
コードレスクリーナー製品カタログ



“多くのコードレス掃除機は、軽量化のために 
吸引力を犠牲にしていることがあります。 
しかし、ダイソンは違います。 
私たちのコアテクノロジーである 
サイクロンとデジタルモーターを搭載し 
パワフルな吸引力を実現するため、 
家中の微細なホコリを 
確実に取り除くことができるのです。”

ジェームズ ダイソン
発明家



ダイソンのテクノロジー

*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（マレーシアにて2018年7月
から2019年3月に実施）。ダイソンを除く国内の売上げ上位3社の最上位コードレススティッ
ク掃除機（2018年11月から2019年4月の独立調査会社のデータに基づく）を対象に実施。

*2 IEC（国際電気標準会議）規格62885-2 5.1, 5.2, 5.3, 5.9に準拠した、独立第三者機関IBR
（英国）および自社による集じん性能の比較試験。ダイソンを除く国内の売上げ上位5社の各
社平均価格上位機種のコード付き掃除機（2017年12月から2018年5月の独立調査会社の
データに基づく）を対象に実施。4種類の床から取り除かれたゴミの平均。実際の使用状況
により異なる場合がございます。

*3 ASTM F1977-04に基づく試験結果。試験は強モードで実施。
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きれいな排気
0.3ミクロンもの微細な粒子を99.97%捕らえ、*3 

部屋の空気よりもきれいな空気を排出します。

高い集じん性能
ダイソン デジタルモーター搭載。 
コード付き掃除機よりも 
確実にゴミを吸い取ります。*2

安定したパワー供給
リチウムイオンバッテリーテクノロジーにより 
長時間変わらない吸引力を持続します。

変わらない吸引力
サイクロンテクノロジーにより、 
微細なゴミを捕らえ、空気からしっかり分離。 
変わらないパワフルな吸引力が続きます。

大小のゴミを同時に吸引
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。

ダイソンだけがこのすべてを実現します

売上げ上位3社の最上位コードレス掃除機と比較し、 
Dyson V11だけが変わらない 
最も高い吸引力を実現*1 

※新品から1回目のゴミ満量まで使用した時点での変化



インテリジェントなクリーナーテクノロジー 
秒単位までのバッテリー残り時間をはじめ、 
運転状況をリアルタイムにお知らせ

Dyson V11™コードレスクリーナーのマイクロプロセッサーが 
システムを毎秒8,000回モニターして、パワフルな掃除を 
実現するとともに、運転状況を液晶ディスプレイで 
リアルタイムにお知らせします。

毎分最大125,000回転するダイソン デジタルモーター V11は、 
どのコード付き掃除機よりも確実にゴミを吸い取ります。*  
リチウムイオンバッテリーと、バッテリーを効率的に使える 
ソフトタッチ・トリガーにより、変わらない吸引力で 
さまざまな場所の掃除が可能です。 
79,000Gの遠心力を生み出す、同心円状に配置した 
14個のサイクロンがゴミやホコリを空気から分離し、 
クリアビンへ送り込みます。

ダイソン デジタルモーター V11

同心円状に配置した 
14個のサイクロン

ソフトローラークリーナーヘッド

液晶ディスプレイ 

バッテリーを効率的に使えるトリガー
7セルリチウムイオンバッテリー

* IEC（国際電気標準会議）規格62885-2 5.1, 5.2, 5.3, 5.9に準拠した、独立第三者機関IBR（英国）および自社による集じん性能の比較試験。ダイソンを除く国内の売上げ上位5社の各社平
均価格上位機種のコード付き掃除機（2017年12月から2018年5月の独立調査会社のデータに基づく）を対象に実施。4種類の床から取り除かれたゴミの平均。実際の使用状況により異なる
場合がございます。



ダイソン デジタルモーター V11 
コード付き掃除機よりも 
確実にゴミを吸い取ります*1

毎分最大125,000回転を実現したダイソン デジタルモーター V11は 
新しい3段階ディフューザーを採用し、パワーとパフォーマンスの 
バランスを最適化する一方、気流の乱れや運転音を低減しました。 
Dyson Cyclone V10™コードレスクリーナーと比較して、 
吸引力が25%向上しています。*2 

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8,000回モニターして、 
パワー供給を最適化します。

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。

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1.5倍の硬度を持ちながら、
密度は半分です。 

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。

効率的なインペラー
高強度ピストンの内部で使用される 
ポリエーテルエーテルケトン（P.E.E.K）と 
カーボンファイバーの合成素材で 
できています。インペラーの重なり合った 
羽根は表面積を広くし、効率を向上させます。

3段階ディフューザー 
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。

*1 IEC（国際電気標準会議）規格62885-2 5.1, 5.2, 5.3, 5.9に準拠した、独立第三者機関IBR（英国）および自社による集じん性能の比較試験。ダイソンを除く国内の売上げ上位5社の各社
平均価格上位機種のコード付き掃除機（2017年12月から2018年5月の独立調査会社のデータに基づく）を対象に実施。4種類の床から取り除かれたゴミの平均。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。



最長60分間*パワフルで変わらない吸引力

ダイソン史上最もパワフルなバッテリー。 
より大型で大容量のバッテリーを実現するために、 
ニッケル、コバルト、アルミニウムによる組成を採用。 
内蔵されたシステムモニタリングおよび高度センサーが毎秒4回、 
バッテリー容量を測定して、ダイソン デジタルモーター V11と 
クリーナーヘッドへの出力を最適化します。

パワーマネジメント
マイクロプロセッサーが 
バッテリーのパフォーマンスを 
モニターし、本体各部と交信して、 
バッテリー出力を最適化します。

長い時間持続するバッテリー
高密度7セルリチウムイオン 
バッテリーテクノロジーにより、 
長時間変わらない吸引力を持続します。

バッテリーを 
効率的に使えるトリガー
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。

* 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。

運転状況をお知らせ 
バッテリー残り時間をはじめ、 

Dyson V11™コードレスクリーナーの 
現在の運転状況を表示します。

エコモード 
運転時間が最長に。 

時間を気にせず 
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 

集中的に掃除できます。

メンテナンス通知 
フィルターの洗浄が 

必要なときにお知らせし、 
洗浄方法を画面で案内します。

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。

液晶ディスプレイ 
リアルタイムな表示で、掃除をコントロール

液晶ディスプレイはDyson V11™コードレスクリーナーの 
運転状況をリアルタイムに表示して、効率的な掃除を可能にします。 
選択中の吸引モードやバッテリー残り時間を表示するほか、 
フィルター洗浄のタイミングや異物の詰まりを通知するなど 
ひと目で作動状況を確認できます。



音響工学による静音設計 
性能を向上しながら、運転音を11%低減*1

ダイソンのエンジニアは、Dyson V11™コードレスクリーナーの 
吸引力を前モデルに比べて25%*2向上させ、運転音も11%*1静かにしました。 
3段階ディフューザーは、モーターから出る空気の流れを直線に整え、 
吸引力を高めるとともに気流の乱れを低減します。 
吸音材が振動を吸収する一方、ポストモーターフィルターと 
音響バッフルが音量をさらに抑えます。

きれいな排気 
微細な粒子を空気から分離し、 
クリアビンに捕らえて逃しません

Dyson V11™コードレスクリーナーは捕集力の高い製品設計で、 
0.3ミクロンもの微細な粒子を99.97% 捕らえて逃しません。*3  
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。

フィルター媒体
音を弱めて、より静かな 
運転を実現します。

モーターバケット
モーターまわりの空気の
流れる経路を調整して、 
気流の乱れと運転音を 
低減します。

密閉性の高いシステム
ゴミやホコリを捕らえて 
逃しません。

同心円状に配置した14個のサイクロン
79,000G の遠心力を生み出して、 
ゴミやホコリを空気から分離し、 
クリアビンへ送り込みます。

音響バッフル
音源を遮ることで、 
音量を低減します。

捕集力の高い製品設計
0.3ミクロンもの微細な 
粒子を99.97% 捕らえます。*3

吸音フェルト
音の振動を吸収します。

部屋の空気よりも 
きれいな空気を排出

*1 IEC（国際電気標準会議）規格60704-2-1に準拠して、フローリングで強モードを使用して測定。
*2 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。
*3 ASTM F1977-04に基づく試験結果。試験は強モードで実施。
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クリーナーヘッド専用モーター
重心を安定させ、ローラーを 
強力に回転させるモーターを内蔵。

家具の下の掃除に
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。

捕集力の高い製品設計
0.3ミクロンもの微細な粒子を
99.97% 捕らえ、*1部屋の空気よりも 
きれいな空気を排出します。

同心円状に配置した14個のサイクロン
79,000G の遠心力を生み出して、 
ゴミやホコリを空気から分離し、 
クリアビンへ送り込みます。

ダイソン デジタルモーター V11
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125,000回転し、
パワフルな吸引力を生み出します。

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

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。 長い時間持続するバッテリー 

高密度7セルリチウムイオン 
バッテリーテクノロジーにより、 
長時間変わらない吸引力を 
持続します。

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しています。 

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

衛生的で簡単なゴミ捨て
ワンタッチで、ゴミやホコリに 
触れずに衛生的で簡単に 
ゴミ捨てが可能です。

専用充電ドック
本体やツールを収納しながら 
充電できます。ドックは自立するため 
壁に固定する必要はありません。
※Dyson V11 Absolute,Dyson V11 Fluffy+に付属

ハンディクリーナーに切り替え 
車内や、ゴミが残りやすい階段の隅、 
ソファや布団などの掃除に便利です。

切り替え可能な吸引モード
掃除の場所や用途に応じて、 
3つの吸引モードの切り替えが 
可能です。

収納用ブラケット 
本体やツールを収納しながら、 
充電することができます。 
必要なときにすぐに使えます。  

最長60分間の運転時間*2

ニッケル・コバルト・アルミニウム組成の
7セルバッテリーが安定したパワーを 
供給し、吸引力が続きます。 

取り外し可能なパイプ
軽量なアルミパイプで、高い場所も 
家具の下や隙間の掃除も自在です。

*1 ASTM F1977-04に基づく試験結果。試験は強モードで実施。*2 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。
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V11

コード付き掃除機よりも 
確実にゴミを吸い取ります。*4

Dyson Cyclone V10より、 
吸引力25%アップ。*1

最長60分の運転時間。*2

*1 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。*2 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。*3 ASTM F1977-04に基づく試験結果。試験は強モードで実施。*4 IEC（国際電気標準会議）規格62885-2 5.1, 5.2, 5.3, 5.9に準拠した、独立第三者機関IBR（英国）および自社に
よる集じん性能の比較試験。ダイソンを除く国内の売上げ上位5社の各社平均価格上位機種のコード付き掃除機（2017年12月から2018年5月の独立調査会社のデータに基づく）を対象に
実施。4種類の床から取り除かれたゴミの平均。実際の使用状況により異なる場合がございます。

捕集力の高い製品設計 
0.3ミクロンもの微細な粒子を
99.97%捕らえ、*3部屋の 
空気よりもきれいな空気を 
排出します。

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
同時に吸い取ります。 

衛生的で簡単なゴミ捨て
ゴミやホコリに触れずに、 
衛生的で簡単にゴミ捨てが 
可能です。

Dyson V11™ 
コードレスクリーナー 
専用充電ドック※

本体やツールを収納しながら 
充電することができます。 
壁に固定する必要はありません。

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。

付属ツール
隙間ノズルやコンビネーション 
ノズルなどの付属ツールで、 
家の中はもちろん車内の 
掃除にも便利です。

ハンディクリーナーに切り替え
車内や、ゴミが残りやすい 
階段の隅、ソファや布団などの
掃除に便利です。

ダイレクトドライブ 
クリーナーヘッド
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。

※Dyson V11 Absolute, 
Dyson V11 Fluffy+に付属

※Dyson V11 Absoluteにのみ付属

ダイソン  
デジタルモーター V11
Dyson Cyclone V10™ 
コードレスクリーナーに比べて、
吸引力が25%アップ。*1

最長60分の運転時間
安定したパワー供給により、 
最長60分間*2パワフルで 
変わらない吸引力を実現。



売上げ上位3社の最上位コードレス 
掃除機と比較し、Dyson V8 Slimだけが
吸引力が変わりません* 
※新品から1回目のゴミ満量まで使用した時点での変化

* 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（マレーシアにて2018年7月から2019年3月に実施）。ダイソン
を除く国内の売上げ上位3社の最上位コードレススティック掃除機（2018
年11月から2019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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Dyson V8 Slim

新品時 1回目のゴミ満量時

軽量コードレスクリーナーが 
取りきれなかった、 
微細なホコリも逃しません。*1

40%小さく軽い、 
新しいクリーナーヘッド。*2

他のどの軽量コードレスより 
確実にゴミを吸い取ります。*1

軽量クリーナーでは
取り残しやすい 
隙間のゴミ

ダイソンなら 
溝に入ったホコリも 
残しません*1

*1 IEC（国際電気標準会議）規格62885-2 5.1, 5.2, 5.3, 5.9に準拠した、自社に
よる集じん性能の比較試験（マレーシア、英国にて2018年6月から2019年3月
に実施）。ダイソンを除く国内の売上げ上位6社の最上位軽量コードレス掃除機

（2018年12月から2019年5月の独立調査会社のデータに基づく）を対象に実施。
4種類の床から取り除かれたゴミの平均。実際の使用状況により異なる場合がご
ざいます。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未満のものを軽量コードレス掃除機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）。

*2 Dyson V8 Fluffyとの比較。

日本専用モデル



方向転換しやすく、取り回しやすい設計。

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できます。*

40%小型化。*40%軽量化。*  
新しいソフトローラークリーナーヘッド

Dyson V8 Slim™コードレスクリーナーは、日本の住宅向けに新しく設計した 
スリムソフトローラークリーナーヘッドを採用。 
従来の性能はそのままに、40%の軽量化と40%の小型化を実現しました。*

航空機に使用される軽量アルミニウム製の 
ブラシバーを覆うナイロンフェルトが 
大きなゴミを捕らえ、同時にカーボン 
ファイバーブラシが微細なホコリを取り除きます。

* Dyson V8 Fluffyとの比較。

壁際のゴミまでしっかり取り除きます。

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。

ナイロンフェルト
大きなゴミを捕らえます。

水洗い可能なブラシバー



日本の住宅に合わせて設計

Dyson V8 Slim™コードレスクリーナーは最長40分間*の 
変わらないパワフルな吸引力で、 
床から天井までさまざまな場所をしっかり掃除できます。

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



さまざまな場所を掃除できます

それぞれの掃除の特性に合わせて設計された 
付属ツールと組み合わせ、すみずみまで掃除できます。

新しい付属ツールのLED隙間ノズルは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。

1台3役

Dyson V8 Slim™コードレスクリーナーは、人間工学に基づいて 
バランスよく手に収まるように設計されています。 
スティック掃除機としてはもちろん、 
布団クリーナーや車用のハンディクリーナーとしても使用できます。



40
MINUTES

最長

衛生的で簡単なゴミ捨て
ワンタッチで、ゴミやホコリに 
触れずに衛生的で簡単に 
ゴミ捨てが可能です。

収納用ブラケット
本体やツールを収納しながら、 
充電することができます。
必要な時にすぐに使えます。

ハンディクリーナーに切り替え
車内や、ゴミが残りやすい階段の隅、
ソファや布団などの掃除に便利です。

取り外し可能なパイプ
軽量なアルミパイプで高い場所も 
家具の下や隙間の掃除も自在です。

短く軽くなったパイプ
狭い場所でも扱いやすく、 
小回りの利く操作性を実現。

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

40%小さく軽い、新しいクリーナーヘッド*1

日本の住宅に合わせて新設計。 
取り回しやすく家具の下も 
さらに届きやすくなりました。

スムーズフィット
ツールの交換や 
ハンディクリーナーへの 
切り替えが手早く簡単にできます。

LED隙間ノズル
新しい付属ツール。 
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。
※Dyson V8 Slim Fluffy+にのみ付属

捕集力の高い製品設計
0.3ミクロンもの微細な粒子を
99.97%捕らえ、*2部屋の空気よりも 
きれいな空気を排出します。

最長40分間の運転時間*3

リチウムイオンバッテリーが 
安定したパワーを供給し、 
変わらない吸引力が続きます。

*1 Dyson V8 Fluffyとの比較。 *2 ASTM F1977-04に基づく試験結果。試験は強モードで実施。 *3 モーター駆動ではない付属ツールを、通常モードで使用した場合の最長運転時間。

2 Tier Radial™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。

リチウムイオンバッテリー
パワフルな吸引力が続きます。

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。

ダイソン デジタルモーター V8
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107,000回転し、
パワフルな吸引力を生み出します。

ポリカーボネート素材のクリアビン
警備用の防御シールドや 
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。

強モード
より強い吸引力が必要な時は、 
強モードに切り替えられます。



40
MINUTES

最長

V8

LED隙間ノズル
新しい付属ツール。 
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。

衛生的で簡単なゴミ捨て
吸い取ったホコリやゴミに 
触れずに、ワンタッチで 
簡単にゴミ捨てが可能です。

軽量でバランスのとれた設計
より短く軽いパイプ*3で、 
狭い場所の掃除も自在。 
ツールを切り替えて、 
高いところも掃除可能。

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

スリムソフトローラー 
クリーナーヘッド 
テクノロジーを凝縮し、 
従来モデルの性能はそのまま、
40%小型化、軽量化を実現。*3

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99.97%捕らえ*2

部屋の空気よりもきれいな 
空気を排出します。

ダイソン  
デジタルモーター V8
毎分最大107,000回転し、
パワフルな吸引力を 
生み出します。

付属ツール
家の中はもちろん 
車内の掃除にも便利です。

※Dyson V8 Slim Fluffy+にのみ付属

*1 モーター駆動ではない付属ツールを、通常モードで使用した場合の最長運転時間。 *2 ASTM F1977-04に基づく試験結果。試験は強モードで実施。 *3 Dyson V8 Fluffyとの比較。 *4 IEC
（国際電気標準会議）規格62885-2 5.1, 5.2, 5.3, 5.9に準拠した、自社による集じん性能の比較試験（マレーシア、英国にて2018年6月から2019年3月に実施）。ダイソンを除く国内の売上げ
上位6社の最上位軽量コードレス掃除機（2018年12月から2019年5月の独立調査会社のデータに基づく）を対象に実施。4種類の床から取り除かれたゴミの平均。実際の使用状況により異な
る場合がございます。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未満のものを
軽量コードレス掃除機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）。

軽量コードレスクリーナーが 
取りきれなかった、 
微細なホコリも逃しません。*4

40%小さく軽い、 
新しいクリーナーヘッド。*3

他のどの軽量コードレスより 
確実にゴミを吸い取ります。*4



*1 ダイレクトドライブクリーナーヘッド装着時 *2 ソフトローラークリーナーヘッド装着時 *3 バッテリー含む *4 バッテリー、パイプ、標準クリーナーヘッド含む

Dyson V11  
Absolute
V11 アブソリュート

Dyson V11  
Fluffy+
V11 フラフィ プラス

Dyson V11  
Fluffy
V11 フラフィ

テクノロジー

ダイソン デジタルモーター V11 ● ● ●

ダイソン デジタルモーター V8
ダイソン デジタルモーター V7

Radial Root™サイクロン ● ● ●

2 Tier Radial™サイクロン

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

エコモード 
約40（35*1）分／約60分

中モード 
約20（20*1）分／約30分

強モード 
約8（7*1）分／約5分

エコモード  
約40分／約60分

中モード 
約20分／約30分

強モード 
約8分／約5分

充電時間 約3.5時間

クリーナーヘッド

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 ●

スリムソフトローラークリーナーヘッド

モーターヘッド

付属ツール

収納用ブラケット ● ● ●

ミニ モーターヘッド ● ● ●

コンビネーションノズル ● ● ●

隙間ノズル ● ● ●

ミニ ソフトブラシ ● ● ●

Dyson V11™コードレスクリーナー専用充電ドック ● ●

ツールクリップ ● ● ●
フトンツール

LED 隙間ノズル
製品スペック

本体製品サイズ *3（幅×奥行×高さmm） 136×337×246

スティック時の製品サイズ*4（幅×奥行×高さmm） 250×1242×246*1 
250×1257×246*2 250×1257×246

本体質量*3 1.7kg
スティック時の本体質量*4 2.63kg*1／2.72kg*2 2.72kg
型式 SV14 ABL SV14 FF COM SV14 FF

JANコード 5025155040928 5025155040911 5025155040904

Dyson V8  
Slim Fluffy+
V8 スリム フラフィ プラス

Dyson V8  
Slim Fluffy
V8 スリム フラフィ

Dyson V7  
Slim
V7 スリム

● ●

●

● ● ●

通常モード 
約30分／約40分 

強モード 
約7分／約7分

通常モード 
約20分／約30分 

強モード 
約6分／約6分

約5時間 約3.5時間

● ●

●

● ● ●

●

● ● ●

● ●

●

●

●

135×333×210 131×319×206

250×1123×210 211×1140×206

1.58kg 1.44kg

2.15kg 2.20kg

SV10K SLM COM SV10K SLM SV11 SLM

5025155042403 5025155042397 5025155041123

お掃除ツール

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。

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。

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。

ミニ ソフトブラシ 
デリケートな表面の 
ホコリをやさしく 
掃除します。

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。

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。

LED隙間ノズル 
新しい付属ツール。 
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。

Dyson V11™コードレス 
クリーナー専用充電ドック 
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。
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コードレスクリーナー比較表

液晶ディスプレイ搭載

最長運転時間60分* 最長運転時間40分* 最長運転時間30分*

付属ツール 6点 付属ツール 6点 付属ツール 5点 付属ツール 5点 付属ツール 2点 付属ツール 2点

＜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。
※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。

* モーター駆動ではない付属ツールを使用した場合の最長運転時間。ダイソン V11はエコモード、V8およびV7は通常モード運転時。

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。本カタログに使用されている製品画像は、実際の製品と異なる場合があります。

クリーナーヘッド 2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 1点 クリーナーヘッド 1点

Dyson V11 
Fluffy+
V11 フラフィ プラス

Dyson V11 
Fluffy
V11 フラフィ

Dyson V8 
Slim Fluffy+
V8 スリム フラフィ プラス

Dyson V8 
Slim Fluffy
V8 スリム フラフィ

Dyson V11 
Absolute
V11 アブソリュート

Dyson V7 
Slim
V7 スリム


