他のどの掃除機よりも
*
多くのゴミを吸い取ります。
1

2つのクリーナーヘッドを搭載。吸引力が変わりません。

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、
最も多くのゴミを同時に吸い取ります。
*2

*1,2 27,28 ページ参照

ダイレクトドライブクリーナーヘッド
カーペットの奥深くからゴミを掻き出し、
最も多くのゴミを吸い取ります。
*1

ハウスダストにはアレルゲンが含まれています。

アレルゲンは空気中以外にも存在します。

一般的にヒトの皮膚、ダニのフン、花粉、繊維、バクテリア、食べかす、
植物、虫、化学物質などがハウスダストとされています。
中にはたった0.5ミクロンのものもあり、
ヒトの毛髪の直径と比べ20 分の1のサイズになります。

花粉や呼吸系に影響を及ぼすアレルゲンは、空気中以外に床や家具の表面にも多く存在しており、
ソファに座ったり、床の上を歩くという単純な動作によって、無数の粒子が空気中に舞い散ります。
こうして、これらは呼吸するたびに体内に取り込まれ、アレルギー性疾患を引き起こす可能性があるのです。
アレルゲンに接触すると、ヒトの免疫系はそれを攻撃ととらえ、炎症を引き起こす可能性のある
強力な化学物質を放出し、せきや、皮膚のかゆみ、くしゃみなどの症状を誘発します。
定期的に吸引力の高い掃除機でお掃除することはこれらのアレルゲンを
家の中から減らすひとつの策なのです。

ヒトが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。

花粉

目 かゆみ、
涙目、
痛み
ダニ

鼻 かゆみ、
鼻水、
くしゃみ
喉 痛み、
せき
肺 喘息、
息切れ

カビ胞子

ヒトの皮膚
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3

一般的な掃除機のクリーナーヘッドは、
床面によってはゴミを取り残すことがあります。

独立第三者機関による試験結果
さまざまな床面から最も多くのゴミを吸い取ります。
*3

プレミアム掃除機でも、
クリーナーヘッドが1種類の床面にしか対応していないものもあり、
それ以外の床面ではホコリやゴミを取り残してしまうことがあります。

高性能サイクロン式掃除機

フローリング

高性能
サイクロン式
掃除機

2つのクリーナーヘッド。さまざまな床面から

Dyson Ball Animal+Fluffy

0%

Dyson Ball Animal+Fluffy

Dyson Ball Animal+Fluffy

集じん率

画像はイメージです。

高性能サイクロン式掃除機

100%

床の溝

最も多くのゴミを吸い取るよう設計されています。
*1
100%

Dyson Ball Animal+Fluffy

集じん率

0%

カーペット

+
ソフトローラークリーナーヘッド

高性能サイクロン式
掃除機

ダイソンBall Animal+Fluffy (アニマル プラス フラフィ) 掃除機は、さまざまな床面からゴミを取り除きます。
ダイソンは、さまざまな床面で最も多くのゴミを吸い取る2つのクリーナーヘッドを開発しました。
*1
ソフトローラークリーナーヘッドはフローリングや畳で他のあらゆる掃除機をしのぐ性能を発揮し、
新開発のダイレクトドライブクリーナーヘッドは他のどの掃除機よりもカーペットの奥深くからゴミを掻き出し、
最も多くのゴミを吸い取ります。
*1

畳

ダイレクトドライブクリーナーヘッド

*3 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 ）による試験。国内の掃除機売上げ上位 5 社の、売上げ上位のコード付プレミアム掃除機（平均
価格 5 万円以上、2015 年 12 月時点。独立調査会社のデータに基づく）を対象に実施。4 種類の床で新品から 1 回目のゴミ満量時まで使用後、ダストカップを空にして、再度吸引を行った場合
に取れるゴミの平均値。グラフには、ダイソンおよび全試験対象機の試験結果の平均値を掲載。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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5

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、
同時に吸い取るために開発された
ソフトローラークリーナーヘッド。
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%

40

フローリングで、他のどの掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。フローリングで、他のどの掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。
*1
20

ソフトローラークリーナーヘッド

集 じ ん 率（

硬いブラシを搭載した従来のブラシバーに替えて、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。さまざまな床面をすみずみまでお掃除できます。

大きなゴミ*4

100

0
高性能サイクロン式 掃除 機
小さなゴミ*5
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高性能サイクロン式 掃除 機

*4 独 立 第 三 者 機 関 IBR（ 英 国 ）に よ る 試 験。
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
位のコード付プレミアム掃除機
（平均価格 5 万
円以上、2015 年 12 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値。 グラフには、
ダイソンおよび性能上位の 4 製品を掲載。実際
の使用状況により異なる場合がございます。

*5 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 ）による試験。国内の掃除機売上げ
上位 5 社の、売上げ上位のコード付プレミアム
掃除機（平均価格 5 万円以上、2015 年 12 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
平均値。グラフには、ダイソンおよび性能
上位の 4 製品を掲載。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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7

ゴミを吸い取るしくみ

1

2

4
3

1
大きなゴミを吸い取ります
カーボンファイバーブラシで掻き取られた大きなゴミは、
クリーナーヘッドの下へと送られ、床との密閉性が
保たれたまま吸い取られます。
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2
微細なホコリを吸い取ります
カーボンファイバーブラシが、
床面にホコリを付着させる静電気の発生を抑え、
微細なホコリを吸い取ります。

3
溝の微細なホコリまで吸い取ります
床面とクリーナーヘッドとの間の密閉性が保たれ、
パワフルな吸引力がフローリングの溝から
微細なホコリを吸い上げます。

4
取り除かれたゴミを放しません
ローラーで取り除かれたゴミを
リカバリーチャンバーに集めることで、
ゴミやホコリのローラーへの付着、
取り逃がしを防ぎます。

9

カーペットの奥深くからゴミを掻き出す
硬いナイロンブラシが付いた新開発の
ダイレクトドライブクリーナーヘッド。
クリーナーヘッド専用モーターをブラシバーに内蔵することで
ブラシバーの重心が中央に安定し、硬いナイロンブラシがカーペットの奥に
入り込み、ゴミを掻き出します。同時に、ブラシバーは常に床との密閉性を保ちます。
カーボンファイバーブラシがフローリングから微細なホコリを取り除きます。
全幅サイズのナイロンブラシとカーボンファイバーブラシが、
さまざまな床面から確実にゴミを吸い取ります。

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。

クリーナーヘッド専用モーター
重心を中央に安定させ、
ブラシをカーペットの奥まで
入り込ませます。

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
さまざまな場面での使用に耐える
丈夫な素材を採用しています。

べロアバンパー
床や家具、壁をキズから守ります。

すみずみまでお掃除
モーターをブラシバーに内蔵し、
さまざまな床面をすみずみまで
お掃除できます。
ナイロンブラシ
カーペットの奥深くに入り込んだ
ゴミを取り除きます。

10

カーボンファイバーブラシ
カーボンファイバーブラシが
フローリングから微細なホコリを
取り除きます。床との最適な
密閉性を実現する15°の角度。

11

カーペットから最も多くのゴミを
吸い取ります。
*6

100

80

新開発のダイレクトドライブクリーナーヘッドは、
カーペットの奥深くから
ゴミを掻き出すよう設計されています。
ナイロンブラシがカーペットの奥に
入り込み、繊維に絡んだホコリやペットの毛を掻き出します。
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%
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ダ イ レ ク ト ド ラ イ ブ ク リ ー ナ ー ヘッ ド

集 じ ん 率（
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*6 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 ）による
試験。国内の掃除機売上げ上位 5 社の、売上げ上位のコード付プレミアム掃除機（平均価格 5 万円以上、2015 年
12 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値。
グラフには、ダイソンおよび性能上位の 4 製品を掲載。実際の使用状況により異なる場合がございます。

カーペットでの集じん率 *6

高性 能サイクロン式 掃除 機
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他の掃除機の「99.9%吸引力が変わらない」
という主張は事実なのでしょうか。

24個の小さなサイクロンが風量を強め、

他のプレミアム掃除機の中には吸引力が変わらないと主張するものがありますが、
実際にはサイクロンの性能が低いため、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。
しかしそのフィルターは使っているうちに目詰まりし、吸引力が落ちて、ゴミが取り残されます。

ダイソンの特許技術 2 Tier Radial™
（ティアーラジアル）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ます。
吸引力が変わらないので、他のどの掃除機よりも多くのゴミを
吸い取ることができるのです。
*1

画像はイメージです。

微細なゴミを分離します。

ダイソン。
吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機。
何度繰り返しお掃除しても。何か月たっても。
*7

ダイソンの掃除機と比べて、
1年間で
3リットル以上のゴミを取り残しています。

*7 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 ）による試験。国内の掃除機売上げ上位 5 社の、売上げ上位のコード付プレミアム掃除機（平均
価格 5 万円以上、2015 年 12 月時点。独立調査会社のデータに基づく)を対象に実施。4 種の床で新品から 1 回目のゴミ満量時まで使用後、ダストカップを空にして、再度吸引を行った場合に
取れるゴミの平均値。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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24個の小さな

吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機。
独立第三者機関による試験結果。

サイクロンが風量を強め、
微細なゴミを分離します。

世界水準の調査機関でテストした結果、他のプレミアム掃除機がどのような
説明をしようとも、実際には吸引力は低下しています。

最新のダイソンBall™コード付掃除機は
（ティアーラジアル）
2 Tier Radial™
サイクロンを搭載しています。2 層に配置された
24 個のサイクロンが同時に機能することで、
高い遠心力を生み出し、
0.5 ミクロンもの
微細なゴミをより多く分離します。

ダイソンのサイクロンテクノロジーだけが、変わらない吸引力を維持することができます。
それはクリアビンが一度満杯になるまでだけでなく、何度繰り返しお掃除しても、何か月たっても、
吸引力が変わらないという意味です。
*8

Dyson Ball 掃除機

100%

80%

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。

A
B

吸引力の持続率

60%

高性能
サイクロン式
掃除機

C

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。

20%

10g

20g

30g

40g

50g

ゴミを吸った量

*8 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 ）による試験。国内の掃除機売上げ上位 5 社の、売上げ上位のコード付プレミアム掃除機（平均
価格 5 万円以上、2015 年 12 月時点。独立調査会社のデータに基づく )を対象に実施。4 種の床で新品から 1 回目のゴミ満量時まで使用後、ダストカップを空にして、再度吸引を行った場合に
取れるゴミの平均値。グラフには、ダイソンおよび性能上位の 3 製品の吸引性能の変化を掲載。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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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。

40%

0%

気流
サイクロンの中心部からダクトを経由して、
直接ボールへ流れる気流の経路を作り、

シュラウド
内側のサイクロンで効率良く微細なゴミを
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。

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。
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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
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。
毎分最大101,000回転し、従来型のモーターに比べ最大3倍もの回転数となります。
このモーターの開発によりダイソンBall™掃除機の製品化が実現しました。
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20

小型で軽量

部屋の空気よりも
きれいな空気を排出

ダイソン デジタルモーター V4

交換不要のHEPAレベルフィルター

ダイソンBall™掃除機は、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。
日本の住宅環境に合わせて開発され、本体はわずか約2.7kg。
階段や別の部屋への持ち運びが簡単です。

ダイソンBall™掃除機に搭載されている特許技術サイクロンテクノロジーは、
花粉、カビ、バクテリアのような0.3ミクロンもの微細な粒子を
空気中から分離して99.97% 以上捕らえ続けます。
製品本体から排出されるすべての空気は、
HEPAレベルのフィルターを通ります。
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優れた操作性

運転音を低減

思いどおりにコントロール

音響工学に基づいた設計

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設計され、
小さい回転半径により即座に方向転換ができます。
ボール内にはモーターなどの重いパーツが格納され、
本体重心を低くし安定性を向上させています。

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、運転音を低減し音質も
改善しました。ダイソン デジタルモーター V4のコンパクトさは、
これらの音の進化を可能にしました。

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
コントロールできます。
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精密な製品設計
ダイソンの掃除機は、国際研究機関Allergy Standards Limited
（ASL）により
Asthma & allergy friendly™に認証されています。この認証はアレルギー性
疾患をもたらす環境から特にアレルゲンを制限、減少、除去させる製品に
与えられます。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。

2 Tier Radial™サイクロン
2 層に配列されたサイクロンが

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。

微細なゴミを確実に捕らえます。

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。

シュラウド
外側のサイクロンの
分離効率を向上。

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。

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。

ダイソン デジタルモーター V4
高速でパワフルなモーター。
さまざまな床面から最も多くの
ゴミを取り除きます。
*1

ボタン一つでホースの取りはずし
ワンタッチでホースが
簡単に取り外せます。

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。

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。

ソフトローラークリーナーヘッド
ナイロンフェルトで覆われた
全幅サイズのローラーに、
カーボンファイバーブラシを
搭載したクリーナーヘッド。
大きなゴミも小さなゴミもすべて
同時に取り除きます。

新開発のダイレクトドライブクリーナーヘッド
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クリーナーヘッド。
カーペットの奥深くからゴミを掻き出し、
フローリングから微細なホコリを取り除きます。

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。

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。

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。

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。

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。

吸引パワーモードが選択可能
静かにお掃除したい時や
デリケートな床材を
お掃除する際には
弱モードを選択できます。
軽量伸縮式パイプ
用途に合わせて長さの調節が可能。

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。
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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。
他のどの掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。
*1

吸引力が変わらない世界初のサイクロン掃除機。
従来のモーターの最大 3 倍もの回転数を持つコンパクトな
デジタルモーターと Ball™テクノロジーを搭載した
ただひとつのコード付掃除機。

2 つのクリーナーヘッドを搭載。吸引力が変わりません。

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。
*2

ダイソン Ball™掃除機全機種の主な特長 :

ダイソン デジタルモーター

V4
高速でパワフルなモーター。
さまざまな床面からより
多くのゴミを取り除きます。
*1

Radial Root Cyclone™
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。

場所をとらない収納
収納に便利な小型で
コンパクトな形状。

音響工学に基づいた設計
製品全体の運転音を低減し、
音質も改善。

ソフトローラー
クリーナーヘッド
ナイロンフェルトで覆われた
全幅サイズのローラーに、
カーボンファイバーブラシを
搭載したクリーナーヘッド。
大きなゴミから
小さなゴミまで、
同時に吸い取ります。

ソフトローラー
クリーナーヘッド
ナイロンフェルトで覆われた
全幅サイズのローラーに、
カーボンファイバーブラシを
搭載したクリーナーヘッド。
大きなゴミから
小さなゴミまで、
同時に吸い取ります。

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。

新開発のダイレクトドライブ
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
クリーナーヘッド。カーペットの
奥深くからゴミを掻き出し、
フローリングから微細な
ホコリを取り除きます。

2 Tier Radial™サイクロン

交換不要
HEPA レベルフィルター
追加コスト不要。

2 Tier Radial™サイクロン

24個のサイクロンが
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。

2 つのツールで届きにくい
場所や布団のお掃除が可能

24個のサイクロンが
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。

フトンツール
コンビネーションノズル

4 つの付属ツールで
家中のお掃除が可能
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

*1 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）による試験。国内の掃除機売上げ上位 5 社の、売上げ上位のコード付プレミアム
掃除機（平均価格 5 万円以上、2015 年 12 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値。実際の使用状況により異なる
場合がございます。

*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 ）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、
売上げ上位のコード付プレミアム掃除機
（平均価格
5 万円以上、2015 年 12 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値。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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モーターで回転するコンパクトなクリーナーヘッドで
カーペットに入り込んだゴミも確実に掻き出します。
付属ツールで家中のお掃除が可能。

取り回しのしやすい軽量ヘッドで、
さまざまな床面から確実にゴミを吸い取ります。

取り回しのしやすい軽量ヘッドで、
さまざまな床面から確実にゴミを吸い取ります。

モーターヘッド
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が
フローリングから微細な
ホコリを取り除きます。

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ブラシで
効率良くゴミを取り除きます。

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ブラシで
効率良くゴミを取り除きます。

2 Tier Radial™サイクロン

2 Tier Radial™サイクロン

Radial Root Cyclone™

24個のサイクロンが

24個のサイクロンが

テクノロジー

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。

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。

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。

4 つの付属ツールで

2 つのツールで届きにくい
場所や布団のお掃除が可能

3 つのツールで届きにくい
場所や布団のお掃除が可能

フトンツール

フトンツール
ソフトブラシツール
フレキシブル隙間ノズル

家中のお掃除が可能
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

コンビネーションノズル

リーチアンダーツール
フトンツール
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それぞれのご家庭に最適なダイソン掃除機を。

各クリーナーヘッドと付属ツール。

ダイソンのキャニスター型掃除機

DC48 タービンヘッド

ダイソンボール
タービンヘッド

Dyson Ball
Turbinehead

ダイソンボール
モーターヘッド プラス

Dyson Ball
Motorhead+

ダイソンボール
フラフィ

メーカー2年保証。

Dyson Ball
Fluffy

紙パック、交換用フィルター等
追加コスト不要。

ダイソンボール
アニマル プラス フラフィ

アレルゲンを捕らえて、きれいな排気。

Dyson Ball
Animal+Fluffy

他のどの掃除機よりも多くのゴミを
*1
吸い取ります。

DC48 Turbinehead

変わらない吸引力

テクノロジー

2 Tier Radial™サイクロン

•

•

•

•
•

Radial Root Cyclone™テクノロジー
ダイソン デジタルモーター V4

•

•

•

•

ポストモーターフィルター

•

•

•

•

•

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

1年に一度目安

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

•

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）

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

•

•

•

ソフトブラシツール

•

フレキシブル隙間ノズル

•
•

コンビネーションノズル

ダイレクトドライブクリーナーヘッド
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
合わせた新しいクリーナーヘッド。
カーペットの奥深くからゴミを
掻き出し、フローリングから
微細なホコリを取り除きます。

モーターヘッド
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
ラシがフローリングから微細な
ホコリを取り除きます。

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ブラシで
効率良くゴミを取り除きます。

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
きめ細かいカーボン
ファイバーブラシを搭載し、
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
（洗浄・交換不要）

ソフトローラークリーナーヘッド
ナイロンフェルトで覆われた
全幅サイズのローラーに、
カーボンファイバーブラシを
搭載したクリーナーヘッド。
大きなゴミから小さなゴミまで、
同時に吸い取ります。

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。

リーチアンダーツール
回して曲げることもできる
ツールで、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
ゴミやホコリを吸い取り、
すみずみまできれいにします。

ソフトブラシツール
やわらかいブラシで、
デリケートな表面の
ホコリをやさしく取りながら
お掃除します。

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、届きにくい
隙間などのお掃除に便利です。

•

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
（本体・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

205×385×250

203×379×253

193×361×253

200×383×250

193×361×253

250×696×720

250×712×685

211×721×701

220×706×720

212×694×698

2.75 kg

2.72kg

2.75kg

2.72kg

2.70kg

（5.16kg*9／5.22kg*10）

（5.19kg）

（4.97kg）

（4.84kg）

（4.75kg）

CY25 AF

CY24 FF

DC63 COM

CY25 TH

DC48 TH SB

5025 155 025 703

5025 155 030 455

5025 155 019 108

5025 155 026 847

5025 155 015 896

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。

*9 ダイレクトドライブクリーナーヘッド装着時 *10 ソフトローラークリーナーヘッド装着時 ※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
1
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※ 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いただくか、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。

JN.88232 DATE.16.03.17

※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。

