30% 小型化、40%音を低減。
ダイソン デジタルモーター搭載。

™
ダイソン。吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機。

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

音もサイズも小さく、そしてパワフル

進化したサイクロンテクノロジー

DC48は最も小さなダイソンBall™掃除機です。ダイソン デジタル
モーター V4による高い吸引力、Ball™テクノロジーによる優れた
操作性。Radial Root Cyclone™(ラジアルルートサイクロン）テク

DC46は 32 Root Cyclone™（ルートサイクロン）テクノ
ロジーを搭 載し、2 層に配 列されたサイクロンが最 大で
360,000G もの遠心力を生み出し、ミクロレベルの微細
なゴミも空気から分離します。Ball™テクノロジーにより

ノロジーにより、吸引力が変わらない最も運転音が小さなダイソン
のキャニスター型掃除機です。
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思いどおりにコントロールできます。

パワフルなコードレスクリーナー
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、
安定したパワー供給をするバッテリー、Root Cyclone™（ルートサイ
クロン）テクノロジーにより吸引力の変わらないただひとつのコー
ドレスクリーナーです。Dyson Digital Slim™（ダイソン デジタルス
リム）はバランスのとれた設計により床から天井までお掃除が可能
です。ハンディクリーナーはヘッドの交換が簡単でさまざまな場所
のお掃除をすることができます。
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小型で軽量

運転音の低減

ダイソン デジタルモーター V4

音響工学

DC48は最小かつ最軽量のダイソンBall™掃除機で、DC46と比較し

DC48は最も運転音が小さなダイソンBall™掃除機で、DC46と比較し

30%の小型化を実現しました。ダイソン デジタルモーター V4の

40%低減されました。ダイソンのエンジニアはすべての製品に対し

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

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

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

改良により、運転音を低減し音質も改善しました。
小さくパワフルな

モーターです。DC48は日本の住宅環境に合わせて開発され、

モーターによりこれらの音の進化を可能にしました。

すべての床面からより多くのゴミを取り除きます。
本体はわずか2.8kgで、階段や別の部屋への持ち運びが簡単です。
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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設計され、

お掃除などでおこる摩擦により静電気が発生し、
微細なホコリや花粉、

小さい回転半径により即座に方向転換ができるようになりました。

アレルゲンをフローリングに付着させてしまいます。

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

DC48のクリーナーヘッドはナイロン素材のブラシと静電気の発生を

安定性を向上させています。
ステアリング構造で操作性を改善し、

抑えるきめ細かいカーボンファイバーブラシを搭載しています。

より正確に進みたい方向へコントロールできます。

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、
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。

DC48は最も多くの微細なホコリを取り除きます。
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きれいな排気

変わらない吸引力

洗浄・交換不要ポストモーターフィルター

Radial Root Cyclone™

ダイソンBall™掃除機はRoot Cyclone™（ルートサイクロン）
テクノロジーにより、花粉やカビ、
バクテリアなどの

0.5ミクロンもの微細な粒子も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、
ポストモーターフィルターはお手入れ不要です。
ダイソンBall™掃除機は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。
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（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、
吸収力が変わりません。

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、
ダイソンの掃除機だけが吸引力が変わらないことが証明されています。
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Radial Root Cyclone™
（ラジアルルートサイクロン）
テクノロジー
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。
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。

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。

1
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ホコリやゴミが吸引

綿ボコリやペットの
毛などの大きなゴミが
空気とともに網目状
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。

内側のサイクロンが
強力な遠心分離で
花粉やダニのふんなどの
微細な粒子を取り除きます。

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。

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。

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、
花粉やカビを含む微細な粒子を捕らえます。

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。

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。

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。

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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従来型モーター

従来型モーター

ダイソン デジタルモーター V4

小型。
しかしパワー不足。

大きい。しかも扱いにくい。

小型掃除機は小さくてパワーの弱いモーターが

パワーを得るためにはより大きなモーターが必要です。

搭載される傾向があります。掃除機を小型化し、

また音響改善には、防音材を入れるために本体内に十分な

静かでパワフルにすることは設計上困難です。

スペースが必要です。いずれも本体が大きくなってしまい、

音もサイズも小さく、
すべての床面からより多くの
ゴミを取り除きます。

防音材を設置するスペースが狭くなり、

使い勝手や収納性が悪くなってしまいます。

運転音も大きくなってしまうことがあります。

これらの問題を解決するため、
ダイソンのエンジニアは小さく静かで
パワフルなデジタルモーターを開発しました。
従来型のモーターの

1/3の大きさで毎分最大101,000回転し、音響の調整も行うことで
運転音が改善されています。この小型サイズのデジタルモーターにより、

DC48は軽量かつパワフルな掃除機を実現し、ボール内には
音響改善のためのスペースが確保されました。
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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。
このモーターの開発によりDC48の製品化が実現しました。

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

音響工学
保磁力に優れた電磁回路技術を採用

運転音はダイソンの製品開発において非常に
重要な課題です。DC48は、小型でパワフルな

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。

モーターを搭載し、ボールやサイクロン、
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

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。

モーターバケット
完全にモーターを包み込み、
運転音を低減します。

モーターオリエンテーション
製品から発生する音響
エネルギーを低減するように
改良されました。

排気
排気はポストモーターフィルター、
フォーム材、
排気口を通って排出され、
音響エネルギーは段階的に低減されます。
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N E W T EC H N O LO GY

30%小型化、40%音を低減。

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。

ダイソン デジタルモーター搭載。

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。

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。

DC48ダイソンBall™掃除機はダイソン デジタルモーター V4を搭載し、
すべての床面からより多くのゴミを取り除きます。

DC46と比較し30% の小型化と40% の運転音の低減を実現しました。
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が
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。

きれいな排気
ダイソンの掃除機は、
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。

軽量かつ頑丈な筐体

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。

本体質量は約2.8kgで
持ち運びが簡単。

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。
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。

カーボンファイバーブラシ搭載の
最新クリーナーヘッド

DC48シリーズは、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。
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DC48シリーズ

MOTORhead
モーターヘッド
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™（ラジアル

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。

ルートサイクロン）
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。

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。

カーボンファイバー搭載
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。

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
掃除します。
ブラインドやキーボード
などのお掃除に適しています。

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。

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。

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の
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。

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。
搭載モデル： モーターヘッド

turbinehead
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。

カーボンファイバーブラシ搭載の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。
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32個のサイクロンが同時に
機能することで、最も強力な
遠心力を生み出し、風量を強め、
さまざまな床面から
より多くのゴミを取り除きます。

繰り返し使用可能プレモーターフィルター
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。

32 Root Cyclone™ テクノロジー
32個の小さなサイクロンの積み重なる
ような配列が風量を強め、
360,000G
もの強力な遠心力を生み出します。

ポリカーボネート製クリアビン
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。
サイクロン取り外しボタン
サイクロンを素早く取り外し、
簡単にゴミを捨てることができます。

英国アレルギー協会推奨
アレルギーに悩む人に適した製品を
アドバイスすることを目的とした英国
アレルギー協会は、ダイソンの変わら
ない吸引性 能がホコリを多く取り除
くことができる点で推奨しています。

スイスアレルギー協会認定
スイスアレルギー協会は世界で最も
厳しい基 準を定める機関のひとつで
す。その認定を得るには、掃除機の性
能が損なわれることがないよう一定
して変わらない吸引力と分離性能が
求められます。ダイソンは掃除機とし
て唯一スイスアレルギー協会 から認
定を受けています。

電源コード収納を小型化

柔軟な連結部
スプリングによって
急な動きにもしなやかに
対応するよう
設計されています。

5メートルの電源コードを
コンパクトに収納。

車軸とベアリング
車軸のベアリングが摩擦を軽減し、
ボールをスムーズに回転させます。

低く安定した重心
バランスを追求した構造とモーター配置で、
低い重心を確保し、
安定性を最大化しています。

HEPAレベルの排気

収納
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。

ダイソンの掃除機は、
0.5ミクロンまでの
微細な粒子を捕らえ続けます。

V-Ball™テクノロジー
クリーナーヘッドのつけ根に
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。

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。

V-Ball™テクノロジーを搭載し、
操作が容易にできます。

2種類のクリーナーヘッド
DC46シリーズは 2種類のクリーナーヘッドが選べます。
空気の力で回転するタービンヘッドはあらゆる床で高い集
じん性能を実現します。
モーターヘッドは専用のモーター
で回転し、カーペットに入り込んだゴミもしっかり取り除
きます。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
取り除き、ナイロン素材のブラシはカーペットやラグから
効率よくゴミをかき出します。
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DC46シリーズ

MOTORhead
モーターヘッド

32 Root Cyclone™テクノロジー
32個の小さなサイクロンの
積み重なるような配列が風量を強め、

360,000Gもの強力な遠心力を
生み出します。

Ball™テクノロジー
自由自在な動きや方向転換を可能に
する球体軸。ボール型の本体内に、
モーター、
電源コード、フィルターを
格納したことで、重心の低い安定した
構造が実現しました。

カーボンファイバーブラシ搭載
クリーナーヘッド
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。

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。

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。

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
掃除します。
ブラインドやキーボード
などのお掃除に適しています。

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。

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

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

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。
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一般的な掃除機のことは忘れてください。

吸引力の変わらないコードレスクリーナー。
高い場所も、
低い場所も、そして狭い隙間にも。
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20 分

吸引力の変わらない
コードレスクリーナー。

収納用ブラケット
本体やツールの収納を
容易にします。

通常モードで20 分間使用可
能。
（モーターヘッド使用時も
20 分間）

DC45はニッケルマンガンコバルトバッテリー技術を使用した
リチウムイオンバッテリーを搭載し、より長い使用時間と

DC35の2倍のパワーのモーターヘッドブラシを実現しました。
自動調整可能なソールプレートが動きに対して適切な密閉性を保ちます。
取り外し可能な軽量なアルミパイプ、また、手元に重心を置いた
設計によって、
床、天井など様々な場所での使いやすさを実現しました。

ENERGY STARマークは、ENERGY
STAR 性能ガイドラインの基 準内容
を満たす、または上回る製品に表示
されるラベルとして使 用される認証
マークです。

ダイソン デジタルモーター
従来型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
コードレスクリーナーを実現。

LED充電レベル表示
バッテリー充電残量が

1分を切ると点滅します。

Root Cyclone™
カーボンファイバーブラシ
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、
ナイロン素材のブラシが、
カーぺットからゴミをかき取ります。

ヘッド専用モーターのパワーが2倍に増加*
ブラシを回転させるモーターの
パワーがより強力に。
カーペットからゴミをかき取ります。

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

（ルートサイクロン）
テクノロジー
吸引力の変わらない
ダイソンの特許技術。

*DC35の2倍のパワーのモーターヘッド

強モード
ボタンを押すだけで
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。

軽量なアルミパイプ： 663mm

自動調整可能な
ソールプレート
動きに対して適切な
密閉性を保つヘッド。

連接型クリーナーヘッド

V-Ball™テクノロジー

左右に180° 回転し、
ヘッドが床から離れる
ことなく自在に動きます。

部屋の角をスムーズに
操作可能。

頑丈な構造
様々な場面での使用に耐える
丈夫で軽い素材を使用。

簡単で清潔なゴミ捨て
ボタンを押すだけで
ゴミを捨てることができます。

さまざまな場所のお掃除
あらゆるタイプの床面や厄介な場所の
お掃除に便利なツールやパイプが付属。

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。
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より強力なミニ 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。

クリアビン
丈夫なポリカーボネート素材。
ゴミの量がひと目で確認でき、
ゴミ捨て時期の判断が簡単です。

付属ツール
コンビネーションノズル
隙間ノズル

エネルギー密度が向上
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。

バッテリーへの直接充電
バッテリーの充電は、
本体から取り外しても、
収納用ブラケットでも可能です。

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。

充電時間
約5時間半で充電完了。
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DC45シリーズ
さまざまな場所のお掃除
あらゆるタイプの床面や
厄介な場所のお掃除に便利な
ツールやパイプが付属。

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。

ダイソン デジタルモーター
従来型のモーターよりも最大で

簡単で清潔なゴミ捨て
ボタンを押すだけで
ゴミを捨てることができます。

3倍の高速回転。最もパワフルな
コードレスクリーナーを実現。

Root Cyclone™（ルートサイクロン）
テクノロジー
吸引力の変わらない
ダイソンの特許技術。

エネルギー密度が向上
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。

20分

MOTORhead

MOTORhead

モーターヘッド

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。

髪の毛や深く入り込んだゴミを取り除きます。

より強力なミニ 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。

コンビネーションノズル
先端にブラシのあるツールで、
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。

20 分
通常モードで20 分間使用可
能。
（モーターヘッド使用時も
20 分間）

8分間
強モード

15分
通常モード
（モーターヘッド
使用時は13 分間）

6分間
強モード

約 5 時間半の充電で
長時間の使用が可能。

強モード
ボタンを押すだけで
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。

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。

MOTORhead
モーターヘッド

最もパワフルなハンディクリーナー
ダイソンのハンディクリーナーは、特許技術Root Cyclone™
（ルートサイクロン）テクノロジーを搭載し、吸引力が変わりません。

DC34のパワーモードは、より長い時間使用できる通常モードと、
頑固な汚れを取り除くための強モードが選択可能です。

15分
通常モード
（モーターヘッド
使用時は13 分間）
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6分間
強モード
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キャニスター型掃除機

コードレスクリーナー

メーカー2年保証。

P16-19

P16-19

P20-23

ƶ
ƶ

Radial Root Cyclone™テクノロジー

ƶ

ƶ

ƶ
ƶ
ƶ
ƶ

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

ƶ
ƶ
ƶ
ƶ

ƶ

ƶ

ポストモーターフィルター

ƶ

（洗浄・交換不要）

ƶ

ƶ

1年に一度目安

ƶ

1年に一度目安

ƶ

ƶ

ƶ

ƶ

3 年に一度目安

3 年に一度目安

2 年に一度目安

ƶ

ƶ
ƶ

ƶ
ƶ

ƶ
ƶ
ƶ
ƶ

タングルフリー タービンツール
フレキシブル隙間ノズル
ソフトブラシツール
フトンツール

DC34

モーターヘッド

DC34 motorhead

モーターヘッド

DC35 motorhead

モーターヘッド

ƶ
ƶ

ƶ
ƶ

ƶ

ƶ

約15分

ƶ

連続使用時間
通常モード

約20 分

約15分

約15分

通常モード モーターヘッド使用時

約20 分

約13 分

約13 分

約8分

約 6分

約 6分

約 6分

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

ƶ
ƶ

ƶ
ƶ

ƶ

ƶ
ƶ

ƶ
ƶ

ƶ
ƶ

ƶ
ƶ

115x322x205

115x322x205

115x322x205

115x322x205

バッテリー含む

バッテリー含む

バッテリー含む

バッテリー含む

115x416x205

115x434x205

強モード

プレモーターフィルター

ƶ
ƶ
ƶ
ƶ

ƶ
ƶ
ƶ

クリーナーヘッド
モーターヘッド

付属ツール

ƶ
ƶ
ƶ
ƶ

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

製品スペック

JANコード

ƶ
ƶ

ミニ モーターヘッド

付属ツール

型式

ƶ
ƶ

ニッケルマンガンコバルトバッテリー

（水洗いのみで繰り返し使用可能）

タービンヘッド

本体質量

ƶ
ƶ
ƶ

フィルター

モーターヘッド

（ホース・パイプ・標準クリーナーヘッド・電源コード）

P29

ダイソン カーボンファイバー

クリーナーヘッド

収納時の製品サイズ

P29

リチウムイオンバッテリー

フィルター

（幅×奥行き×高さ）単位 mm

P24-28

Root Cyclone™テクノロジー

ƶ

Ball™テクノロジー

（幅×奥行き×高さ）単位 mm

紙パック、交換用フィルター等
追加コスト不要。

ダイソン デジタルモーター

Root Cyclone™テクノロジー

本体製品サイズ

ダイソンの掃除機は
より多くのゴミを取り除きます。

テクノロジー

32 Root Cyclone™テクノロジー

プレモーターフィルター

変わらない吸引力。

メーカー2年保証。

P20-23

テクノロジー

（水洗いのみで繰り返し使用可能）

DC45 motorhead

モーターヘッド エントリー

DC26 motorhead entry

タービンヘッド

DC46 turbinehead

モーターヘッド

DC46 motorhead

紙パック、交換用フィルター等
追加コスト不要。

タービンヘッド

アレルゲンを捕らえて、
きれいな排気。

DC48 turbinehead

ダイソンの掃除機は
より多くのゴミを取り除きます。

モーターヘッド

変わらない吸引力。

DC48 motorhead

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。

（幅×奥行き×高さ）単位 mm

192x361x253

193x361x253

221x448x292

221x448x292

205x320x266

212x694x698

212x694x698

384x710x787

384x710x787

305x388x898

2.8kg (4.95kg)

2.7kg (4.75kg)

4.1kg (6.55kg)

4.1kg (6.23kg)

3.3kg (5.88kg)

DC48 MH SF

DC48 MH SP

DC48 TH SB

DC48 TH SY

DC46 MH COM DC46 TH COM DC26 CF MH ENT

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

217x1224x205

217x1224x205

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

0.91kg (2.30kg)

0.91kg (2.22kg)

モーターヘッド、
バッテリー含む コンビネーションノズル、バッテリー含む

0.91kg (1.53kg)

0.86kg (1.31kg)

DC45 MH

DC45 MH SF

DC35 MH

DC34 MH

DC34

5025 155 013 342

5025 155 016 428

5025 155 010 884

5025 155 011 263

5025 155 011 256

5025 155 015 926 5025 155 015 919 5025 155 015 896 5025 155 015 902 5025 155 014 189 5025 155 014 172 5025 155 016 022

※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。

30

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
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
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。

ダイソンサービスセンター
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

※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.53411 PN.201766-01-01 DATE.18.01.13

2

曜日および祝日 ※ 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。

