A DVA N C E D

C YC LO N E

32個のサイクロンが生み出す
最も強力な遠心力。
さまざまな床面から、
より多くのゴミを取り除きます。

™
ダイソン。吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機。

T E C H N O LO GY

改善するには、物事に疑問を持つこ
とが大切です。それが扇風機であれ、
掃除機であれ、私達の「問題を解決
する」というアプローチが変わるこ
とはありません。製品そのものを基
礎構造まで分解し、改善のための新
しい技術を開発します。他では挑ま
れることなく未解決のままになって
いる問題に立ち向かうことは、終わ
りのない挑戦なのです。

ダイソンの発明

掃除機は吸引力が低下すると、
ゴミを取り残すことがあります。

ジェームズ ダイソンは1983年に紙パックを使用しないサイクロン技術を発
明しました。その後、世界で初めて遠心分離の力を利用した吸引力の変わら

一般的な掃除機のサイクロンでは、ゴミと空気をきちんと分離する

ない掃除機G-Forceを日本で発売しました。

ことができません。分離されなかったゴミがサイクロンをすり抜けて
ジェームズ ダイソンがサイクロン技術を開発した当時、大手の掃除機メー

フィルター表面に蓄積されると吸引力が低下します。吸引力が低下す

カーは目もくれませんでした。しかし、後になって多くのメーカーが似たよう

るとさらに多くのゴミを取り残すことになります。

な製品の開発に取り組み始め、未だにその試みを続けていますが、このダイ
ソンの発明は法的に特許技術として守られているために、他のメーカーは
同じ技術を持ち得ないのです。これが、ダイソンの掃除機が他には無い卓越
した技術を持つ理由です。

30 年近く前にサイクロン技術を発明して以来、ダイソンでは絶え間なくそ
の技術を改善してきました。それらの進化はダイソン独自の特許技術として

ダイソンのサイクロン
1983年

守られています。
過酷な耐久性テスト
ダイソンのエンジニアリング工程では、どんな小さな部品でも耐久性のテス
ジェームズ ダイソン
サイクロンテクノロジーの開発者

トを繰り返します。キャニスター型掃除機の電源コードの巻き取りテスト回
数は、なんと6,400 回。ダイソンの掃除機はこれらのテスト工程を経ること
で2 年間のメーカー保証をお約束しています。

ダイソンの最新テクノロジーを弊社ウェブサイト www.dyson.co.jp でご確認いただけます。

60,000G
一般的なサイクロン掃除機の中には、
遠心力が十分でないものもあります。

そのようなサイクロンは、
より多くのゴミを取り残してしまうことがあります。

画像はイメージです。
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ダイソンは、掃除機の性能テストでは唯一の国際規格とされる

IEC（国際電気標準会議）規格に従って製品の性能テストを実施しています。
IEC（国際電気標準会議）は、主に電気工学や電子工学関連の技術の国際規格化･標準化を目指す国際的機関
（JIS）の
です。IECの規格は、国際標準規格として、日本を含む世界150の国々で採用されています。日本工業規格
制定や、JISマーク指定等に関する審議・標準化政策の策定をすすめる日本工業標準調査会（JISC）もIECのメン
バーであり、世界の工業の発展のため、国際規格化・標準化の策定をともに推進しています。

ダイソン。吸引力の変わらない、
™
ただひとつの掃除機。
IEC ロゴはIEC のトレード
マークです。
使用許可取得

一般的な掃除機は、サイクロンの性能が十分でないため、微細なゴミ

の上で使用しています。

でフィルターが目詰まりし、吸引力が低下することがあります。

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Root Cyclone™（ルートサイクロン）テクノロジーだけが吸引力が
掃除機の性能比較

IECに基づく吸引持続性能試験による*
100%

ダイソン

80%

ダイソンの掃除機は優れたサイクロンテクノロジーにより最大360,000G

60%

もの遠心力を生み出し、空気からさらに微細なゴミを分離します。独立第三

変わらないことが証明されています。
*

ダイソンでは、正確かつ公正な製品テストを行うために、自社のテストだけ

者機関のテスト結果では、ダイソンが他のプレミアム掃除機より多くのゴミ

でなく、独立第三者機関によるテストも実施しています。
独立第三者機関で
（国際電気標準会議）規格 60312-1 5.9に準拠した、独立第三者機関 IBR（英国）による試験結果。日本国内での掃除機売上げ上位
*5IEC
社における、売上げ上位のプレミアムサイクロン掃除機（平均価格 5 万円以上の掃除機。2012 年 4月時点の独立調査会社のデータに

あるIBR（ 英国）で実施されたテストは、日本の掃除機メーカーの売り上げ
上位5 社の代表的なプレミアムモデル＊を対象にしています。この性能比較

ダイソンは、吸引力の変わらない、
ただひとつの掃除機。
さまざまな床面から、
より多くのゴミを取り除きます。

一般的な
掃除機

40%

を取り除きました。

基づく）を対象に実施。吸引性能変化の比較結果。新品から1回目のゴミ満量まで使用した時点での吸引仕事率はダイソン 170W、製品

A 163W、製品 B 131W、製品 C 140W、製品 D 84W。実際の使用状況により異なる場合がございます。

テストは、
常に新しく発売されるプレミアムモデルを対象に継続して実施し
ています。
＊平均価格5万円以上の掃除機。2012年 4月時点の独立調査会社のデータ

吸引力の変化

20%

に基づく。業務用および同モデルの付属品（ツール）違いは除く。
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吸引されたゴミの量

テストを行う床の種類と性能テストの方法
実施する性能テストは、日本の実際の家庭生活に則したものでなければ意
味がありません。ここでは、性能テストが実施された床の種類ごとにテスト
方法と併せて説明します。
（ダイソンでは、
日本の家庭を考慮してIECの国際
規格にはない畳でもテストを実施しています。）掃除機がどれくらいのゴミ

硬い床の溝のテスト

硬い床のテスト

を吸うかを確認する性能テスト
（ゴミ集じんテスト）
は、
IEC規格の床の種類

硬い床にある溝
（3mm 幅×10mm深さ）の上にミネラ

ごとにそれぞれ以下の要領でゴミ集じん率（%）を計測します。まず初めに

ル物質の試験ゴミ
（鉱じん）
を37g/m の密度でまきま
す。そしてその上を通るように掃除機をかけ、前後に

まいて、
70cm-100cmの範囲で掃除機をかけ、前後に
往復させます。

5 往復させます。
IEC 60312-1 5.2および5.9条に準拠

IEC 60312-1 5.1および5.9条に準拠

ダストカップが空の状態で測ります。次に、
IECに規定されたDMT TYPE 8

®

2

2

ミネラル物質の試験ゴミ
（鉱じん）
を50g/m の密度で

試験ゴミ（頁右下）を使用し、掃除機を実際の使用状況に則した状態にし
て、ダストカップが満杯のときまたは風量が 60%減のときのいずれか先に

ダイソンの掃除機なら
さまざまな床面から、
より多くのゴミを取り除きます。

達した時点で計測します。
ゴミ集じんのテストに使用される試験ゴミは、
床
硬い床
（フロー
の種類によってそれぞれIECに規定されたものを使用します。
リング）の溝および硬い床
（フローリング）のテストには、
ミネラル物質の試
験ゴミ（鉱じん）を、カーペットおよび畳のテストには、
けい砂物質の試験ゴ
ミ
（IEC59FWG3）
を使用して実施されます。
床の種類、
テストの具体的な方
法、使用する試験ゴミは全てIECの国際規格に準じています。

カーペットのテスト

畳のテスト

日本の家庭でも使われている、
毛足の短い

畳は IEC の国際規格には入っていませんが、ダイソン
では日本の家庭を考慮して、畳でもテストを実施。

カーペット（ラグなど含む）にけい砂物質の試験ゴミ
2

（IEC59FWG3）を125g/m の密度でまいて、70cm

（IEC規格60312-1 5.1, 5.2, 5.3, 5.9に準拠）

の範囲に掃除機をかけ、前後に5 往復させます。

IEC 60312-1 5.3および5.9条に準拠

カーペットのテストと同様に、
けい砂物質の試験ゴミ
2

を125g/m の密度でまいて、
（IEC59FWG3）
70cmの
範囲に掃除機をかけ、前後に5往復させます。

一般的な掃除機は低下する吸引力を補うために、設計を妥協せざるを

IEC 60312-1 5.3および5.9条に準拠した
カーペットのテストに基づき実施

360,000G

得ません。ゴミ集じん性能が十分でないと、
より多くのゴミを取り残す
ことがあります。

DC46が生み出す遠心力

DMT TYPE 8® 試験ゴミ

テストに使用する規定の試験ゴミ
®

ここでは、規定ゴミのひとつであるDMT TYPE 8 について説明します。

細かい砂状物質

®

DMT TYPE 8 は、細かい砂状物質と細胞物質、綿状物質を混ぜ合わせた

ダイソンの掃除機は吸引力が変わらず、クリーナーヘッドやその他の

砂や細かいホコリ

パーツもきちんと機能するよう設計されているため、より確実にゴミ

もので構成されています。
（右記イメージ参照）これは、一般家庭のゴミを
想定して作られた試験ゴミで、日本の住居でも見られる物質も含まれてい
ます。この規定ゴミは、実際の使用状況（新品ではなくある程度使用した状

カビ

有機物質（皮膚細胞など）

態の掃除機）を再現するために、あらかじめ掃除機にゴミを吸わせておく
ために使用されます。

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）による試験結果。日本国内での掃除機
*売上げ上位
5 社における、売上げ上位のプレミアムサイクロン掃除機（平均価格 5万円以上の掃除機。2012 年 4月時点の独立調査会社の

綿状物質

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。

洋服や繊維の綿状の物質

ゴミ集じん力とクリーナーヘッド
（フロアツール）
のデザイン

ダイソンのクリーナーヘッド

掃除機のヘッドは、
ヘッドの底面と床の隙間で、
空気の出入りを調整してい

ゴミを効率的にかき出すブラシ
最適な密閉性を

ナーヘッドは、様々な床面から、最大限にゴミを集じんするようデザインさ

確保するデザイン

バクテリア

ダニ

ペットの
抜け毛

• 変わらない吸引力
• さらに微細なゴミまで捕らえる
360,000Gもの強力な遠心力
• さまざま床面から、
より多くのゴミを取り除く

ます。
隙間が大きいほど、内部に流れ込む空気の流れは弱くなり、十分にゴ
ミを吸引できず、
ゴミを取り残す原因のひとつになります。
ダイソンのクリー

DC46が持つ特徴:

を取り除きます。
*

細胞物質

れています。吸引力が変わらないダイソンだからこそ、
最適な密閉性を確保
するこのヘッド構造を実現できます。このヘッド構造により強力な空気の
テストの詳細は www.cleaner-test.jp にてご確認ください。

流れを作り、
効率よくゴミを取り除くのです。

4b

4a

テストの詳細については、
内側のページをご参照ください。
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より小さなサイクロンが
最も強力な遠心力を生み出します。
より多くのサイクロンが
吸引力を高めます。
外側のサイクロンが、一定でパワフルな遠心力を生み出し、ホコ
リやゴミを空気から分離します。
また、
小さなサイクロンを加え、
サイクロンの分離性能を改善し、さらに強力な遠心力でより多
くの微細なゴミを捕らえます。

3
32個の内側のサイクロン
ダイソンにおける最少のサイクロンを

2層に配列した構造。0.5ミクロンもの
微細なゴミを空気から分離します。

32 Root Cyclone™(ルートサイクロン）テクノロジーは、ダイソン
が誇るサイクロンテクノロジーの最新技術です。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。

2
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、
気流

シュラウドのデザインを改良しました。

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。

1
ボルテックスフィンガーズ

外側のサイクロン

内側のサイクロンから空気を導き、

空気が垂直軸の周りを回転することで、

気流の乱れや運転音を低減。

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。

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。

構造解析（FEA )
耐久性を維持しながら、
重量を軽減。
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32個のサイクロンが生み出す
最も強力な遠心力。
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
32 Root Cyclone™テクノロジーの高い性能により、
DC46のプレモーターフィルターは
3年に一度を目安に水洗いをするのみで、
通常はメンテナンスを必要としません。

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。

軽量で丈夫な本体
持ち運びが簡単な
約4kgの軽量な本体重量。

付属ツール
家中のさまざまなお掃除に便利な
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、
タングルフリー タービンツールの
4つのツールを付属しています。

32 Root Cyclone™
テクノロジー

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
強めます。

DC46は、32 Root Cyclone™（ルートサイクロン）テクノロジーやダイ
ソン独自のカーボンファイバー搭載クリーナーヘッドにより、
あなたの

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。

家からより多くのゴミを取り除きます。
ダイソン Ball™掃除機は、即座に方向転換ができ、本体の中心を軸と
したセントラル・ステアリング構造によって小さい回転半径で小回り

電源コード収納を小型化
5メートルの電源コードを
コンパクトに収納。

が効き、より正確に進みたい方向へコントロールできます。

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。
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
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。

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

V-Ball™テクノロジー
クリーナーヘッドのつけ根に

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
効率良くゴミをかき出します。

V-Ball™テクノロジーを搭載し、
操作が容易にできます。

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。

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。

柔軟な連結部
スプリングによって
人の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。

HEPAレベルの排気
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。

軽量伸縮式パイプ
用途に合わせて長さの調節が可能。

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。

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。

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。

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、
床
のゴミをかき取り、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。

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。

DC46シリーズ
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MOTORhead

turbinehead

モーターヘッド
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

タービンヘッド
空気の力で回転するブラシで効率良くゴミを取り除きます。

しっかり取り除きます。
4つの便利なツールを付属。

4つの便利なツールを付属。

ダイソンの掃除機ラインアップ、
仕様一覧表は22–23ページをご参照ください。

9

思いどおりにコントロール。

ボール エンジニアリング

従来のホイール型掃除機は、コントロールが容易ではありま

ボール内には掃除機の主要な部品 ― モーター、ポリカーボネート製の排気口、
フィルター、そして5メートルの電源コード ― が格納されています。これによっ

せん。
キャスターは独立して意図しない方向に動くことがあり、
本体のぎこちない動きの原因となります。
固定されたホイール

Ball™テクノロジー

て、本体重心を低くすることが可能となり、スムーズな本体の操作性を実現し

は直線方向のみに進むようにデザインされているため、掃除

即座に方向転換ができ、

ました。狭いスペースでの方向転換でも安定性を保つデザインです。

操作性に優れます。

機を方向転換させると、思わぬ方向に逸れることがあります。

モーターを再設計し、回転翼による音を抑えました。音や振動を吸収する緩衝
即座に方向転換ができ、
本体の中心
ダイソン Ball™掃除機は、

360º

材がボール内に配置され、運転音を低減しています。
可動式連結部

を軸としたセントラル・ステアリング構造によって小さい回転

急な動きを柔軟に吸収する

半径で小回りが効き、
より正確に進みたい方向へコントロール

スプリングを内蔵し、安定し

できます。

た操作性を実現しました。

搭載モデル：

モーター

一体化された吸気口

本体重心バランスが取れる

空気が効率的に素早く、

場所に配置されています。

モーターまで流れて行きます。

50º

防振設計
防振設計によって、
音と振動が伝わりにくい
電源コード収納

構造になっています。

本体重心バランスが取れる
場所に配置されています。

車軸とベアリング

洗浄・交換不要

車軸のベアリングが摩擦を軽減し、

ポストモーターフィルター

ボールをスムーズに回転させます。

モーターを包み込む構造と
なっており、さらに運転音を
吸収します。
ボールの表面
ボールの表面が滑らかなため、
毛足の長いカーペットでも

10

従来のホイール型掃除機は、意図しない

Ball™テクノロジーなら

方向に進んでしまうことがあります。

思いどおりにコントロールできます。

沈み込みません。
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タングルフリー タービンツール
フローリングの微細なホコリを
より多く取り除くために、
静電気の発生を抑えます。

ゴミや髪の毛がブラシに絡まることなく取り除くことができるように
設計されたミニタービンツール。
ブラシが互いに逆回転することにより、かき取った髪の毛やゴミを小
さくまとめます。これらのまとまりが、気流によりブラシから吸い取ら
れ、掃除機に吸い込まれます。

日常生活や日々のお掃除などでおこる摩擦により、静電
気が発生します。これが、微細なホコリを床に付着させて

搭載モデル：

しまいます。ダイソン最新のブラシは静電気を抑える特
性をもつきめ細かいカーボンファイバー素材からできて
います。フローリングのホコリをより多く取り除くために、
静電気の発生を抑えます。

搭載モデル：

モデルによりクリーナーヘッドの細かな
仕様が異なります。

カーボンファイバーブラシ

ナイロン素材のブラシ

クリーンエアタービン

設計材料

フローリングのホコリを

カーペットやラグから

パドルを動かすために必要な

強度が高く、耐久性のある

より多く取り除くために開発された

効率よくゴミをかき出します。

安定した風量を維持するために

素材を使用しています。

きめ細かいカーボンファイバーブラシ。

ツールの上部に設けられています。

連結式
（可動式）ヘッド
メッシュフィルター

さまざまな角度においても

タービンにホコリが侵 入して、

適切な密閉性が保てるよう20º

性能を低下させてしまうことが

の可動域が設けられています。

ないように設置されています。

連結式ベースプレート
傾斜のついた空気口

密閉材周辺は、ゴミ集じん力を

高い集じん性能を

最大化するために加工されて

実現するために空気の流れを

おり、平らではない表面でも

ヘッドの中心に導きます。

適切な密閉度を保ちます。

ブラシの構造

2つの逆回転するパドル

パドルギア

最大限に髪の毛を取り除くことが

平らではない表面でも安定した

精密な形状や運転音の軽減を考慮し、

できるように設計されています。

コンタクトが保たれるよう柔軟な

熱可塑性物質で設計されています。

仕様になっており、
隅々まで届く
楕円形の形状になっています。

ダイソンお掃除ツール
DC46とDC36の付属ツールです。DC26コンプリートモデルにも付属しています。モデルごとの付属ツール詳細は、22–23ページの製品ラインアップでご確認ください。
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一般的なクリーナーヘッド

ダイソンのカーボンファイバー

ソフトブラシツール

フトンツール

フレキシブル隙間ノズル

一般的なクリーナーヘッドでは、

静電気を抑える特性をもつきめ細かいカーボン

やわらかいブラシで、デリケートな表面のホコリ

ワイドで平らな掃除ツールで、

伸ばして、曲げることもできる

微細なホコリを取り残すことがあります。

ファイバー素材のブラシが、
フローリングの微細な

をやさしく取りながら掃除します。ブラインドや

布団などの寝具の内側から

ツールで、
届きにくい隙間など

ホコリをより多く取り除きます。

キーボードなどのお掃除に適しています。

隅々まできれいにします。

のお掃除に便利です。
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思いどおりにコントロール。
さまざまな床面から、
より多くのゴミを取り除きます。

Radial Root Cyclone™
テクノロジー
DC36は特許技術Radial Root

Cyclone™テクノロジーにより、
吸引力が変わることなく、

DC36はRadial Root Cyclone™（ラジアルルートサイクロン）テクノロジーと
Ball™テクノロジーを搭載。それらの特許技術によって、より確実にゴミを取り

高い集じん性能を保ちます。

最も小さなダイソン。
さまざまな床面から、
より多くのゴミを取り除きます。
吸引力を低下させることなく、
より確実にゴミを取り除くためにDC26はRoot

Root Cyclone™テクノロジー
DC26は特許技術Root
Cyclone™テクノロジーにより、
吸引力が変わることなく、
高い集じん性能を保ちます。

Cyclone™（ルートサイクロン）テクノロジーを凝縮し、大きなサイクロンと同様

除き、家中のさまざまな場所で正確に進みたい方向へコントロールできます。

の性能を確保するため、
角度や寸法にいたる全てのデザインを一から再設計し

そのデザインは、グッドデザイン賞を受賞しています。

ました。
そのサイズはA4用紙に載る大きさに小型化され、
持ち運びも簡単です。

英国アレルギー協会推奨

スイスアレルギー協会

英国アレルギー協会推奨

スイスアレルギー協会

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。

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。

Ball™テクノロジー

カーボンファイバーブラシ
搭載クリーナーヘッド

自由自在な動きや方向転換を

ナイロン素材のブラシが、
床の

可能にする球体軸。ボール型

ゴミをかき取り、きめ細かい

の本体内に、モーター、電源

導電性のカーボンファイバー

コード、
フィルターを格納した

ブラシがフローリング上の

ことで、重心の低い安定した
構造が実現しました。

ホコリを取り除きます。

GOOD DESIGN AWARD
金賞に輝いたDC26タービンヘッド エントリーを含
み、
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。

簡単で清潔なゴミ捨て
カーボンファイバーブラシ

片手でボタンを押すだけで

搭載クリーナーヘッド

ゴミを捨てることができます。

ナイロン素材のブラシが、
床の
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。
仕様と付属品

仕様と付属品

• 簡単で清潔なゴミ捨て

• 洗浄・交換不要

• 洗浄・交換不要

ポストモーターフィルター

ポストモーターフィルター
• 伸縮式パイプ

• 手元スイッチ

• 手元スイッチ

• 取り外し可能なハンドル

• 取り外し可能なハンドル

• コンビネーションノズル

• ソフトブラシツール

• ミニT 字型ノズル

• フトンツール

• ソフトブラシツール、
フトン

• フレキシブル隙間ノズル

ツール、フレキシブル隙間

• コンビネーションノズル

ノズル（コンプリートモデ

• ミニT 字型ノズル

ルのみに付属）

• メーカー2年保証

• メーカー2年保証

DC36シリーズ ダイソンの掃除機ラインアップ、仕様一覧表は22–23ページをご参照ください。
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• 伸縮式パイプ

DC26シリーズ ダイソンの掃除機ラインアップ、仕様一覧表は22–23ページをご参照ください。

carbon fibre motorhead

carbon fibre Turbinehead

MOTORhead complete

turbinehead complete

turbinehead entry

モーターヘッド
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。

タービンヘッド
空気の力で回転するブラシで
効率良くゴミを取り除きます。

モーターヘッド コンプリート
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。

タービンヘッド コンプリート
空気の力で回転するブラシで効率良くゴミを

タービンヘッド エントリー
空気の力で回転するブラシで
効率良くゴミを取り除きます。

3つの便利なツールを付属。

3つの便利なツールを付属。

3つの便利なツールを付属。

取り除きます。
3つの便利なツールを付属。
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一般的な掃除機のことは
忘れてください。

ダイソン デジタルモーターに
より、最もパワフルなコードレス
クリーナーを実現。

これまでの掃除機と言えば、一般的に電源コード式の掃除機
と、バッテリーで駆動するコードレスクリーナーの2種類があり
ました。しかし、電源コード式の掃除機はプラグを抜き差しす

マイケル ファラデーが、
電気モーターの原理となる
「電磁誘導の法則」

る必要があり、面倒なことがあります。一方、コードレスクリー

を発見したのは1831年のこと。

ナーには多くの場合、吸引力が低いというより大きな問題があ
この画期的なテクノロジーの発明以降、電気モーター自体はほとんど

ります。

進化することなく、構造や様式もさほどの変化はありませんでした。
そこでダイソンのエンジニアは10年もの間、新世代モーターの開発に

Dyson Digital Slim™（ダイソン デジタルスリム）は違います。
ダイソン デジタルモーター、
Root Cyclone™（ルートサイクロン）

取り組みました。
ダイソン デジタルモーターは、
デジタルプロセッサー

テクノロジー、ニッケルマンガンコバルトバッテリーによって

制御とネオジム磁石により毎分最大104,000 回転します。従来型の

高い吸引力が変わりません。コードレスで、さまざまな場所の
お掃除を素早く行うことができます。また、手元に重心を置く

モーターよりコンパクトでパワフルです。これが、小型かつ軽量であり
必要な時に、必要な場所で、ダイソンのパワーを。

毎分最大104,000 回転する私たちのデジタルモーターは、
小型ながらもパワフルで優れたエネルギー効率を誇ります。

ながらも高い吸引力を持続する理由のひとつです。

ことにより、床や天井まで使いやすい設計となっています。

この製品が軽量かつパワフルな理由はここにあるのです。
搭載モデル：

ジェームズ ダイソン
サイクロンテクノロジーの開発者

カーボン製強化ポリマーの

ネオジム磁石により、

空気の流れを作り出し、

電気スチールと

毎秒最大3,330回の

高速回転翼

回転翼は毎分最大

より強力なパワーを

コイルによる電磁界

回転制御を行う

104,000回転

生み出す回転翼、
シュラウド、

内蔵マイクロプロセッサー

そしてディフューザー
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motorhead
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。

20

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。

分

長くなった使用時間

通常モードで20 分間使用可能。

Root Cyclone™

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。

（ルートサイクロン）
テクノロジー

ダイソン デジタルモーター

強モード

従来型のモーターよりも最大で

ボタンを押すだけでモードが

メーカー2年保証

吸引力の変わらない

3倍の高速回転。最もパワフルな

切り替わります。
強い吸引力が

お買い上げ日より2年間のメーカー保証。

ダイソンの特許技術。

コードレスクリーナーを実現。

必要な時には8分間の
強モードが選択可能です。

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

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。

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。

軽量なアルミニウムパイプ： 663mm

ヘッド専用モーターのパワーが2倍に増加

V-Ball™ テクノロジー

取り外しが可能なロングパイプ

収納用ブラケット

きめ細かい導電性のカーボンファイバー

即座に方向転換でき、思いどおりに

軽量なアルミパイプで高い場所や

本体やツールの収納を

ブラシがフローリング上のホコリを取り除

コントロールできます。

家具の下や隙間の掃除も自在に。

容易にします。

自動調整可能なソールプレート

コンビネーションノズル

クリアビン

動きに対して適切な密閉性を

先端にブラシのあるツールで、

丈夫なポリカーボネート素材。

保つヘッド。

用途によってブラシを出したり

ゴミの量がひと目で確認でき、

ひっこめたりして使用できます。

ゴミ捨て時期の判断が簡単です。

きます。さらに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ます。

20分

家具の下のお掃除に

簡単で清潔なゴミ捨て

エネルギー密度が向上

本体を床と並行にした状態でも、ヘッドが床との

片手でボタンを押すだけで

ニッケルマンガンコバルト

適切な密閉性を保ち、
ゴミを取り除きます。

ゴミを捨てることができます。

バッテリー使用
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。

連接型クリーナーヘッド

より強力なミニ モーターヘッド

隙間ノズル

バッテリーへの直接充電

頑丈な構造

左右に180º回転し、ヘッドが床から

髪の毛やゴミをソファや

狭い隙間や届きにくい場所の

バッテリーの充電は、

様々な場面での使用に耐える

離れることなく自在に動きます。

隙間から取り除きます。

お掃除に便利です。

本体から取り外しても、

丈夫で軽い素材を使用。

収納用ブラケットでも可能です。
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ダイソンの掃除機ラインアップ、仕様一覧表は22–23ページをご参照ください。

充電時間
約5時間半で充電完了。
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motorhead

motorhead

モーターヘッド

モーターヘッド

髪の毛や深く入り込んだ
ゴミを取り除きます。
DC35は吸引力が変わりません。ダイソン デジタルモーター、Root
Cyclone™（ルートサイクロン）テクノロジー、リチウムイオンバッテリー

取り外し可能なロングパイプ
軽量なアルミ製のパイプで
高い場所も家具の下や隙間、
厄介な段差も簡単に

最もパワフルなハンディクリーナー。
パワーモードの選択により、
より長時間の使用が可能。

きれいに。

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。
最もパワフルなハンディ
クリーナーを実現。

によって高い場所も、低い場所も、そして狭い隙間もあらゆる場所の

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）

ゴミを取り除きます。

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。

パワーモードの選択可能

15

分間

パワーモードの選択可能

6

15

分間

通常モード
（モーター
ヘッド使用時は13分間）

強モード

分間

ダイソン デジタルモーター

6

分間

通常モード
（モーター
ヘッド使用時は13分間）

強モード

モーターヘッド

従来型のモーターよりも

強力なブラシの回転で、

最大で3倍の高速回転。

ソファや車のシートに

最もパワフルなコードレス

付着したペットの毛や

クリーナーを実現。

繊維も取り除きます。

カーボンファイバーブラシ

リチウムイオン

搭載モーターヘッド

バッテリー使用

モーター駆動のブラシに

安定したパワーを供給。他の

よってゴミやペットの毛を

ハンディクリーナーと比較し、
最大3倍早く充電が可能です。

しっかり取り除きます。

約3時間半で充電が完了。

仕様と付属品

仕様と付属品

• リチウムイオンバッテリー

• リチウムイオンバッテリー

• 簡単で清潔なゴミ捨て

• 簡単で清潔なゴミ捨て

• 繰り返し使用可能な

• 繰り返し使用可能な

プレモーターフィルター

プレモーターフィルター

• 選択パワーモード

• 選択パワーモード

• ミニ モーターヘッド

• コンビネーションノズル

• コンビネーションノズル

• 隙間ノズル

• 隙間ノズル

• メーカー2年保証

• メーカー2年保証

DC35 ダイソンの掃除機ラインアップ、仕様一覧表は22–23ページをご参照ください。
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DC34 ダイソンの掃除機ラインアップ、仕様一覧表は22–23ページをご参照ください。

MOTORhead

MOTORhead

モーターヘッド

モーターヘッド

さまざまなタイプの床や場所のお掃除に。
高い場所も、低い場所も、そして狭い隙間にも。

最もパワフルなハンディクリーナー。

2つのパワーモードが選べ、パワフルなモーターヘッドは
ペットの抜け毛までしっかり取り除きます。

21

製品ラインアップ

金賞に輝いたDC26タービンヘッド エントリー
を含み、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。

motorhead

turbinehead

Carbon fibre
motorhead

Carbon fibre
turbinehead

motorhead
complete

turbinehead
complete

turbinehead
entry

motorhead

motorhead

motorhead

モーターヘッド

タービンヘッド

モーターヘッド

タービンヘッド

モーターヘッド コンプリート

タービンヘッド コンプリート

タービンヘッド エントリー

モーターヘッド

モーターヘッド

モーターヘッド

15

15

掲載ページ

32 Root Cyclone™テクノロジー

8—9

8—9

●

●

14

●

15

●

Root Cyclone™テクノロジー

●

●

●

Ball™テクノロジー

●

●

●

●

ダイソン カーボンファイバー

●

●

●

●

●

●

●

選択パワーモード

●

●

●

●

●

●

●

●

●

クリーンエア
タービンヘッド

●

●

18 —19

20

21

Root Cyclone™テクノロジー

●

●

●

ダイソン デジタルモーター

●

●

●

ニッケルマンガン
コバルトバッテリー

リチウムイオン
バッテリー

リチウムイオン
バッテリー

●

●

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

モーターヘッド

●

●

ミニ モーターヘッド

●

●

掲載ページ

テクノロジー

テクノロジー

Radial Root Cyclone™テクノロジー

14

バッテリー

ダイソン カーボンファイバー

クリーナーヘッド

連続使用時間
モーターヘッド

●

ポストモーター
フィルター

●

●

洗浄･交換不要

洗浄･交換不要

水洗いのみで繰り返し使用可能
（3年に一度目安）

水洗いのみで繰り返し使用可能
（4年に一度目安）

強モード

洗浄･交換不要

フィルター

付属お掃除ツール

繰り返し使用可能（2年に一度目安）

タングルフリー
タービンツール

●

●

ソフトブラシツール

●

●

●

●

●

●

フトンツール

●

●

●

●

●

●

フレキシブル
隙間ノズル

●

●

●

●

●

●

クリーナー
ヘッド

プレモーターフィルター

その他付属ツール

●

水洗いのみで繰り返し使用可能（1ヶ月に一度目安）

コンビネーションノズル
隙間ノズル

コンビネーションノズル
隙間ノズル

コンビネーションノズル
隙間ノズル

●

●

●

ミニT字型ノズル、
コンビネー ミニT字型ノズル、
コンビネー ミニT字型ノズル、
コンビネー ミニT字型ノズル、
コンビネー ミニT字型ノズル、
コンビネー
ション
（ブラシ・隙間）
ノズル
ション
（ブラシ・隙間）
ノズル
ション
（ブラシ・隙間）
ノズル
ション
（ブラシ・隙間）
ノズル
ション
（ブラシ・隙間）
ノズル

その他付属ツール
メーカー2年保証

●

●

●

●

●

●

221 x 448 x 292

221 x 448 x 292

223 x 438 x 290

223 x 438 x 290

205 x 320 x 266

205 x 320 x 266

205 x 320 x 266

384 x 710 x 787

384 x 710 x 787

384 x 668 x 788

384 x 668 x 788

305 x 388 x 898

284 x 409 x 953

284 x 409 x 953

4.1kg (6.55kg)

4.1kg (6.23kg)

4.0kg (6.59kg)

4.0kg (6.26kg)

3.3kg (5.88kg)

3.3kg (5.62kg)

3.3kg (5.62kg)

DC46 MH COM

DC46 TH COM

DC36 MH COM

DC36 TH COM

5025 155 014 189

5025 155 014 172

5025 155 011 447

5025 155 011 430

本体製品サイズ

製品スペック

収納時の製品サイズ
（幅×奥行き×高さ）
単位mm

本体質量
（ホース・パイプ・標準クリーナーヘッド・電源コード）

型式

DC26 CF MH COM DC26 CF TH COM
5025 155 010 181

DC26 CF TH ENT

5025 155 010 198 5025 155 010 204

メーカー2年保証

115 x 322 x 205

115 x 322 x 205

115 x 322 x 205

（幅×奥行き×高さ）単位mm

バッテリー含む

バッテリー含む

バッテリー含む

収納時の製品サイズ

217 x 1224 x 205

217 x 1224 x 205

115 x 416 x 205

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

0.91kg (2.30kg)

0.91kg (2.22kg)

0.91kg (1.53kg)

DC45 MH

DC35 MH

DC34 MH

本体製品サイズ

製品スペック

●

（幅×奥行き×高さ）
単位mm

JANコード

水洗いのみで

仕様／付属品

仕様／付属品

プレモーター
フィルター

（幅×奥行き×高さ）単位mm

本体質量
（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

5025 155 013 342 5025 155 010 884 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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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

サービス

製品の回収

お預かりしてから72時間以内に、

回収から修理後のご返却まで※1

修理が必要となった場合は、ご自宅や

ご自宅や勤務先にお届けします。

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。

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きます。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以内にできる
よう目指しております。
＜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。

Dyson Air Multiplier™（エアマルチプライアー）テクノロジーを含め、
ダイソンの最新テクノロジーを弊社ウェブサイト www.dyson.co.jp で

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

ご確認いただけます。

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。
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。
※2 年末年始、大型連休、

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.48801 PN.23596-16-01 DATE.09.07.12

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

