変わらない吸引力、25％軽量化。*1
最も吸引力の強い軽量コードレスクリーナー。*2

*1 IEC（国際電気標準会議）規格62885-2 5.8,
5.9に準拠した、強モードで新品から1回目のゴミ
満量まで使用した時点でのSGS-IBR（英国）およ
び自社による吸引力の変化の試験（2019-2020
年に実施）。質量はDyson V11シリーズ（2019年
発売）との比較。 *2 IEC（国際電気標準会議）規
格62885-2 5.8, 5.9に準拠した、クリアビンがゴ
ミ満量時に強モードで使用した場合のSGS-IBR
（英国）および自社による吸引力試験（2019-2020
年に実施）。ダイソンを除く国内の売上上位11社
の最上位軽量コードレススティッククリーナー
（2019年3月-8月の独立調査会社のデータに基
づく）を対象に実施。軽量コードレスクリーナー
とは、意識調査により、軽量と感じる本体質量と
して2kg未満という回答が約90％であったことか
ら、スティック時の質量が2kg未満と自社にて定
義したもの（2019年6月 家電量販店社員に対す
るインターネット調査 n=6636）。

変わらない吸引力、25％軽量化*1
新しい Dyson Digital Slim™（ダイソン デジタル スリム）
コードレスクリーナーは、ダイソンならではのパワフルな
吸引力はそのままに、Dyson V11シリーズ（2019年発売）よりも
*1
25％軽く、20％小型化しました。

捕集力の高い製品設計。
部屋の空気よりもきれいな
空気を排出します。

残りの運転時間を秒単位で
確認しながら掃除ができます。

変わらない吸引力 *5
独自設計のサイクロンにより、クリアビンが
満杯になっても吸引力が変わりません。
売上上位3社の最上位コードレスクリーナーとの比較*5,6

Dyson Digital Slim
100%
吸引力の維持率
（％）

小型、軽量のモーターを搭載し、
一般的な軽量コードレスクリーナーと比べて
*2
最も高い吸引力を実現。
また、高効率サイクロンにより、
変わらないパワフルな吸引力が続きます。
高密度5セルリチウムイオンバッテリーが、
最長40分の運転時間を実現し、*3
家中をしっかり掃除できます。

液晶ディスプレイ

きれいな排気 *4

A
50%

C
B

0%
新品時

1回目のゴミ満量時

簡単なお手入れ
クリアビンやフィルター、
ブラシバーは簡単に取り外せて、
まるごと水洗いが可能。*7

*1 IEC（国際電気標準会議）規格62885-2 5.8, 5.9に準拠した、強モードで新品から1回目のゴミ満量まで使用した時点でのSGS-IBR（英国）および自社による
吸引力の変化の試験（2019-2020年に実施）。質量・サイズはDyson V11シリーズ（2019年発売）との比較。 *2 IEC（国際電気標準会議）規格62885-2 5.8, 5.9に
準拠した、クリアビンがゴミ満量時に強モードで使用した場合のSGS-IBR（英国）および自社による吸引力試験（2019-2020年に実施）。ダイソンを除く国内の
売上上位11社の最上位軽量コードレススティッククリーナー（2019年3月-8月の独立調査会社のデータに基づく）を対象に実施。軽量コードレスクリーナーとは、
意識調査により、軽量と感じる本体質量として2kg未満という回答が約90％であったことから、スティック時の質量が2kg未満と自社にて定義したもの（2019年
6月 家電量販店社員に対するインターネット調査 n=6636）。 *3 エコモードで使用した場合の最長運転時間。実際の使用状況や床面により異なる場合がご
ざいます。 *4 ASTM F1977-04に基づくSGS-IBR（米国）および自社による試験結果（2020年実施）。試験は強モードで実施。 *5 IEC（国際電気標準会議）規格
62885-2 5.8, 5.9に準拠した、強モードで新品から1回目のゴミ満量まで使用した時点での、自社による吸引力の変化の試験（2019-2020年に実施）。 *6 ダイ
ソンを除く国内の売上上位3社の最上位コードレススティッククリーナー（2019年3月から8月の独立調査会社のデータに基づく）を対象に実施。 *7 弊社ウェブ
サイト上に掲載されている、製品の取扱説明書を参照してください。
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さまざまな床面に対応。
大きなゴミから小さなゴミまで
同時に吸い取ります。
Slim Fluffy™（スリム フラフィ）クリーナーヘッドには、2種類のブラシを配置。
ソフトなナイロンフェルトブラシが大きなゴミを捕らえ、
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
微細なホコリやハウスダストを除去。 髪の毛なども絡みにくい設計で、
素足でも心地良いほど床面をきれいにします。

花粉

剥がれ落ちた
ヒトの皮膚

ダニの死骸
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エコモード

中モード

強モード

最長40分の運転時間*2 で、
家中をしっかり
掃除できます。

さまざまなシーンで、
パワフルな吸引力を
発揮します。

頑固な汚れをすばやく
集中的に掃除できます。

ハンディクリーナー
天井などの高い場所や、低い家具の下などは
もちろん、暗い隙間まで、それぞれに最適な
付属ツールで掃除できます。

布団クリーナー
パワフルな吸引力で、布団やベッドから
ハウスダストをしっかり除去します。

最もパワフルな
１台３役の軽量コードレスクリーナー *1
さまざまな床や布団、車の中もこの１台で。
Dyson Digital Slim™コードレスクリーナーは、通常は掃除する場所に合わせて
3台のクリーナーが必要になるところを、1台で掃除できます。
スティッククリーナーとして、壁際や家具の下の隙間も簡単に掃除できます。
また付属ツールを付け替えて布団クリーナーとして、布団やベッドからハウスダストをしっかり除去。
さらに、ハンディクリーナーとして手の届きにくい場所や、車の中の掃除にも使用できます。
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スティッククリーナー
Slim Fluffy™クリーナーヘッドが
微細なゴミや髪の毛を捕らえ、
大きなゴミから小さなゴミまで
同時に吸い取ります。

*1 IEC（国際電気標準会議）規格62885-2 5.8, 5.9に準拠した、クリアビンがゴミ満量時に
強モードで使用した場合のSGS-IBR（英国）および自社による吸引力試験（2019-2020年
に実施）。ダイソンを除く国内の売上上位11社の最上位軽量コードレススティッククリーナー
（2019年3月-8月の独立調査会社のデータに基づく）を対象に実施。軽量コードレスクリー
ナーとは、意識調査により、軽量と感じる本体質量として2kg未満という回答が約90％であっ
たことから、スティック時の質量が2kg未満と自社にて定義したもの（2019年6月 家電量販
店社員に対するインターネット調査 n=6636）。ダイソン デジタルスリムの1台3役は、スティッ
ククリーナー、布団クリーナー、ハンディクリーナーを指す。 *2 エコモードで使用した場合の
最長運転時間。実際の使用状況や床面により異なる場合がございます。
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ダイソンのパワフルな
テクノロジーを1台に凝縮
Dyson Digital Slim™コードレスクリーナーは、
ダイソンの革新的なテクノロジーを
小さく、軽い1台に凝縮することに成功しました。
もちろん、掃除性能に妥協はありません。

Dyson Hyperdymium™
（ダイソン ハイパーディミアム）モーター
毎分最大120,000回転し、
パワフルな吸引力を実現。
Dyson V11シリーズのモーターより
15％小型化しています。*1

捕集力の高い製品設計
0.3 ミクロンもの微細な粒子を
99.99％捕らえます。*2

液晶ディスプレイ

クイックリリース式エンドキャップ
軽く回すだけで取り外せるので、
簡単にクリーナーヘッドのお手入れができます。

吸引モードや残りの運転時間、
異物の詰まり、フィルターの
メンテナンス時期などを
リアルタイムに表示します。

独自設計の高効率サイクロン
パフォーマンスはそのままに、
小型化を実現。

衛生的で簡単なゴミ捨て
スムーズに開閉する構造で、
ゴミやホコリに触れずに、
衛生的にゴミ捨てが可能です。

40％小型、軽量化した
Slim Fluffy™クリーナーヘッド *1

ソフトタッチ・トリガー
必要な時だけ稼働できる
トリガー式のため、バッテリーを
効率的に使えます。

細く握りやすくなったグリップ
ハンドルのグリップが細くなり、
より使いやすくなりました。

軽量で高密度のバッテリー
ニッケル・コバルト・アルミニウム組成のバッテリーが、
最長40分間安定した電力を供給。*3
ボタンひとつで簡単に
予備の着脱式バッテリーと交換が可能で、*4
より長時間の掃除にも対応します。
*1 Dyson V11シリーズ（2019年発売）との比較。 *2 ASTM F1977-04に基づくSGS-IBR（米国）および自社による試験結果（2020年実施）。試験は強モードで
実施。 *3 エコモードで使用した場合の最長運転時間。実際の使用状況や床面により異なる場合がございます。 *4 予備の着脱式バッテリー（別売）は、ダイソン
公式ストア、お客様相談室および家電量販店でお求めいただけます。
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Dyson Hyperdymium™モーター
軽量でパワフルな設計
小型で軽量の Dyson Hyperdymium™（ダイソン ハイパーディミアム）モーターが、
毎分最大120,000回転し、パワフルな吸引力を生み出します。

ディフューザー
モーターから出る空気の流れを直線に整え、
強力な吸引力を生み出すとともに
気流の乱れを低減します。

航空宇宙分野で使用されている素材
モーターケースは、人工衛星などに使用されている
熱硬化性フェノール樹脂成形材を使用し、
高い強度重量比を備えています。
効率的なインペラー
インペラーをモーターの前面から
背面に移動させることにより、
軸流が冷たい空気を取り込んで温度を下げ、
モーターがさらに高速回転できるようにしています。

磁性固定子（マグネティック・ステーター）
紙のように薄い880層の積層スチールが磁界を生み出し、
モーターを回転させます。

頑丈で軽量なシャフト
1,600°Cの高温で硬化させたセラミック素材のインペラーシャフトは、
スチールの約3倍の硬度を持ちながら、密度は約半分です。

インテリジェントにモニタリング
マイクロプロセッサーが回転スピードと
パフォーマンスを毎秒約8,000回モニターして、
電力供給を最適化します。
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独自設計の高効率サイクロン
変わらない吸引力*1を実現

きれいな排気
部屋の空気よりもきれいな空気を排出

一般的なコードレスクリーナーと違い、ダイソン独自の高効率サイクロンは、
微細な粒子まで空気から分離し、クリアビンに捕らえます。
そのため、変わらないパワフルな吸引力が続きます。

Dyson Digital Slim™コードレスクリーナーは ePTFE多孔質膜フィルターなど、
製品全体で5段階にわたりゴミを捕集する設計で、
0.3 ミクロンもの微細な粒子を99.99％捕らえます。*3
また、加圧ゴムシールにより捕集したゴミが空気中に漏れるのを防ぎ、
部屋の空気よりもきれいな空気を排出します。

Dyson Digital Slim
100%

吸引力の維持率
（％）

A
50%

C
B

0%
新品時

1回目のゴミ満量時

売上上位3社の最上位コードレスクリーナーとの比較*1,2
製品全体でゴミを捕集
0.3 ミクロンもの微細な粒子を
99.99％捕らえます。*3

きれいな排気
高効率のサイクロン
独自設計された11個のサイクロンにより、
微細なゴミやホコリを気流から取り除きます。

高い密閉性により、部屋の空気よりも
きれいな空気を排出します。

密閉性の高い設計
ガスケットと加圧ゴムシールにより、
本体内部にゴミやホコリを捕らえます。
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*1 IEC（国際電気標準会議）規格62885-2 5.8, 5.9に準拠した、強モードで新品から1回目
のゴミ満量まで使用した時点での、自社による吸引力の変化の試験（2019-2020年に実施）。
*2 ダイソンを除く国内の売上上位3社の最上位コードレススティッククリーナー（2019年3月
から8月の独立調査会社のデータに基づく）を対象に実施。 *3 ASTM F1977-04に基づく
SGS-IBR（米国）および自社による試験結果（2020年実施）。試験は強モードで実施。
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Slim Fluffy™クリーナーヘッド
*1
40％小型化。40％軽量化。
カーボンファイバーブラシとナイロンフェルトブラシを組み合わせた
幅250mmの軽量ブラシバーは、髪の毛が絡みにくく、
大きなゴミから小さなゴミまで同時に吸い取ります。
また、薄型設計のため家具の下まで簡単に届きます。

ソフトなナイロンフェルトブラシ

洗えるブラシバー*2

フローリングや畳の床もやさしく掃除しながら
大きなゴミを捕らえます。

簡単に取り外して水洗いでき、
クリーナーヘッドの性能を
維持できます。

壁際のゴミまでしっかり除去

従来より薄くなったクリーナーヘッドで、
家具の下の隙間も簡単に掃除

静電気の発生を抑える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静電気の発生を抑え、
フローリングの溝から微細なゴミを取り除きます。

内蔵モーター

方向転換しやすく、
取り回しやすい設計

モーターで駆動し、ブラシバーの
端から端まで万遍なくゴミをかき出します。

*1 Dyson V11シリーズ（2019年発売）との比較。 *2 弊社ウェブサイト上に掲載されている、製品の取扱説明書を参照してください。
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液晶ディスプレイ
リアルタイムな表示で、効率的に掃除
現在の吸引モードや秒単位のバッテリー残量を表示し、
効率的な掃除を可能にします。 最適なパフォーマンスを
維持するためにフィルターのメンテナンス時期をお知らせするだけでなく、
異物の詰まりなどのトラブルもお知らせします。

エコモード
最長40分間の運転時間*で、
家中をしっかり掃除できます。

中モード
さまざまなシーンでパワフルな
吸引力を発揮します。

強モード
頑固な汚れをすばやく集中的に
掃除できます。

運転状況をお知らせ
吸引モードや
残りの運転時間など、
現在の運転状況を表示します。

メンテナンス通知
フィルターのメンテナンスが
必要なときにお知らせします。

詰まりの警告
異物の詰まりをお知らせし、
取り除き方を案内します。
* エコモードで使用した場合の最長運転時間。 実際の使用状況や床面により異なる場合がございます。
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衛生的で簡単なゴミ捨て

簡単なお手入れ

まっすぐでスリムなクリアビンは、
スムーズに開閉する構造で、ゴミやホコリに触れずに、
衛生的にゴミ捨てが可能です。

こびりついたゴミを除去するために、
クリアビンやフィルター、ブラシバー、
電子部品を搭載していない付属ツールはまるごと水洗いできます。*
* 弊社ウェブサイト上に掲載されている、製品の取扱説明書を参照してください。

シュラウドには
7,392個もの穴が開けられており、
ゴミが付着しづらい設計です。

ビンの開閉時に、シュラウドの
なめらかな表面に沿って、
ゴム製のスクレイパーが
ゴミやホコリをこそぎ落とします。

クリアビンに溜まった
ゴミやホコリを、
ゴミ箱へ向けてまっすぐに
排出することができます。
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使い方の幅を広げる、
豊富なツール
天井などの高い場所から狭い隙間や
階段はもちろん、布団、車内にいたるまで。
1台でさまざまな場所を掃除できるよう、
便利なツールが付属します。*
* 付属品はモデルごとに異なります。詳しくは38、39ページをご覧ください。
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ミニ モーターヘッド

LED隙間ノズル

ハードブラシ

コンビネーションノズル

フトンツール

延長ホース

21

22

簡単に交換できるバッテリー

2種類の収納方法。 壁掛けも、床置きも。

ボタンひとつでバッテリーを取り外せるので、交換に手間がかかりません。
予備の着脱式バッテリー（別売）*1と交互に使用することで、
より長時間の掃除にも対応できます。 着脱式バッテリーは単体でも充電可能です。

Dyson Digital Slim™コードレスクリーナーを壁掛け式の収納用ブラケットに掛けておけば、
次の掃除のときにすぐに使えます。 また、自立式の専用充電ドックなら、
本体やツールを収納しながら常時充電でき、壁に固定する必要がありません。*2

*1 予備の着脱式バッテリー（別売）は、ダイソン公式ストア、お客様相談室および家電量販店でお求めいただけます。

*2 付属品はモデルごとに異なります。詳しくは38、39ページをご覧ください。

簡単に交換できる着脱式バッテリー

壁掛け式の収納用ブラケット

自立式の専用充電ドック
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1.5kgのコードレスクリーナーで唯一、*1
微細なホコリを99.99%閉じ込め、*2
吸引力が変わらない*3

最軽量1.5kg*4
ダイソンのテクノロジーを
凝縮した、*5 最も軽量なモデル。*4

変わらない吸引力*3
独自設計のサイクロンにより、
クリアビンが満杯になっても
吸引力が変わりません。*3

微細なホコリを
99.99%閉じ込める*2
捕集力の高い製品設計で、
部屋の空気よりもきれいな
空気を排出します。

45%小さくなったMicro
Fluffy™クリーナーヘッド*5
フローリングや、家具の下などの
狭い場所の掃除に。

*1 ダイソンを除く国内の売上上位4社の1.6kg以下の最上位コードレススティッククリーナー（2019年11月-2020年4月の独立調査会社のデータに基づく）との比較。
*2 ASTM F1977-04に基づく自社（英国、マレーシア）による試験結果（2020年に実施）。試験は0.3μm以上の粒子を使用し、強モードで実施。 *3 IEC（国際電気
標準会議）規格62885-2 5.8, 5.9に準拠した、強モードで新品から1回目のゴミ満量まで使用した時点での、SGS-IBR（英国）および自社による吸引力の変化の
試験（2020年に実施）。 *4 2020年10月時点で販売中のダイソンのコードレススティッククリーナーとの比較。 *5 Dyson V11シリーズ（2019年発売）との比較。
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ダイソンのテクノロジーを
この最軽量*1モデルに凝縮*2
Dyson Hyperdymium™（ダイソン ハイパーディミアム）モーター
毎分最大105,000回転し、パワフルな吸引力を実現。

ボタン式スイッチ

クイックリリース式エンドキャップ
軽く回すだけで取り外せるので、
簡単にクリーナーヘッドのお手入れができます。

電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を
継続できます。MAXボタンを押すと、
頑固な汚れをすばやく集中的に掃除できます。

独自設計の高効率サイクロン
8つのサイクロンが96,000Gもの遠心力を生み出し、
微細なホコリを空気から分離してクリアビンの中に
捕らえ、変わらない吸引力を実現します。*4

微細なホコリを99.99%閉じ込める*5
捕集力の高い製品設計で、
部屋の空気よりもきれいな
空気を排出します。
衛生的で簡単なゴミ捨て
Micro Fluffy™（マイクロ フラフィ）クリーナーヘッド
45%小型化。*2
*3
髪の毛が絡みにくく、

スムーズに開閉する構造で、
ゴミやホコリに触れずに、
衛生的にゴミ捨てが可能です。

大きなゴミから小さなゴミまで同時に吸い取ります。
軽量で高密度のバッテリー

重量バランスのとれた設計
手元がより軽く感じられるよう、
重量バランスを再設計しています。*7

ニッケル・コバルト・アルミニウム組成の
バッテリーが、最長20分間
*6
安定した電力を供給。

*1 2020年10月時点で販売中のダイソンのコードレススティッククリーナーとの比較。 *2 Dyson V11シリーズ（2019年発売）との比較。 *3 実際の使用状況によ
り異なる場合がございます。 *4 IEC（国際電気標準会議）規格62885-2 5.8, 5.9に準拠した、強モードで新品から1回目のゴミ満量まで使用した時点での、SGSIBR（英国）および自社による吸引力の変化の試験（2020年に実施）。 *5 ASTM F1977-04に基づく自社（英国、マレーシア）による試験結果（2020年に実施）。
試験は0.3μm以上の粒子を使用し、強モードで実施。 *6 モーター駆動ではない付属ツールを、エコモードで使用した場合の最長運転時間。 *7 Dyson V11
シリーズ（2019年発売）との比較。IEC（国際電気標準会議）規格62885-2 6.12に基づく自社による試験結果（2020年に実施）。
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1.5kgのコードレスクリーナーで唯一、*1
微細なホコリを99.99%閉じ込めます*2

排気性能比較

売上上位3社の1.6kg以下の最上位コードレスクリーナーとの比較*2,4
100%
排気性能

90%

一般的な1.6kg以下のコードレスクリーナーは
目に見えない微細なホコリを
外に漏らすことがあります。*2,3

Dyson Micro 1.5kgは微細なホコリを
99.99%閉じ込めます。*2

Dyson Micro
1.5kg

A

B

C

捕集力の高い製品設計
一般的な1.6kg以下のコードレス
クリーナーよりもゴミを閉じ込めます。*1,2
0.3ミクロンもの微細なホコリを
99.99%閉じ込め、*2 部屋の空気よりも
きれいな空気を排出します。

剥がれ落ちた
ヒトの皮膚
ペットの毛

カビ胞子

ダニの死骸
花粉

※画像はイメージです。
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*1 ダイソンを除く国内の売上上位4社の1.6kg以下の最上位コードレススティッククリーナー（2019年11月-2020年4月の独立調査会社のデータに基づく）との比較。
*2 ASTM F1977-04に基づく自社（英国、マレーシア）による試験結果（2020年に実施）。試験は0.3μm以上の粒子を使用し、強モードで実施。 *3 ダイソンを除く
国内の売上上位4社の1.6kg以下の最上位コードレススティッククリーナー（2019年11月-2020年4月の独立調査会社のデータに基づく）を対象に実施。 *4 ダイソン
を除く国内の売上上位3社の1.6kg以下の最上位コードレススティッククリーナー（2019年11月-2020年4月の独立調査会社のデータに基づく）を対象に実施。
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Micro Fluffy™クリーナーヘッド
ダイソンのコードレスクリーナーで最小サイズ *1
フローリングや畳に適したクリーナーヘッド。
従来の Fluffy™クリーナーヘッドを45％小型化し、*2
より狭い場所にも届きやすくなりました。
静電気の発生を抑える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静電気の発生を抑え、
フローリングや床の溝から微細なゴミを取り除きます。
内蔵モーター
モーターで駆動し、ブラシバーの
端から端まで万遍なくゴミをかき出します。
ソフトなナイロンフェルトブラシ
フローリングや畳もやさしく
掃除しながら大きなゴミを捕らえます。

より狭い隙間まで届く
直径31mmのローラーと
スイベルネックで
狭い隙間の掃除に便利です。

ポリカーボネート素材のケース
高い強度と耐衝撃性を備えています。

さまざまな掃除に適応するブラシバー
床面に密着しながら、
回転してゴミの引きずりを防止。
ソフトなナイロンフェルトで
フローリングをやさしく保護します。

*1 2020年10月時点で販売中のダイソンのコードレススティッククリーナーとの比較。 *2 Dyson V11シリーズ（2019年発売）との比較。
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Dyson Hyperdymium™
モーター
小型で軽量のモーターが
毎分最大120,000回転し、
パワフルな吸引力を
生み出します。

最長40分の運転時間*1
安定したパワー供給により、
パワフルで変わらない
吸引力を実現します。

捕集力の高い製品設計
製品全体で
0.3 ミクロンもの微細な
粒子を99.99%捕らえ、*2
部屋の空気よりも
きれいな空気を排出します。

Slim Fluffy™
クリーナーヘッド
*3
40%小型・軽量化。
大きなゴミから
小さなゴミまで
同時に吸い取ります。

残り運転時間を表示
秒単位の残り運転時間や、
運転状況をリアルタイムに
お知らせします。

専用充電ドック
クリーナー本体や
ツールを収納しながら
充電することができます。

衛生的で簡単なゴミ捨て
吸い取ったゴミやホコリに
触れずに、簡単に
ゴミ捨てが可能です。

簡単なお手入れ
クリアビンやフィルター、
ブラシバーは簡単に
取り外せて、
まるごと水洗いが可能。*4

1台３役
ツールを切り替えて
布団クリーナー、*5
車の中の掃除に便利な
ハンディクリーナーとしても
使用できます。

付属ツール
最大６つの付属のツールで、*6
家中の掃除が可能。

変わらない吸引力、
25％軽量化*7

*1 エコモードで使用した場合の最長運転時間。実際の使用状況や床面により異なる場合がございます。 *2 ASTM F1977-04に基づくSGS-IBR（米国）および
自社による試験結果（2020年実施）。試験は強モードで実施。 *3 Dyson V11シリーズ（2019年発売）との比較。 *4 弊社ウェブサイト上に掲載されている、製品
の取扱説明書を参照してください。 *5 Dyson Digital Slim Fluffy+、Dyson Digital Slim Fluffyが対象。 *6 Dyson Digital Slim Fluffy+が対象。 *7 IEC（国際
電気標準会議）規格62885-2 5.8, 5.9に準拠した、強モードで新品から1回目のゴミ満量まで使用した時点でのSGS-IBR（英国）および自社による吸引力の変化
の試験（2019-2020年に実施）。質量はDyson V11シリーズ（2019年発売）との比較。
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Dyson Hyperdymium™
モーター
小型で軽量のモーターが
毎分最大105,000回転し、
パワフルな吸引力を
生み出します。

最長20分の運転時間*1
安定したパワー供給により、
パワフルで変わらない
吸引力を実現します。

捕集力の高い製品設計
製品全体で
0.3ミクロンもの微細な
粒子を99.99%捕らえ、*2
部屋の空気よりも
きれいな空気を排出します。

Micro Fluffy™
クリーナーヘッド
45%小型化。*3
髪の毛が絡みにくく、*4
大きなゴミから
小さなゴミまで
同時に吸い取ります。

衛生的で簡単なゴミ捨て
吸い取ったゴミやホコリに
触れずに、簡単に
ゴミ捨てが可能です。

1台３役
ツールを切り替えて
布団クリーナー、
車の中の掃除に便利な
ハンディクリーナーとしても
使用できます。

簡単なお手入れ
クリアビンやフィルター、
ブラシバーは簡単に
取り外せて、
まるごと水洗いが可能。*5

付属ツール
３つの付属ツールで、
家中の掃除が可能。

1.5kgのコードレスクリーナーで
唯一、*6 微細なホコリを
*2
99.99%閉じ込め、
吸引力が変わらない*7

※画像はイメージです。

*1 モーター駆動ではない付属ツールを、エコモードで使用した場合の最長運転時間。 *2 ASTM F1977-04に基づく自社（英国、マレーシア）による試験結果
（2020年に実施）。試験は0.3μm以上の粒子を使用し、強モードで実施。 *3 Dyson V11シリーズ（2019年発売）との比較。 *4 実際の使用状況により異なる場
合がございます。 *5 弊社ウェブサイト上に掲載されている、製品の取扱説明書を参照してください。 *6 ダイソンを除く国内の売上上位4社の1.6kg以下の最上
位コードレススティッククリーナー（2019年11月-2020年4月の独立調査会社のデータに基づく）との比較。 *7 IEC（国際電気標準会議）規格62885-2 5.8, 5.9
に準拠した、強モードで新品から1回目のゴミ満量まで使用した時点での、SGS-IBR（英国）および自社による吸引力の変化の試験（2020年に実施）。
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Dyson Hyperdymium™
モーター
小型で軽量のモーターが
毎分最大125,000回転し、
パワフルな吸引力を
生み出します。

最長60分の運転時間*1
安定したパワー供給により、
パワフルで変わらない
吸引力を実現します。

捕集力の高い製品設計
製品全体で
0.3ミクロンもの微細な
粒子を99.99%捕らえ、*2
部屋の空気よりも
きれいな空気を排出します。

Fluffy™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。
カーペット繊維の奥深くまで
達して、入り込んだゴミを
取り除きます。

残り運転時間を表示
秒単位の残り運転時間や、
運転状況をリアルタイムに
お知らせします。

専用充電ドック
クリーナー本体や
ツールを収納しながら
充電することができます。

衛生的で簡単なゴミ捨て
吸い取ったゴミやホコリに
触れずに、簡単に
ゴミ捨てが可能です。

簡単なお手入れ
クリアビンやフィルター、
ブラシバーは
簡単に取り外せて、
まるごと水洗いが可能。*3

付属ツール
６つの付属のツールで、
家中の掃除が可能。

ダイソンの
コードレスクリーナーで
最もパワフルな吸引力*4

*1 モーター駆動ではない付属ツールを、エコモードで使用した場合の最長運転時間。 *2 ASTM F1977-04に基づくSGS-IBR（ドイツ）および自社による試験
結果（2020年実施）。試験は強モードで実施。 *3 弊社ウェブサイト上に掲載されている、製品の取扱説明書を参照してください。 *4 IEC（国際電気標準会議）
規格62885-2 5.8に準拠した、強モードを使用した場合の自社による吸引力試験（2019年-2020年に実施）。2020年10月時点で販売中のダイソンのコードレス
スティッククリーナーとの比較。
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付属品／掃除ツール

メーカー2年保証
お買い上げから２年間、
無償でパーツの交換や
修理等のサービスを提供します。

専用充電ドック
クリーナー本体やツールを
収納しながら充電することが
できます。
ツールクリップ
コンビネーションノズル、隙間
ノズルを収納でき、本体パイプに
装着しながら掃除できます。

Dyson Digital Slim
Fluffy+

Dyson Digital Slim
Fluffy

Dyson Digital Slim
Fluffy Origin

Dyson Micro 1.5kg

Dyson V11
Absolute Extra

デジタル スリム フラフィ プラス

デジタル スリム フラフィ

デジタル スリム フラフィ オリジン

マイクロ 1.5kg

V11 アブソリュート エクストラ

テクノロジー
液晶ディスプレイ

●

●

●

●

バッテリー（最長運転時間、充電時間）
最長運転時間
クリーナーヘッド／非モーター駆動ツール
充電時間
着脱式バッテリー（別売）JANコード

エコモード 約40分／約40分
中モード 約25分／約25分
強モード 約5分／約5分

エコモード 約18分／約20分
強モード 約5分／約5分

約3.5時間

エコモード 約40分／約60分
中モード 約20分／約25分
強モード 約8分／約5分

約3.5時間

約3.5時間

SV18用着脱式バッテリー（充電器付き）
5025 155 047804

—

SV15用着脱式バッテリー（充電器付き）
5025 155 047187

トリガー式

ボタン式

トリガー式

電源スイッチ

ミニ モーターヘッド
ナイロンブラシが、車内やベッド、
布団、ソファなどに入り込んだ
ゴミや髪の毛を取り除きます。
LED隙間ノズル
LEDライトで照らし、暗くて狭い
隙間や届きにくい場所の
掃除に便利です。
隙間ノズル
狭い隙間や届きにくい場所の
掃除に便利です。

クリーナーヘッド
Micro Fluffy™クリーナーヘッド
Slim Fluffy™クリーナーヘッド

●
●

●

●

Fluffy™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

●

付属品／掃除ツール
収納用ブラケット

●

●

専用充電ドック

●

●

ツールクリップ

●

●

ミニ モーターヘッド

●

●

LED隙間ノズル

●

隙間ノズル
コンビネーションノズル

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

コンビネーション隙間ノズル

●
●

フトンツール

●

●

ハードブラシ

●

●

延長ホース

●

●

卓上ツール

●

製品スペック
本体製品サイズ* （幅×奥行×高さmm）

120×312×233

1

スティック時の製品サイズ*2
（幅×奥行×高さmm）

250×1100×233

85×290×222

136×337×246

207×1091×222

250×1140×246*3
250×1134×246*4

本体質量*

1.50kg

0.97kg

2.00kg

スティック時の本体質量*2

1.90kg

1.50kg

2.68kg*3／2.76kg*4

1

型式
JANコード

SV18 FF COM

SV18 FF

SV18 FF ENT

SV21 FF

SV15 ABL EXT

5025 155 046753

5025 155 046760

5025 155 046654

5025 155 050880

5025 155 047545

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引っ込め
たりして使用できます。
コンビネーション隙間ノズル
２種のツールを兼ね備え、
さまざまな場所の掃除が
可能です。
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
ハウスダストを取り除きます。
ハードブラシ
硬いブラシが頑固な汚れを
掻き取ります。

延長ホース
伸ばして曲げることができ、
届きにくい場所の掃除に
便利です。
卓上ツール
テーブルなどの表面を
簡単に掃除できます。

*1 バッテリー含む *2 バッテリー、パイプ、標準クリーナーヘッド含む *3 ダイレクトドライブクリーナーヘッド装着時 *4 フラフィクリーナーヘッド装着時
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コードレスクリーナー比較表

Dyson Digital Slim
Fluffy+

Dyson Digital Slim
Fluffy

Dyson Digital Slim
Fluffy Origin

デジタル スリム フラフィ プラス

デジタル スリム フラフィ

デジタル スリムフラフィ オリジン マイクロ 1.5kg

最長運転時間40分*

Dyson Micro 1.5kg

最長運転時間20分*

液晶ディスプレイ搭載

Dyson V11
Absolute Extra
V11 アブソリュート エクストラ

最長運転時間60分*
液晶ディスプレイ搭載

１台３役

１台2役

１台3役

１台3役

MicroFluffy™クリーナーヘッド 2種のクリーナーヘッド

Slim Fluffy™クリーナーヘッド
クリーナーヘッド1点

クリーナーヘッド1点

クリーナーヘッド1点

クリーナーヘッド1点

クリーナーヘッド2点

付属品・ツール9点

付属品・ツール6点

付属品・ツール４点

付属品・ツール5点

付属品・ツール9点

* モーター駆動ではない付属ツールをエコモードで使用した場合の最長運転時間。

※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.109394 DATE.31.08.20

＜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※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。

