他のどの掃除機よりも
確実にゴミを吸い取り、
部屋の空気よりも
きれいな空気を排出します。

アレルゲンを捕らえ、
部屋の空気よりも
きれいな空気を排出

家の中には、目に見える
大きなゴミだけではなく、
目に見えない微細なゴミも
存在しています。

アレルゲンやバクテリアなどの
微粒子は床の上に溜まりやすく、
それらを吸い込むと
アレルギー性疾患の原因と
なり得ます。

大きなゴミ

微細なゴミ

米つぶやパンくず、スナック菓子
などは床に落ちて、壁際や部屋の
隅に集まります。

微細なゴミはフローリングや
タイルの隙間に溜まって
しまいます。

PM2.5

2

花粉やアレルゲン

カビ

3

他のコードレスクリーナー

Dyson V6 Fluffy（フラフィ）
コードレスクリーナー

取り残された
微細なゴミとアレルゲン

大きなゴミから小さなゴミまで
同時に吸い取ります

押し出された大きなゴミ

画像はイメージです。
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ダイソン デジタルモーター V6搭載。
ダイソンのコードレスクリーナーは
他のどの掃除機よりも確実にゴミを
吸い取ります。
一般的な掃除機の中には集じん力が弱く、使っているうちにさらに低下してしまう
ものがあります。モーターのパワーが弱いため、吸い取る力は低く、バッテリーの
消耗によってさらにその性能は低下します。実際に、掃除が終わる頃には90% 以上もの
*1
吸い取る力が失われることがあります。
ダイソンのコードレスクリーナーはダイソン デジタルモーター V6 を搭載しており、
一般的なモーターの最大で3倍もの回転数でパワフルな吸引力を実現します。

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。

ダイソンのコードレスクリーナーは
*2
他のどの掃除機よりも確実にゴミを吸い取ります。
100
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集じん率
( )
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0
ダイソン

コード付き掃除機

コードレス掃除機

IEC（国際電気標準会議）規格60312-1.1に準拠した独立第三者機関（IBR）による試験。バッテリー
*1 の持続性とゴミの吸引による吸引性能の変化も反映された結果。
それぞれの最も運転時間の長い
モードを使用。最終値はそれぞれの製品の運転時間に基づく。スティック型コードレス掃除機の
売上上位機種の試験結果
（2013 年7月時点）。
2 IEC
（国際電気標準会議）
規格60312-1 5.1, 5.2, 5.3, 5.9に準拠した、
独立第三者機関IBR
（英国）
とダイソンによる試験。
国内の掃除機売上げ上位5社の、
売上げ上位のプレミアム掃除機
（平均価格
5万円以上）と売り上げ上位の性能上位コードレス掃除機（2015年2月時点。独立調査会社のデータ
に基づく）
を対象に実施。
コードレス掃除機は売り上げ上位 2機種の同試験の結果を掲載。
4種類の
床から取り除かれたゴミの平均。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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ソフトローラークリーナーヘッドが
大きなゴミから小さなゴミまで、
最も多くのゴミを同時に吸い取ります。
硬いブラシを搭載した従来のブラシバーに替えて、
Dyson V6 Fluffy コードレスクリーナーはナイロンフェルトで覆われた
全幅サイズのローラーを搭載。大きなゴミを捕らえると同時に、
静電気の発生を抑えるカーボンファイバーブラシが微細なホコリを取り除きます。
クリーナーヘッド専用モーターをローラーに内蔵することで、
全幅サイズのローラーを実現。すべての床面をすみずみまで掃除できます。
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DC62と比べ 75% パワーが増した

ダイレクトドライブクリーナーヘッドで
カーペットからより多くのゴミや
ペットの毛を吸い取ります。
クリーナーヘッド内部にパワフルなモーターを搭載。
固いナイロンブラシがカーペットに入り込んだ
ホコリやペットの毛までも取り除きます。
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他のコードレスクリーナーは、
空気中にアレルゲンを
排出することがあります。

Dyson V6 コードレスクリーナーは
アレルゲンとバクテリアを捕らえ、
部屋の空気よりもきれいな空気を
排出します。

性能の低いサイクロンや、密閉性の低い製品設計により、
アレルゲンが空気中に漏れ出てしまうことがあります。

画像はイメージです。
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部屋の空気よりも
きれいな空気を排出します。
きれいな空気を排出するには、
高性能のフィルターを搭載するだけでは十分ではありません。
ダイソンのコードレスクリーナーに搭載されている最新のサイクロンテクノロジー、
2 Tier Radial™サイクロンは、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。
このサイクロンテクノロジーとポストモーターフィルターにより、
アレルゲンやバクテリアのような、0.3ミクロンもの微細な粒子を
99.97% 以上捕らえます。密閉性の高い精密な製品設計により、
部屋の空気よりもきれいな空気を排出します。

部屋の空気よりも
きれいな排気

ポストモーターフィルター
ポストモーターフィルターなどにより、
0.3ミクロンもの微細な粒子を
99.97% 以上捕らえ、部屋の空気よりも
きれいな空気を排出します。

2 Tier Radial™ サイクロン
2層に配列された15 個のサイクロンが
同時に機能し、風量を強め、
微細なゴミを空気から分離します。

高い密閉性
密閉性の高い精密な製品設計で
空気を漏らしません。

国際研究機関 Allergy Standards Limited
（ ASL）によりasthma & allergy friendly™に
認証された唯一のコードレスクリーナーです。
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ダイソン デジタルモーター V6
デジタル方式でコントロールされた
モーターが毎分最大110,000回転し、
パワフルな吸引力を生み出します。
考慮された素材選定
クリーナーヘッドは、床面への負担が
少なく、高い集じん性能を実現できる
素材を選定しています。

床面との適切な密閉性
空気の漏れを減らすために、
ローラーと床面が常に接触し
適切な密閉性を保ちます。

スイベルネック
手首を返すだけで方向転換でき、
掃除しにくい場所にも簡単に
届きます。

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。

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。

頑丈な構造
さまざまな場面での使用に耐える
丈夫で軽い素材を採用。

0.3ミクロンもの微細な粒子を
99.97% 以上捕らえ、部屋の空気よりも
きれいな空気を排出します。

2 Tier Radial™ 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。

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
できており、0.4Lのビン容量です。
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。

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。

ポストモーターフィルター
ポストモーターフィルターなどにより、

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
最適化しました。

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。

MAX

ミニ モーターヘッド
ナイロンブラシが、ベッド、布団、
ソファなどに入り込んだ髪の毛や
ゴミを掻き取り、ホコリや
アレルゲンを取り除きます。

簡単な充電
バッテリーの充電は直接本体へ、
または収納用ブラケットでも
可能です。

収納用ブラケット
本体やツールの収納を
容易にします。

簡単で清潔なゴミ捨て
ワンタッチでゴミを捨てる
ことができます。

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。

16

20 分間高い吸引力が変わりません
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。
（モーター駆動の
ヘッド使用時は16分間)
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重量バランスの
とれた設計

*
最も多くのハウスダストを取り除く布団クリーナー。
部屋の空気よりもきれいな空気を排出します。

ダイソンのコードレスクリーナーは、モーターや
バッテリーなどの主要部品を手元に配置しています。
重心を手元に置くことで掃除機の先端が軽くなり、
高い場所や家具の下を自在に掃除できます。
ロングパイプは、ハンディクリーナーとして使う際に容易に
取り外すことができます。用途に応じて、お掃除ツールを
直接本体に装着して使うことができます。

ベッドはダニが繁殖するのに最適な場所です。ダニはヒトの皮膚をエサとし、
アレルギーの原因となります。一般的に、ベッドには200万匹以上のダニやダニの
死骸が存在しており、1日に約20回もフンをします。ダニの排泄物は、喘息や皮膚炎、
アレルギー性鼻炎などのアレルギー性疾患の原因となります。
ダイソンのコードレスクリーナーは特許技術とパワフルな吸引力で、
ベッドや布団からアレルギー性疾患の原因となるダニアレルゲンを含む
ハウスダストを取り除きます

*国内のホテルで使用されているマットレスおよび布団で行った試験結果。ダイソンと布団クリーナーの売上上位7機種(独立調査会社のデータに基づく。2014年12月)それぞれを同条件で試験。
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コードレスクリーナーのラインナップ
こちらに掲載しているすべてのコードレスクリーナーはダイソン 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、そしてニッケルマンガンコバルトバッテリーを
*
搭載しています。変わらない高い吸引力で、他のどの掃除機よりも確実にゴミを吸い取ります。

※詳しくは6 ページをご覧ください。
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他のどの掃除機よりも
*
カーペットから確実にゴミを吸い取り、
部屋の空気よりもきれいな空気を
排出します。

* IEC
（国際電気標準会議）
規格60312-1 5.3に準拠した、
社内試験。
国内の掃除機売上げ上位5 社の、
売上げ上位の
プレミアム掃除機
（平均価格5万円以上）
と売り上げ上位の性能上位コードレス掃除機
（2015年2月時点。
独立調査
会社のデータに基づく）を対象に実施。カーペットから取り除かれたゴミを比較。実際の使用状況により異なる
場合がございます。

ダイレクトドライブクリーナーヘッド

DC62と比べ 75% パワーが増した

2 Tier Radial™ サイクロン
2層に配列された15個のサイクロンが

ダイレクトドライブクリーナーヘッド。
より本格的なカーペットのお掃除に
最適です。

同時に機能し、風量を強め、
微細なゴミを空気から分離します。

ポストモーターフィルター
ポストモーターフィルターなどにより、

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。

0.3ミクロンもの微細な粒子を
99.97% 以上捕らえます。

運転音の低減
前モデルと比べ運転音を30%低減。

20 分間高い吸引力が変わりません

布団クリーナーとしても使用可能
付属のミニモーターヘッドで、
布団クリーナーとしても使用できます。

付属ツール
延長ホース、ハードブラシ、
フトンツールなど、
家中のお掃除に便利なツールが付属。

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。
（モーター駆動の
ヘッド使用時は16分間)

ダイソン デジタルモーター V6
デジタル方式でコントロールされた
ダイソン デジタルモーターV6が毎分
最大110,000回転し、パワフルな
吸引力を生み出します。
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大きなゴミから小さなゴミまで、
*
最も多くのゴミを同時に吸い取り、
部屋の空気よりもきれいな空気を
排出します。

IEC規格60312-1 5.1, 5.2, 5.3, 5.9に準拠した、独立第三者機関 IBR（英国）による試験。大きなゴミの試験は、
ASTM F2607-08を一部修正した規格に基づく。国内の掃除機売上げ上位5社の、売上げ上位のプレミアム掃除機
（平均価格 5万円以上）と売り上げ上位の性能上位コードレス掃除機（2015 年2月時点。独立調査会社のデータに
基づく）
を対象に実施。
4種類の床から取り除かれたゴミの平均。実際の使用状況により異なる場合がございます。

ソフトローラークリーナーヘッド
大きなゴミから小さなゴミまで
同時に吸い取ります。

ダイソン デジタルモーター V6
デジタル方式でコントロールされた
ダイソン デジタルモーターV6が毎分
最大110,000回転し、パワフルな
吸引力を生み出します。

わずかな力でスムーズに前に進む
クリーナーヘッド
あらゆる床面で、スムーズな操作が
可能なソフトローラー。従来モデルに
比べさらに軽い取り回しを実現。

ポストモーターフィルター
ポストモーターフィルターなどにより、

0.3ミクロンもの微細な粒子を
99.97% 以上捕らえます。
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2 Tier Radial™ サイクロン
2層に配列された15個のサイクロンが
同時に機能し、風量を強め、
微細なゴミを空気から分離します。

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。

運転音の低減
前モデルと比べ運転音を30%低減。

20 分間高い吸引力が変わりません

布団クリーナーとしても使用可能

付属ツール

付属のミニモーターヘッドで、
布団クリーナーとしても使用できます。

Dyson V6 Fluffy+には延長ホース、

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。
（モーター駆動の
ヘッド使用時は16分間)

ハードブラシ、フトンツールなど、
家中のお掃除に便利なツールが付属。
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コード付き掃除機よりも
多くのゴミを吸い取り、
部屋の空気よりも
きれいな空気を排出します。

カーボンファイバーブラシ搭載
モーターヘッド
モーターヘッドがフローリング上の
微細なホコリを取り除き、
カーペットから
ゴミをかき出します。

ポストモーターフィルター
ポストモーターフィルターなどにより、

0.3ミクロンもの微細な粒子を
99.97% 以上捕らえます。

2 Tier Radial™ サイクロン
2層に配列された15個のサイクロンが
同時に機能し、風量を強め、
微細なゴミを空気から分離します。

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。

運転音の低減
前モデルと比べ運転音を30%低減。

20 分間高い吸引力が変わりません

布団クリーナーとしても使用可能
付属のミニモーターヘッドで、
布団クリーナーとしても使用できます。

付属ツール

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。
（モーター駆動の
ヘッド使用時は17分間)

Dyson V6 Motorhead+には延長ホース、
ハードブラシ、フトンツールなど、
家中のお掃除に便利なツールが付属。

ダイソン デジタルモーター V6
デジタル方式でコントロールされた
ダイソン デジタルモーターV6が毎分
最大110,000回転し、パワフルな
吸引力を生み出します。
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最も多くのハウスダストを取り除く
布団クリーナー。
部屋の空気よりもきれいな
空気を排出します。

ダイソン デジタルモーター V6
ベッドや布団の内部まで届くパワフルな
吸引力を生み出します。

付属ツール

2 Tier Radial™ サイクロン

20 分間高い吸引力が変わりません

微細なゴミやハウスダストを
捕らえます。

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。
（モーター駆動のヘッ
ド使用時は17分間)

Dyson V6 Mattressには延長ホース、
フトンツールなど、車の中や家中の
お掃除に便利なツールが
付属しています。

ポストモーターフィルター
ポストモーターフィルターなどにより、

0.3ミクロンもの微細な粒子を
99.97% 以上捕らえます。

ミニ モーターヘッド
ベッドや布団の繊維に入り込んだ
ダニアレルゲンを含むハウスダストを
掻き取ります。

運転音の低減
前モデルと比べ運転音を低減しました。
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お掃除ツール

dyson v6 motorhead
V6 モーターヘッド

P 26-27

P 26-27

2 Tier Radial™サイクロン
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ダイソン デジタルモーター V6
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ニッケルマンガンコバルトバッテリー
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ダイソン カーボンファイバー
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通常モード

約20 分

約20 分

約20 分

約20 分

約20 分

約20 分

約20 分

約20 分

約20 分

通常モード モーター駆動のヘッド使用時

約16分

約16分

約16分

約17分

約17分

約17分

約17分

約17分

約17分

メーカー2 年保証。

dyson v6 trigger
V6 トリガー

モーターヘッド

dyson v6 motorhead+
V6 モーターヘッド プラス

P 24-25

紙パック、交換用フィルター等
追加コスト不要。

DC61 motorhead

dyson v6 fluffy
V6 フラフィ

P 24-25

他のどの掃除機よりも
確実にゴミを吸い取ります。

dyson v6 mattress
V6 マットレス

dyson v6 fluffy+
V6 フラフィ プラス

P 22-23

変わらない吸引力。

DC62

dyson v6 animalpro
V6 アニマルプロ

ミニ モーターヘッド
ナイロンブラシが、
ベッド、布団、
ソファなどに入り込んだ
ゴミを掻き取り、
ホコリやアレルゲンを
取り除きます。

フトンツール
空気の力で繊細な生地の
布団やクッションから
ホコリやアレルゲンを
取り除きます。

P 28-29

テクノロジー
ハードブラシ
硬いブラシが
頑固な汚れを
掻き取ります。

バッテリー

強モード
バッテリー充電時間
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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）

ポスト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
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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

1ヶ月に一度目安
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1ヶ月に一度目安

1ヶ月に一度目安
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1ヶ月に一度目安

延長ホース
伸ばして曲げる
ことができ、
届きにくい場所の
お掃除に便利です。

クリーナーヘッド
ソフトローラークリーナーヘッド
ダイレクトドライブクリーナーヘッド
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モーターヘッド
ミニ モーターヘッド
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付属ツール
延長ホース
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ハードブラシ
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フトンツール
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コンビネーションノズル

●

●

●

●

●

●

●

●

●

隙間ノズル
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収納用ブラケット
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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。

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
（パイプ・標準クリーナーヘッド）

型式

JANコード

127x319x208

127x319x208

バッテリー含む

バッテリー含む

250x1211x208

250x1211x208

127x319x208
バッテリー含む

211x1184x208

127x315x208
バッテリー含む

211x1180x208

127x319x208
バッテリー含む

144x399x208

127x315x208
バッテリー含む

144x395x208

モーターヘッド、パイプ、バッテリー含む

モーターヘッド、パイプ、バッテリー含む

モーターヘッド、パイプ、バッテリー含む

モーターヘッド、パイプ、バッテリー含む

モーターヘッド、バッテリー含む

ミニモーターヘッド、
バッテリー含む

1.29kg（2.27kg)

1.29kg（2.34kg)

1.29kg（2.10kg)

1.22kg (2.04kg)

1.30kg (1.63kg)

1.22kg (1.55kg)

SV08 MH COM

SV09 MH COM

SV09 MH

SV07 MH COM

SV07 MH

DC62

HH08 COM

HH08 MH

DC61 MH

5025 155 021 675

5025 155 021 231

5025 155 021 248

5025 155 021 477

5025 155 021 484

5025 155 019 788

5025 155 020 739

5025 155 021 637

5025 155 014 844

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。

※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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31

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

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。

＜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。

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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※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。

