていますが、既存の製品の中には、 
大きなフィルターを勢いよく空気が通過してしまい、 
超微小粒子状物質を効率的に捕らえきれないものもあります。 
ダイソンのエンジニアは、プリーツ状に254回折った 
高密度の360° グラス HEPAフィルターを、 
ダイソンの特許技術Air Multiplier™ テクノロジーと 
併せて搭載し、人間の健康に害を及ぼす可能性がある、 
目には見えない超微小粒子状物質、PM0.1をも除去する 
空気清浄機能付ファンを開発しました。”

ジェームズ ダイソン
チーフエンジニア



PM2.5は空気中に浮遊する微小粒子状 

物質です。呼吸時にこれらを吸い込むと、 

肺胞にまで達します。また、心臓発作や 

皮膚の老化にも関連性があると 

言われています。

PM0.1はさらに小さな 

超微小粒子状物質で、肺の細部や 

ガス交換部などの肺の深部にまで 

達することがあるとされています。



Dyson Pure Cool™（ダイソン ピュア クール） 

空気清浄機能付ファンは超微小粒子状物質を 

捕らえて逃がしません。 

気流のスピードを制御し、高性能HEPAフィルターを 

搭載することで、PM0.1レベルの超微小粒子状物質でさえ、

フィルターを通過させません。

空気清浄機の中には有害となり得る超微小粒子状物質を 

捕らえきれないものもあります。 

一般的に、空気清浄機は気流のスピードが速く、勢いよく 

フィルターに空気を通過させるため、有害となり得る超微小粒子状物質を 

捕らえきれないものもあります。また、フィルターの性能によって 

部屋の空気の状態は変わってくるのです。

　 画像はイメージです。



360° グラス HEPA フィルター

360° グラス HEPA フィルター 
1.1m2のマイクログラスファイバーを 
プリーツ状に254回折った高密度のフィルター。 
PM0.1レベルまでのあらゆるサイズの粒子を 
99.95%除去します。

100倍拡大図倍倍倍倍 

ダイソン 一般的なフィルター

高い密閉性 
ゴム製のフレームで気密性を高め、 
空気を内部に留めて漏らしません。

活性炭フィルター 
顆粒状活性炭の層で、ニオイや 
塗料などの刺激臭を除去します。

360° の吸引 
360° 全方面からくまなく空気を吸い込む 
設計で、置き場所も選びません。

浄化された空気 
PM0.1レベルの超微小粒子状 
物質まで、フィルターで99.95%
除去してから空気を放出します。

制御された気流のスピード 
気流の速度を制御し、 
高性能 HEPA フィルターを搭載することで、 
超微小粒子状物質でさえ、フィルターを 
通過させません。



夏は扇風機として 

涼みたい時や部屋中に清浄された空気を行き渡らせたい時には、 

風量を4から10に設定すると、スムーズできれいな空気を 

遠くまで送り出します。

年間を通して使用できる空気清浄機能 

Dyson Pure Cool™ 空気清浄機能付ファンは花粉などの 

汚染物質を99.95%除去します。寒い時期には風量設定を 

1から3にし、部屋中に清浄された空気を循環させる 

サーキュレーターとしてもご使用いただけます。



Air Multiplier™ テクノロジー搭載 

清浄された空気を送り出す仕組み 

360° グラス HEPA フィルターの中に吸引された空気は、本体内を通って 

加速されます。そして、円形ループを高速で流れ翼型傾斜を通り、 

遠くまで届くスムーズな風を形成します。

遠くまで届くスムーズな風

翼型傾斜



PM2.5 
硫黄、窒素酸化物、金属、酸。 

PM0.1レベルの超微小粒子状物質

有害物質

不快なニオイ 
調理時のニオイや 
塗料などの刺激臭。

LEDディスプレイ 
現在の設定を表示するほか、 
フィルター交換時には 
お知らせサインが表示されます。

花粉やアレルゲン

360° グラス HEPA フィルター 
1.1m2のマイクログラスファイバーを 
プリーツ状に254回折った高密度のフィルター。 
PM0.1レベルまでのあらゆるサイズの 
粒子を99.95%除去します。

活性炭フィルター 
顆粒状活性炭の層で、 
ニオイや塗料などの 
刺激臭を除去します。

高い密閉性 
ゴム製のフレームで気密性を高め、
空気を内部に留めて漏らしません。

安定した重心 
モーターを本体下部に 
配置することで 
優れた安定性を実現しました。

制御された気流 
気流のスピードを制御し、 
高性能 HEPA フィルターを搭載する 
ことで、超微小粒子状物質でさえ、 
フィルターを通過させません。

ミックス フロー インペラー 
飛行機のエンジンにも使われているテクノロジーを応用し、 
パワフルな風を生み出します。

音響工学の観点から開発されたモーターバケット 
モーターの格納部を最適化したことで、 
振動と運転音を低減。

空気力学を応用したディフューザー 
空気の流れを2つの経路に分けて制御し、 
効率的にループに空気を送り込みます。

清浄された風

Air Multiplier™ テクノロジー 
周囲の空気を巻き込みながら増幅させ、 
パワフルでスムーズな風を生み出します。

ブラシレスDCモーター 
エネルギー効率に優れたモーターで、 
ACモーターとは異なり、カーボンダストを 
排出しません。

スリープタイマー 
15分から9時間の範囲で 
事前に設定した時間を 
過ぎると、電源が切れる 
ように設定できます。

首振り機能 
首振り機能専用の 
モーター搭載。

リモコン

風量調整 
簡単に風量調整が 
できます。

360°の吸引 
360°全方面からくまなく 
空気を吸い込む設計で、 
置き場所も選びません。

構造

本体上部に固定 
曲線型のマグネット式の 
ため、本体上部に留めて 
おくことができます。



*2 IEC （国際電気標準会議）規格60704に準拠した自社試験結果。

　 日本国内売上げ上位10機種の空気清浄機（2013年12月時点の市場調査会社データに基づく）が対象。

不快なニオイを除去

ニオイや塗料などの刺激臭を 

除去するために、顆粒状活性炭の 

層を用いています。

微細なPM0.1まで99.95%除去

花粉、細菌、PM2.5も除去します。 

Dyson Pure Cool™空気清浄 

機能付ファンは、高い密閉性をもつ 

360° グラス HEPAフィルターに 

覆われています。

年間を通して使用できる

季節を問わず空気清浄機や 

サーキュレーターとして使用でき、 

夏にはスムーズな風を遠くまで 

送り出す扇風機として使えます。

きれいな空気を部屋中に届ける 

空気清浄機能付ファン

清浄された空気を首振り機能で 

部屋中に循環させます。

売上上位機種に比べ70%静か*2

Quiet Markを付与された 

Dyson Pure Cool™ 空気清浄 

機能付ファンは、夜間の使用に最適な 

スリープタイマーを搭載、 

最大9時間まで設定可能です。

Air Multiplier™ テクノロジー 

空気を増幅させることで 

パワフルな風を生み出します。 

羽根がないからスムーズな風を 

送り出します。

設置場所を取りません

Dyson Pure Cool™ 空気清浄 

機能付ファンは場所を取らず、 

お部屋の限られたスペースを 

有効に活用できます。

簡単なメンテナンス

定期的にフィルターを洗浄する手間は 

なく、フィルターを交換するだけです。 

フィルターユニット交換の目安は、 

 1日12時間使用の場合、約1年間と 

なります。交換の時期になると、お知らせ 

サインが表示されます。また、お手入れは 

本体を軽く一拭きするだけです。

主な製品特徴



ムラのないスムーズな風 

Dyson Cool™ ファンは、Air Multiplier™ テクノロジーにより、 

パワフルな風を生み出します。その上、従来品AM01よりも 

最大75%静かに、40%消費電力を削減しました。 

安心して使える 
高速回転する羽根がなく、どなたでも安心してご使用いただけます。 

音響工学 

Dyson Cool™ ファンは従来品AM01に比べ、最大75%静かに 

なりました。ダイソンのエンジニアは、空気の経路をより効率的にし、 

乱気流を低減させ、モーターの振動と運転音も大幅に低減させました。 

リモコン 
電源のオン/オフや10段階の風量調整、首振り機能、スリープタイマーの 

設定が可能です。本体上部に留めておくことができます。 

スリープタイマー 
倍倍倍倍倍15分から9時間の範囲で事前に設定した時間を過ぎると、 

電源が切れるように設定できます。 

簡単なお手入れ 
倍倍倍倍倍お手入れが大変なカバーや羽根がありません。

パワフルなのに、スムーズな風。 
空気を増幅させる、羽根のない扇風機。



夏は勢いのある風で涼しく、 
冬はより早く、均一に部屋を暖めます。

ジェットフォーカステクノロジー搭載 

遠くまでパワフルな風を届けるフォーカスモードと、 

より広範囲に風を届けるワイドモード。 

年間を通して使用できる 
夏は扇風機として使え、冬はヒーターとして 

より早く、均一に部屋を暖めます。 

季節ごとに片づける必要がありません。 

Air Multiplier™ テクノロジー 

空気が開口部で加速され、周囲の空気を巻き込み、 

スムーズでパワフルな風を送り出します。 

羽根に頼ることなく、途切れのないスムーズな風を生み出します。 

安全への配慮 
倍倍倍倍倍転倒時自動停止機能を搭載しています。 

露出した発熱体がなく、可燃性の燃料も使用しないので排気ガスや 

ヒーター特有のにおいを発生させません。  

夜間の使用にも最適 
倍倍倍倍倍サーモスタット機能、スリープタイマー、転倒時自動停止機能を 

搭載しているので夜間でも快適に使用できます。 

英国の騒音防止団体からQuiet Markを付与 
倍倍倍倍倍流線型の気流を形成し、本体内部の乱気流を大幅に削減し、 

音を静かにしました。 倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍



部屋を均一に潤す、最も衛生的な加湿器。

特許技術ウルトラバイオレットクレンズテクノロジー 

水を一滴残らずUV-Cライトで直接照射し、ミストを放出する前に3分間で 

99.9%除菌するテクノロジーを搭載した加湿器です。*1 

 

部屋全体を均一に加湿 

きめ細かいミストを放出し、8畳程度の部屋を加湿します。*2 

 

Air Multiplier™ テクノロジー 

ミストを部屋中に均一に遠くまで届けます。 

 

正確な温度湿度管理 

加湿し過ぎることがありません。快適な環境を作るために、室温に 

合わせて湿度を自動制御します。リモコンで湿度30%から70%の間で 

手動による調整も可能です。 

 

年間を通して使用できる 

冬は衛生的な加湿器として、夏はパワフルな扇風機として 

使用できる加湿器です。 

 

Asthma & allergy friendly™の規格 

Airmid health groupにより、asthma & allergy friendly™ の規格 

 (ASP : 18-01/101)に準ずる加湿器であることが実証されました。 

 

英国の騒音防止団体からQuiet Markを付与されている加湿器 

性能を妥協することなく、効率的な音響設計を実現しました。 

最大18時間の連続運転を可能にし、夜間の使用に最適な 

スリープタイマーも搭載しています。 

 

タンク容量 : 3L 
加湿能力 : 300mL/h

*1 製品内部における抗菌（微生物）作用の有効性を測定した自社試験結果。

*2 プレハブ洋室約14m2/木造和室約8m2の目安。 （社） 日本電機工業会規格JEM1426に基づく。



パワフルなのに、スムーズな風。 
空気を増幅させる、羽根のない扇風機。

夏は勢いのある風で涼しく、 
冬はより早く、均一に部屋を暖めます。

部屋を均一に潤す、最も衛生的な加湿器。一般的な空気清浄機とは違い、 
微細なPM0.1まで99.95%除去。

アイアン／ 
サテンブルー

ホワイト／ 
シルバー

アイアン／ 
サテンブルー

ブラック／ 
ニッケル

アイアン／ 
サテンブルー

ブラック／ 
ニッケル

ブラック／ 
ニッケル

ホワイト／ 
シルバー

ホワイト／ 
シルバー

アイアン／ 
サテンブルー

製品仕様 空気清浄機能付ファン テーブルファン

本体サイズ （H×W×D） 1,018×196×196 552×356×147
本体質量 （kg） 3.58 1.83

DCモーター ● ●

最小 / 最大消費電力 （w）*1 6 / 56 3 / 21

最小 / 最大運転音 （dB） 14.6 / 49.4*2 23.7 / 42.6*3

コードの長さ （m） 2.0 2.0

適用床面積 （畳）
10 (30分)*5 / 26 (60分)*6

（8畳を清浄する目安 25分*5）

型式 AM 11 WS AM 11 IB AM 06 DC 30 BN AM 06 DC 30 WS

JANコード 5025 155 020180 5025 155 020197 5025 155 017968 5025 155 018361

フィルター交換の目安 約1年 （1日12時間使用の場合）

交換用フィルター JANコード 5025 155 021392 5025 155 021408

製品機能

倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍首振り機能 ● ●

倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍上下角度調整 ●

風量調整 ● ●

リモコン / スリープタイマー ● ●

ヒーターモード

ファンモード ● ●

タワーファン ファンヒーター 加湿器

1,007×230×230 595×204×204 579×240×222

2.85 2.68 3.40
● ● ●

4 / 52
ファンモード 5.4 / 26 ファンモード 6 /40
ヒーターモード 1,200 加湿モード 35 / 55

26.5 / 49.8*3
涼風モード 30.9/ 50.8*4

ファンモード 22.7 /46.6*2

温風モード 32.8/ 40.3*4

2.0 1.8 2.0
暖房能力 コンクリート住宅  8/ 4.5*7

8 / 5*8

暖房能力 木造住宅  6/3*7

AM 07 DC BN AM 07 DC IB AM 09 BN AM 09 IB AM 10 WS AM 10 IB
5025 155 018163 5025 155 018156 5025 155 019283 5025 155 019276 5025 155 019511 5025 155 019528

● ●

●

● ● ●

● ● ●

●

● ● ●

*1 首振り機能オフ時　　*2 風量、最小/最大時ともに首振り機能はオフにて2015年3月に計測。　　 

*3 風量、最小/最大時ともに首振り機能はオフにて2014年1月に計測。 

*4 最小はフォーカスモード、最大はワイドモードで首振り機能はオフにて2015年3月に計測。　　 

*5 （社）日本電機工業会規格（JEM1467）に基づく。　　

*6 （社）日本電機工業会規格(JEM1467)に準じ60分の清浄時間から算出。　　 

*7 50mm断熱材あり/断熱材なしの目安。（社）日本電機工業会(JEMA)の基準に基づき、1畳=1.65m2として算出。　　 

*8 プレハブ洋室約14m2／木造和室約8m2の目安。（社）日本電機工業会規格JEM1426に基づく。　 

※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。



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。
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