ソフトローラークリーナー。
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。

Dyson Fluffy™ コードレスクリーナーのクリーナーヘッドは、
ナイロンフェルトで覆われた全幅サイズのローラーが大きな
ゴミを捕らえ、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。大きなゴミも小さなゴミもすべて
同時に吸い取ります。

食べこぼし

米つぶ
微細なゴミ
シリアル

2

3

床の上には、種類、形、大きさの
異なるゴミやホコリが存在し、
さまざまな場所に散らばっています。

ゴミとは
微細なゴミは取り残しても問題がないと思われることがありますが、実際にはヒトの皮膚や、ダニ、カビ、花粉、
バクテリアなどが混在しており、これらが喘息や皮膚炎、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。
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大きなゴミ

掃除しにくい隙間

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。

目に見えない微細なゴミは確認する
ことが難しく、
また静電気により床の
表面に付着します。

5

従来型の掃除機では大きなゴミと小さな
ゴミを同時に吸い取ることができません。

大きなゴミを取る場合

6

小さなゴミを取る場合

クリーナーヘッドと床面の間に
隙間を設ける事で、大きなゴミを
捕らえることができます。

クリーナーヘッドと床面の密閉性を
高めることで集じん力を維持し、
小さなゴミを吸い取ることができます。

しかし、小さなゴミを取り残してしまいます

しかし、大きなゴミを押し出してしまいます

隙間が生まれることで集じん性能が落ち、小さなゴミは
フローリングの溝や表面に取り残されてしまいます。

隙間がないために、クリーナーヘッドは大きなゴミを
まるでブルドーザーのように押し出したり、
はじいたりしてしまいます。
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他のコードレスクリーナー

Dyson Fluffy™

コードレスクリーナー

取り残された小さなゴミ

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
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従来のクリーナーヘッドを根底から見直し、
革新的なクリーナーヘッドを開発しました。
最新のコードレスクリーナー、
Dyson Fluffy™ コードレスクリーナー。
Dyson Digital Slim™
（ダイソン デジタルスリム）の特許技術を搭載。

硬いブラシを搭載した従来のブラシバーに替えて、
Dyson 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お掃除できます。

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
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。
カーボンファイバーブラシ
4列に配置された、静電気の発生を
抑えるカーボンファイバーブラシ。
フローリングから微細なホコリを
取り除きます。

2 Tier Radial™（ティアーラジアル）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。

柔らかいナイロン
大きなゴミを捕らえるために
ローラー全体を覆うナイロン。

吸引口
ゴミやホコリを本体へ
取り込みます。

クリーナーヘッド専用モーター
重心を安定させ、強力にローラーを
回転させるモーターを内蔵。

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。

10

リカバリーチャンバー
ローラーで捕らえたゴミを
集めます。

11

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
ローラーは柔らかいナイロンフェルトで
覆われています。ナイロンの繊維が
床面との密閉性を保ちながら大きな
ゴミを巻き込み、クリーナヘッドの下へと
滑り込ませて、吸い取ります。

12

2
微細なホコリを吸い取ります
4列に配置されたカーボンファイバーブラシが、
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

4

溝の微細なホコリまで吸い取ります

取り除かれたゴミを放しません

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取ります。

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。
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2 Tier Radial™
（ティアーラジアル）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。

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。

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
家具の下や隙間のお掃除も自在。

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

頑丈な構造
さまざまな場面での使用に耐える
丈夫で軽い素材を採用。

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。

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
最適化され、従来バッテリーの1.5 倍の
パワーを送り出すことが可能になりました。

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。

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。
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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。

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。

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。

円錐形フィルター
取り外して簡単にお手入れが
できます。

MAX

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。

20

分

収納用ブラケット
本体やツールの
収納を容易にします。

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。

簡単で清潔なゴミ捨て
片手でボタンを押すだけでゴミを
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。

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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コードレス掃除機は吸い取る力が弱く、
使っているうちにさらに低下します。
ダイソンの掃除機はお掃除をしている間、
高い集じん性能が変わりません。
コードレス掃除機の中には長い運転時間を訴求しているものがあります。
しかし、モーターのパワーが弱いため、吸い取る力は低く、非効率なサイクロンと
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、お掃除が終わる
*1
頃には 90% 以上もの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
他のどの掃除機よりも確実に
ゴミを吸い取ります。
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 、
2 Tier Radial™サイクロン、カーボンファイバーブラシ搭載のモーターヘッドを
搭載しています。これらの特許技術は、他では真似をすることができません。
よってダイソンのコードレスクリーナーはコード付き掃除機を含む
*3
他のどの掃除機よりも最も多くのゴミを吸い取ります。

ダイソンのエンジニアは、日本の家庭で行われた377 回のお掃除のデータを
分析しました。その結果、20 分以内に全てのお掃除が完了している割合が 90%
*2
以上であると確認されました。

高性能コードレスクリーナーとの比較

高性能コード付きサイクロン式掃除機との比較
100

100

ダイソンの
コードレスクリーナー

集じん率（%）

集じん率（%）

50

他の最新コードレス掃除機

0

時間（分）

35

*1 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）。それぞれの最も運転時間の長いモードを使用。フローリング・その溝・カーペット・畳における集じん性能の平均値。
バッテリー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。IEC（国際電気標準会議）規格 60312-1.1に準拠した自社試験。中間値と最終値はそれぞれの製品の運転時間に基づく。
*2 2012 年1月～同 5月までに自社のコード付き掃除機を使い、日本の家庭で行った調査。
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50

0

ダイソン

高性能サイクロン式掃除機

*3 IEC（国際電気標準会議）規格 60312-1 5.1, 5.2, 5.3に準拠した自社試験の結果。日本国内での掃除機売上げ上位 6 社における、売上げ上位のプレミアム掃除機（平均価格5万円以上の掃除機。
2013 年12月時点の独立調査会社のデータに基づく）を対象に実施。
4 種類のタイプ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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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。

サイクロンを増やすことで風量を強め、
より小さなサイクロンが微細なゴミを捕らえます。

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
搭載しています。前モデルのモーターよりもパワフルな 350Wの
出力により、変わらない高い吸引力を実現しました。

ダイソンのコードレスクリーナーは2 Tier Radial™
（ティアーラジアル）サイクロンを
搭載し、2 層に配列された15 個のサイクロンが同時に機能します。サイクロンを再設計し、
風量を強め強力な遠心力を発生させることで、微細なゴミを空気から分離します。

2 Tier Radial™（ティアーラジアル）サイクロン

インペラー
より大きなインペラーで出力密度を
高め、風量を強めます。

高速回転翼

凝縮されたネオジウム磁石
大きな磁石により、エネルギー
効率をさらに向上。

放熱カートリッジ
モーターから発生する熱を分散。

固定子

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。

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、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。

PCB
ダイソン デジタルモーター V6と
クリーナーヘッド内のモーターをコントロール。
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重量バランスの
とれた設計

布団クリーナーの4倍の
アレルゲンを取り除きます。

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お掃除できます。
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、ベッドからアレルギーの原因となるダニを取り除きます。

ダニ

ヒトの皮膚

花粉

カビ
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幅広い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最も多くのゴミを吸い取ります。

ソフトローラークリーナー。
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。

* IEC 規格 60312-1 5.1,5.2,5.3に準拠した自社試験の結果。大きなゴミの集じん性能試験については、ASTM F2607-08を一部改良修正した規格に基づく。日本国内での掃除機売上げ上位6 社における、売上げ上位の
プレミアム掃除機（平均価格 5万円以上の掃除機。2013 年12月時点の独立調査会社のデータに基づく）を対象に実施。4 種類のタイプ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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布団クリーナーの4倍のアレルゲンを
*
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。DC61と布団クリーナーの売上上位 5 機種（独立調査会社のデータに基づく。
2013 年 6～11月）それぞれを同条件で試験。

23

ソフトローラークリーナー。
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。
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、静電気の
発生を抑えるカーボンファイバー
ブラシを搭載した、ただひとつの
クリーナーヘッド。

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。

すべての床面から、さまざまな
サイズのゴミを一度に取り除きます
あらゆる床面で、微細なホコリも、
大きなゴミも一度に取り除くように
設計されています。

ハンディクリーナーとしても使える
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
直接本体に装着できます。

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。

20 分間高い吸引力が変わりません

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。

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）

付属ツール
DC74には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。

2 Tier Radial™
（ティアーラジアル）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。
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カーボンファイバーブラシ搭載
モーターヘッド
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、
硬いナイロンブラシがカーペットや
ラグから効率よくゴミを掻き出します。
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
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。

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17分間）

付属ツール
DC62には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。

2 Tier Radial™
（ティアーラジアル）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。

ハンディクリーナーとしても使える
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
を直接本体に装着できます。
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布団クリーナーの4倍の
アレルゲンを取り除きます。

ベッドや布団のお掃除に最適な
ミニモーターヘッド
ナイロンブラシがベッドや布団の
繊維の中に入り込み、より多くの
ホコリやアレルゲンを取り除きます。

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
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。

2 Tier Radial™
（ティアーラジアル）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。

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17分間）
付属ツール

DC61には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。
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メーカー2 年保証。

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。

ソフトブラシツール
やわらかいブラシで、
ホコリをやさしく
取りながらお掃除をする
ツールです。

ハードブラシ
硬いブラシが頑固な汚れを
掻き取ります。

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、室内や
車内の届きにくい隙間の
お掃除に便利です。

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

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。

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。

モーターヘッド

DC34 motorhead

モーターヘッド

DC61 motorhead

DC62

モーターヘッド

DC62 motorhead

モーターヘッド コンプリート

DC62 motorhead complete

モーターヘッド

紙パック、交換用フィルター等
追加コスト不要。

DC74 motorhead

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 コンプリート

変わらない吸引力。

DC74 motorhead complete

お掃除ツール

P24-25

P24-25

P26-27

P26-27

P26-27

P28-29

2 Tier Radial™サイクロン
Root Cyclone™テクノロジー
ダイソン デジタルモーター V6
ダイソン デジタルモーター V2

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ニッケルマンガンコバルトバッテリー

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

通常モード

約20 分

約20 分

約20 分

約20 分

約20 分

約20 分

約15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17分

約17分

約17分

約17分

約13分

強モード

約6分

約6分

約6分

約6分

約6分

約6分

約6分

約3.5時間

約3.5時間

約3.5時間

約3.5時間

約3.5時間

約3.5時間

約3.5時間

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

1ヶ月に一度目安

1ヶ月に一度目安

●

●
●

●

●

●

●

テクノロジー
●

●

リチウムイオンバッテリー
ダイソン カーボンファイバー

●

バッテリー

バッテリー充電時間
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）

クリーナーヘッド
ソフトローラークリーナーヘッド
モーターヘッド
ミニ モーターヘッド

●

●

●

●

付属ツール
延長ホース

●

ハードブラシ

●

フトンツール

●

●

フレキシブル隙間ノズル

●

ソフトブラシツール

●

●

コンビネーションノズル

●

●

●

●

●

●

●

隙間ノズル

●

●

●

●

●

●

●

収納用ブラケット

●

●

●

●

製品スペック
本体サイズ

（幅×奥行き×高さ）単位 mm

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

127x315x208

127x315x208

127x315x208

127x315x208

115x322x205

250x1207x208

211x1180x208

211x1180x208

144x395x208

115x416x205

バッテリー含む

モーターヘッド、パイプ、バッテリー含む

1.22kg (2.30kg)

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

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

モーターヘッド、バッテリー含む

1.22kg (2.03kg)

1.22kg (2.04kg)

1.22kg (1.55kg)

1.30kg (1.53kg)

DC74 MC

DC74 MH

DC62 MC

DC62 MH

DC62

DC61 MH

DC34 MH

5025 155 018 736

5025 155 018 729

5025 155 017 302

5025 155 014 813

5025 155 019 788

5025 155 014 844

5025 155 011 263

※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

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。

＜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。

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.66639 PN.209773-01/01 DATE.08.08.14

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。

