
Swedish thinking. 
Better living.
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Quick
使いたい時にすぐお掃除できる手軽さ、
便利さを実現。高い吸引力と取り回しのよさで、
家全体のお掃除から、気になる所の簡単な
お掃除まで対応します。

家具などの障害物を上手に避けながら、
お部屋の床を自動で賢くお掃除。先端技術によって、
お掃除にかかる手間と時間を省きます。

independent

わたしたちの製品は、いつも暮らしの中から生まれます。
ライフスタイルに合っているか。より快適な暮らしをもたらすか。
実際に求められている機能か。
使う人を想いやる発想と、革新的なテクノロジーが出会うことによって、
本当に価値あるものを手にすることができると思っています。

こうした考えをもとにわたしたちは、使いたい時にさっと手に取り

お掃除できるコードレスクリーナーを「Quick」、
スイッチひとつで家中の床を任せられるロボットクリーナーを

「 independent」と、掃除機を2つにカテゴライズ。
さらに、お部屋の空気をキレイにする空気清浄機を「Air Care」として加え、
それぞれの頭文字を製品名に用い、
数字の大きさでグレード分けをしています。
高い性能とデザインが溶け込む独自のスタイルを通して、
あなたの暮らしを美しく、そして快適にサポートします。

暮らしを美しく、
そして快適にする
エレクトロラックス
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空気清浄機
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ロボットクリーナー
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Air Care
インテリアを思わせる洗練された
デザイン、高い清浄機能を発揮する
独自のシステムにより、健康的に
過ごせる快適な空間を提供します。
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エレクトロラックス初の
家庭用電気掃除機「LUX 1」

スウェーデン生まれの100年ブランド

エレクトロラックス
初の冷蔵庫

エレクトロラックス初の
可動式掃除機「モデル V」

フロア掃除機「B6」

フードプロセッサー

エレクトロラックス 初の電子レンジ

エレクトロラックス
初の家庭用食洗機

「LUX 1」の登場から100年
「エルゴスリー」発売

1912

1910’s

エレクトロラックス設立
1919

1921

1920’s

1925

1940

1940’s

1944 1959

1950’s-70 ’s

1970

2000’s
2012

2010’s

数々の“革新”を生み出してきたグローバル総合家電ブランド、その100年の歩み。

エレクトロラックス 初の洗濯機
1951

「エルゴラピード」
シリーズ誕生

世界初の市販の家庭用
ロボット掃除機「トリロバイト」

2001

2004

1912年。ストックホルムでオリンピックが開催。
日本中が初参加に沸いたこの年、同じ場所で、
エレクトロラックス初の家庭用電気掃除機が産声を上げました。

のちにエレクトロラックスの創業者となるアクセル・ヴェルネルグレンによって

「LU X 1」と名付けられたその掃除機は、重さ、値段ともに
一般家庭に受け入れられやすく、一躍人気となりました。
その理由は「あなたのことを考えて」開発・販売された製品だったから。

これを原点とし、以来1959年にエレクトロラックス初の家庭用食洗機、
1970年に電子レンジ、1993年に業界初の家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫、
2001年に世界初の市販の家庭用ロボット掃除機など、
数限りないイノベーションを実現してきました。

それは、空気も空間も美しくする。
Air Care Series「ピュア・エー・ナイン」

2019

2018
暮らしを変える新次元
ロボットクリーナー誕生
「ピュア・アイ・ナイン」
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手にする歓び。
パワフルな吸引力、
こだわり抜いた操作性 と静音性。
プレミアムコードレスクリーナー。

※1

※2

※1 フローリングの溝の吸引力が従来機種の7倍。国際規格IEC62885-2に基づき、2020年5月に自社ラボラトリーにて実施
された、ゴミ除去率テストの結果。PQ92-3BWFとZB3324Bとの比較。 ※2 充電台からスムーズに掃除を開始でき、ハンディ
クリーナーをボタン操作なしで取り出すことが可能。（当社従来製品エルゴラピードとの比較） ※3  ISO3743ならびに、当社内
規格の計算基準に基づき、2020年5月に自社ラボラトリーにて実施された、PQ92-3BWFとZB3301との運転音の比較の結果。
運転音の体感については、使用環境や個人によって異なります。

※3
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サッと外して
パッとハンディに

7

お掃除のスタートを
スムーズに
お掃除は充電台から本体を前に滑らせ、
スイッチを入れるだけでスタート。
充電台の着脱に本体を持ち上げるなどの
余分な動きを少なくし、
使いやすさに徹底的にこだわりました。

ヘッドは水平に約180°フレキシブルに動くため、
ゴミが残りやすいテーブルやイスの

脚まわりなどもラクにお掃除できます。
本体を寝かせると、高さはわずか14cmほど。

お掃除しづらいソファやベッドの下も、
奥までキレイにすることができます。

テーブルや家具の上なども、ハンディを取り出し電源を入れるだけで
簡単にお掃除でき、付属ノズルを装着すればお掃除の幅も広がります。

つかんで手前に引けばハンディに 手首が
疲れにくい設計
人間工学に基づいたグリップ
と下重心の設計により、手首
にかかる負担を軽減。長時間
のお掃除でも軽快な操作感
を実現しました。

ソファやベッドの下も奥の奥まで

約

すき間に入り込む

14cm

約

水平に

180°

スティックは自立式なので、手を離したい時に
テーブルや壁に立てかけたり、
かがんで床に寝かせたりする余計な動きが不要です。

お掃除の中断も再開もスムーズ

本体と充電台は
マグネットで着脱簡単



98

頼もしい吸引力が
しっかり長持ち

ブラシロールには床のほこりを効果的に取り
除く柔らかいブラシと、細かなゴミに有効な
硬いブラシ、2種類の素材を採用。
すき間の吸引力は従来の7倍※1にパワーアップし、
フローリングの溝にたまった繊維やほこりを逃し
ません。

無駄なく吸い込み
壁際もスッキリ
ヘッドは壁際にぴったりと接触し、
お部屋の隅のゴミも逃さずにお掃除。
また、ヘッドの前方にはLEDライトを
搭載しているため、暗い場所のゴミも
見逃しません。

フローリングの溝まで
キレイにお掃除

※1 国際規格IEC62885-2に基づき、2020年5月に自社ラボラトリーにて実施された、ゴミ
除去率テストの結果。PQ92-3BWFとZB3324Bとの比較。

汚れた粒子を効率的に分離する
空気の流れ（スパイラルスクリュー）を
生み出すサイクロンシステムを搭載。
フィルターの目詰まりがしにくく、
吸引力が長持ちします。

ゴミがいっぱいになっても
吸引力が持続

※2

※2 国際規格 IEC62885-2:2016ならびにEN60312-1:2017に基づき、2019年9月にSLGにて実施された、DM T（標準テスト）ゴミサンプルを搭載したダストカップでの測定結果。PQ92-3BWF
（ハンディの状態）の場合。
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パワフルなのに音は静か
ハンドユニットは運転音の削減につながるように設計。
当社従来機種と比較して、フルパフォーマンスでの、
体感の音を半減。※1音質に着目し、耳障りな金属音を抑えました。

キレイな
排気で窓をあけずに
お掃除できる

5段階のフィルターシステム

STEP 1

サイクロンシステム

STEP 3

メッシュフィルター

STEP 2

サイクロン

STEP 5

排気フィルター

STEP 4

マイクロフィルター

0.3-10μmの微粒子を

新開発※2のサイクロンシステムと
目詰まりしにくい5段階のフィルターで、
0.3-10µmの微粒子を99.9%キャッチします。※3 

いつでも清潔に、お掃除後の
メンテナンスもラクラク

※2 2020年5月までに発表した当社従来機種との比較。 ※3 EN 60312-1:2017に基づき、2020年5月に自社ラボラトリーにて実施された、0.3-10µmの微粒子のゴミ除去の試験結果。PQ92-3BWFの場合。

ワンタッチで外せる
ダストカップで
ゴミ捨て簡単

99.9%カット

※1 ISO3743ならびに、当社内規格の計算基準に基づき、2020年5月に自社ラボラトリーにて実施された、
PQ92-3BWFとZB3301との運転音の比較の結果。運転音の体感については、使用環境や個人によって異なります。

※4 水洗い後は完全に乾かしてからご使用ください。

ダストカップとフィルターは
全て水洗い可能※4
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PQ92-3BWF
サテンホワイト

充電時間 約4時間

キレイな排気

ピュア・キュー・ナイン

2つのクリーナーヘッドと豊富なノズルを
備えたハイグレードモデル。

通常モード

25分
最大モード

約

低電力モード

53分約

約

約

約14分

付属ノズル

充 電 池
リチウムイオン電池 25.2V

UVベッドノズルブラシロールクリーン
フロアノズル

ソフトブラシノズル

スーパー
ロングノズル

約※5

PQ92-3OBF
インディゴブルー

充電時間 約4時間

キレイな排気

ピュア・キュー・ナイン

吸引力、操作性、静音性を兼ね備えた
スタンダードモデル。

通常モード

25分
最大モード

低電力モード

53分

14分

付属ノズル

充 電 池
リチウムイオン電池 25.2V

ソフトブラシノズル

※5

約37.5~56cm

※5 低電力モードでの最長運転時間。電源をオンにすると電源を切る前に使用していたモードからスタートします。クリーナーを充電ステーションに置くと、モードがリセットされ、通常モードに切り替わります。
製品の取り扱いについては、全国の家電量販店までお問い合わせください。

大切な家具やキーボードなどを
やさしくお掃除

ソフトブラシ
ノズル

コンパクトに
スッキリ置ける
充電台はA4サイズにおさまる
コンパクト設計。インテリアになじみ、
置き場所も選ばないため、お掃除したい時
すぐ手にすることができます。

隙間ノズル ブラシ
ノズル

窓枠や棚などの入り組んだ所に 棚の上などの細かいほこりに

ノズル収納袋
付き

ブラシに絡まった毛は特許技術のブラシロールクリーン機能により
5秒ほど※4スイッチを踏むだけで簡単に除去でき、メンテナンスも簡単です。

特許技術※2 ブラシロールクリーン機能
※3

（イメージ図）

髪の毛などが絡まった状態 ブラシロールクリーン機能使用後

Before After

※1 PQ92-3OBFはソフトブラシノズル、隙間ノズル、ブラシノズルのみ付属。　

※2 ブラシロールクリーン機能の特許機能。（特許第6166459号） ※3 PQ92-3BWFのみ。 
※4 自社調べ。ブラシの状態によって、クリーニングに必要な時間は増減する場合があります。

ブラシノズル隙間ノズル

ブラシノズル隙間ノズル

豊富なアクセサリー     を
上手に使って家中を隅々までキレイに

UVベッド
ノズル

ブラシロール
クリーン
フロアノズル

約37.5~56cm

スーパー
ロングノズル

壁と家具のすき間などにカーペットのお掃除におすすめ

※1

UVライト付きの電動ブラシで
ベッドやソファをしっかりお掃除
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2020年10月発売
NEW

※1 Well Q7、Well Q6には、家の中の様々な場所をお掃除するためのノズルが付属でついているため、ハンディクリーナーとしてノズルをつけ変えることで様々な場所を掃除することが可能であり、
1台で完結し手間がかからないため、お掃除ストレスが軽減されることをイメージしています。お掃除ストレスは個人によって異なります。

ENJOY
YOUR HOME
お掃除ストレスから解放 される多機能クリーナー。
いつでも簡単、隅々までキレイに。

※1
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毛足の奥のゴミもねこそぎ除去
硬い素材を使用したブラシが
回転しながらゴミを強力にかき取る。

スムーズな動きでラクにお掃除
大きなホイールで、カーペットの上でも
スイスイ気持ちよくお掃除できる。

ブラシに絡んだ毛を簡単お手入れ
ブラシロールクリーン機能により、スイッチを
踏むだけでブラシに絡まった毛を除去。

フローリングの溝までキレイに
すき間の吸引力は従来の7倍。
ブラシは髪の毛なども絡みづらくお手入れ簡単。

お掃除の幅が広がるアクセサリー
豊富なアクセサリー をハンディと組み合わせて
手の届きにくい高い場所やすき間もキレイに。

幅広い面を一度に効率よくお掃除
ブラシの端から端まで広くムラなく吸引し
溜まりやすい壁際のゴミも逃さない。

※1 国際規格IEC62885-2 ed.1に基づき、2020年8月に自社ラボラトリーにて実施された、ゴミ除去率テストの結果。WQ71-2BSWFとZB3324Bとの比較。
※2 モデルにより付属するノズルが異なります。詳細は23ページをご覧ください。

※ 画像はイメージです。

カーペットに入り込んだ小さなゴミもお任せ
ブラシロールクリーンフロアノズル搭載モデル

床面にぴったりフィットして強力吸引
パワープロフロアノズル搭載モデル

フローリングの
お部屋におすすめ

カーペットの
お部屋におすすめ

WQ71-2BSWF

WQ61-1EDBF

WQ61-1OGG

※1

※2
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ハンドルは2通りの
持ち方ができて疲れにくい

スティックとハンディで家中どこでもキレイに
床はスティックで軽快に。家具の上はハンディで便利に。
1台で2つのスタイルを使い分けできるから、お部屋の様々な場所を
ラクにお掃除できます。ハンディ部分は引き出して電源を入れ、
そのまま、お掃除の流れを妨げることなくスムーズに使えます。

※1 モデルにより収納できる
ノズルが異なります。

本体に収納可能な
スーパーロングノズル

壁と家具のすき間、手の届かないエアコンや
本棚の上など高い場所のお掃除に

UVライト付きの電動ブラシで
ベッドやソファをしっかりお掃除

ディスプレイや小物まわり
机の上などほこりが溜まりやすい場所に

大切な家具やキーボードなどをやさしくお掃除

自立式でお掃除の
中断、再開がスムーズ

引き出すだけでハンディに
家具のお掃除に便利

LEDライトで暗い場所の
ゴミも見逃さない

UVベッド
ノズル

スーパー
ロングノズル用
アングル
ブラシ

ソフトブラシ
ノズル

ブラシ
ノズル

※1

お掃除が楽しくなる
豊富なアクセサリー

約37.5~56cm

※2

スーパー
ロングノズル

※ 画像はイメージです。

※2 モデルにより付属するノズルが異なります。詳細は23ページをご覧ください。
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約

水平に

180°

お部屋の隅々まで軽やかに、自由自在に

下重心で長時間のお掃除でも疲れにくい
人間工学に基づいたグリップとバランスのとれた下重心により、
手首にかかる負担を軽減。長時間使っても疲れにくいよう設計しました。

約

寝かせた時の高さ

13.5cm

ヘッドは水平に約180°フレキシブルに
動くため、テーブルやイスの脚まわりなど
ゴミが取りづらい場所も
スムーズにお掃除できます。

ゴミが取りづらい場所も
自在に動くヘッドでラクラク

本体を寝かせると、高さはわずか約13.5cmに。
ヘッドが浮かないため、お掃除しにくいベッドやソファの下も
キレイにできます。また、ヘッドの前方にはLEDライトを搭載
しているため、暗い場所もしっかりお掃除できます。

ヘッドが浮かないから奥の奥までしっかり

ブラシロールは床のほこりに効果的な柔らかいブラシと、細かなゴミに有効な
硬いブラシの2種類の素材を組み合わせ、しっかりとゴミを取り除きます。
さらに、従来の7倍※1にパワーアップしたすき間の吸引力によって、
フローリングの溝にたまった繊維やほこりも強力に吸い取ります。

パワフルな吸引力で
しっかりお掃除

手首への負担を
抑えた設計

壁際や隅までスッキリ
ヘッドは壁際にぴったりと接触するため、隅に
溜まったゴミも逃しません。また、ブラシには髪の
毛や糸くずが絡みにくく、いつも気持ちよく使う
ことができます。

WQ71-2BSWF WQ61-1EDBF対応モデル：

吸引したゴミを効率的に分離する空気の流れ（スパイラル
スクリュー）を生み出すサイクロンシステムにより、ゴミの
目詰まりを抑え、吸引力が長持ちします。

ゴミがいっぱいになっても吸引力が長持ち
※2

※2 国際規格IEC62885-2 ed.1に基づき、2020年8月に自社ラボラトリーにて実施された、ゴミ除去率テストの
結果。WQ71-2BSWFの場合。

※ ベッド下のお掃除のイメージです。

※1 国際規格IEC62885-2 ed.1に基づき、2020年8月に自社ラボラトリーにて実施された、ゴミ除去率テストの結果。WQ71-2BSWFとZB3324Bとの比較。
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対応モデル： WQ61-1OGG

ブラシに絡まった毛は特許技術のブラシロールクリーン機能により
5秒ほど※4スイッチを踏むだけで簡単に除去でき、メンテナンスも簡単です。

特許技術※3 ブラシロールクリーン機能

髪の毛などが絡まった状態

Before

※3 ブラシロールクリーン機能の特許機能。（特許第6166459号）
※4 自社調べ。ブラシの状態によって、クリーニングに必要な時間は増減する場合があります。

（イメージ図）

ブラシロールクリーン機能使用後

After

キレイな排気にこだわった
5段階フィルターシステム

0.7-10μmの微粒子を

99.99%カット

※1  国際規格ISO16890に基づき、2020年8月に自社ラボラトリーにて実施された、0.7-10µmの微粒子のゴミ除去の試験結果。
WQ71-2BSWFの場合。 ※2 水洗い後は完全に乾かしてからご使用ください。

STEP 1

サイクロンシステム

STEP 2

サイクロン

STEP 3

メッシュフィルター

STEP 4

マイクロフィルター

STEP 5

排気フィルター

スーパーロングノズル用
アングルブラシ

NEW

キレイな排気

ウェル・キュー・セブン

豊富な付属ノズルで家中
お掃除できるハイグレードモデル。

WQ71-2BSWF
サテンホワイト

充 電 池
リチウムイオン電池 21.6V

充電時間 約4.5時間

通常モード

50分
最大モード

※5約 約14分

付属ノズル

UVベッドノズル

スーパーロングノズル用
アングルブラシ

スーパー
ロングノズル

ソフトブラシノズル

NEW

ブラシノズル ブラシノズル ブラシノズルスーパー
ロングノズル

キレイな排気

ウェル・キュー・シックス

高い性能と充実の付属ノズルが
うれしいスタンダードモデル。

WQ61-1EDBF
デニムブルー

充 電 池
リチウムイオン電池18 V

充電時間 約4.5時間

通常モード

45分
最大モード

※5約 約13分

付属ノズル

ソフトブラシノズル

キレイな排気

ウェル・キュー・シックス

ブラシロールクリーン機能を
搭載したスタンダードモデル。

WQ61-1OGG
グラニットグレー

充 電 池
リチウムイオン電池18 V

充電時間 約4.5時間

通常モード

45分
最大モード

※5約 約13分

付属ノズル

隙間ノズル

コンパクトに
スッキリ置ける
わずかA4サイズにおさまるコンパクトな
充電台。インテリアになじむデザインで、
置き場所も選ばないため、お掃除したい時
すぐ手にすることができます。

ワンタッチで外せる
ダストカップでゴミ捨て簡単

簡単メンテナンスで
お掃除後もスッキリ、清潔

ノズルタイプ
パワープロフロアノズル

ノズルタイプ
パワープロフロアノズル

ノズルタイプ
ブラシロールクリーンフロアノズル

NEW

掃除機はゴミを吸い取る力だけではなく、
吸い取ったほこりを外に逃さない
フィルターの性能が重要です。
理想的な空気の流れを生み出すサイクロン
システムと、目詰まりしにくいフィルターで、
お部屋にキレイな空気を排出します。

約37.5~56cm 約37.5~56cm

※1

ダストカップとフィルターは
全て水洗い可能※2

※5 通常モードでの最長運転時間。電源をオンにすると最大モードからスタートします。
製品の取り扱いについては、全国の家電量販店までお問い合わせください。



24 25

暮らしを変える
ロボットクリーナー。
3DビジョンTMテクノロジーで、
ぶつからない、絡まない、隅までしっかりお掃除。
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ダークゴールド  PI92-6DGM ソフトホワイト  PI81-4SWP

頼れるスタミナと進化したアプリで
ひとつ上のお掃除スタイルを実現。

求められる基本性能がしっかり。
手間をかけずに隅々までお任せ。

お掃除から解放してくれる、賢い2つのエレボ

効率のよさやお掃除の質にこだわりたい方におすすめ ロボット掃除機の便利さを実感したい方におすすめ

エレクトロラックス
ロボット掃除機の場合

目隠しをして手探りでお掃除する
ようなイメージ。ぶつかってはじめて
障害物を認識します。

一般的な
ロボット掃除機の場合

目で障害物を見て回避。お部屋を
マッピングし、無駄のないよう上手に
お掃除します。

ロボット掃除機に対する不安や、不便に感じるところを解決するために
独自に開発した特許技術※1「3DビジョンTMテクノロジー」。掃除機の左右前面から
放たれる2方向のレーザーと正面のカメラを連動し、統合された情報によって
空間をマッピングすることでお部屋の中を無駄なくお掃除します。
また、障害物を立体的に認識するので物にぶつかる心配がなく、
お掃除前の片付けが不要。たとえ真っ暗な中でも正確に判断して動きます。
※1 3DビジョンTMテクノロジーの特許機能。 （特許第6202544号）

人間の目のように
空間を捉えてお掃除する
「3Dビジョン™テクノロジー」

※1
特許
技術
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目で見て判断するから、家具などにぶつからずにやさしくお掃除
特許技術※1の「3DビジョンTMテクノロジー」によって物体と自らの距離を測りながら動きます。

お掃除前の片付けが不要

上手に移動し
コードに絡まない
エレクトロラックスのロボット掃除機は、コードが1本だけ
伸びている場合はそのまま乗り越え、束になっている場合
はその場所を避けてコードの“きわ”までお掃除。お掃除中に
コード類をひっかけたり、巻き込んだりする心配はあり
ません。ラグなどのふさも上手に避けてキレイにします。

賢くお掃除するための
エリアマッピング機能
お掃除エリアをマッピングしながら、同時に
自らの現在地を判断するSLAM技術を採用。
最適なお掃除ルートを検出し、効率的なお掃除
ができます。また、リビングから書斎、寝室、子供
部屋へと複数のお部屋にまたがってお掃除し、
お掃除終了後は開始地点まで自動で戻ります。

ピュア・アイ・ナイン 2対応モデル： ピュア・アイ・エイト ピュア・アイ・ナイン 2対応モデル： ピュア・アイ・エイト

お掃除中に立ち往生しない

落下の心配がないから
留守中も安心
お部屋の家具の位置から廊下の
段差まで状況をみて判断するため、
階段や玄関で落ちる心配がありません。

段差の“きわ”
までしっかり
お掃除

※1 3DビジョンTMテクノロジーの特許機能。 （特許第6202544号）

cm
薄型ボディ

8.5
イスの脚まわりなども

ぶつからずにやさしくお掃除
手の届かない

狭い所にも入り込む
敷居やラグなどの

段差も上手に乗り越える

最大

までラクラク
cm2.2
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独自開発した技術でどんな床もスッキリ

高い吸引力

トップクラスのパフォーマンス

ピュア・アイ・ナイン 2対応モデル： ピュア・アイ・エイト

ブラシでゴミをかき集める一般的なロボット掃除機と
異なり、前面の吸引口からダイレクトにパワフル吸引。
ワイドな回転ブラシで一度に幅広い面をキレイにできます。

前面から一挙にゴミをキャッチ1
サイドブラシが壁の“きわ”まで入り込み、円形の一般的
なロボット掃除機では届きづらかった隅の隅まで
しっかりお掃除します。

三角形で隅のゴミも見逃さない2

エレクトロラックス
ロボット掃除機の場合

自分で戻って再スタートする
ピットストップ機能

フローリング、カーペット、たたみ等
いろいろな床面に対応

パワーモード：約60分

シーンや場所に応じて選べる3つの運転モード
通常モード：約100分

運転音を抑え広い範囲をお掃除高い吸引力で長時間運転パワフルな吸引力でスピーディーに
サイレントモード：約120分

ピュア・アイ・ナイン 2対応モデル： ピュア・アイ・エイト

PUREi9.2の場合、60m2（一般的な3LDKのマンションの広さ）
のお部屋にかかるお掃除時間は約60分。※2充電切れを心配
することなく、お部屋からお部屋へ短時間でお掃除できます。

1回の充電でお部屋をまたいでお掃除

効率のよいお掃除

吸引口までわずか約3cm

約

ワイドな回転ブラシ

20.5cm

※1

円形と       三角形のお掃除性能の違い

床の状況に応じて前進するスピードや、ブラシの回転を
自動調整する「オートパワー」機能を搭載。効率よく最適な
お掃除ができます。また、念入りにお掃除したい場所には、
ロボット掃除機を置いたまわりを重点的に動き回るスポット
クリーニングで対応します。

充電切れが近づくと、自動で充電台に戻って
素早くチャージ。充電完了後は、最後にお掃除
していた場所から再スタートし、お部屋全体が
キレイになるまでお掃除し続けます。お掃除
の途中で止まってしまう心配がありません。

ピュア・アイ・ナイン 2対応モデル：

一般的な
ロボット掃除機の場合

エレクトロラックス
ロボット掃除機の場合

一般的な
ロボット掃除機の場合

※1 国際規格IEC62929に基づく自社ラボラトリーでのゴミ除去率の試験(2019年5月に実施)の結果。ピュア・アイ・ナイン 2（パワーモード運転）の場合。

ゴミ除去率
（ダストピックアップ率）

92%独自開発の「エアエクストリームTMテクノロジー」により、
ロボット掃除機トップクラス※1のゴミ除去率（ダストピックアップ率）を実現。
フローリングもカーペットもキレイにお掃除できます。

※1

※2 部屋の形状や床の種類、状態などにより異なります。
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App Store・Google Playで検索

Electrolux Wellbeing

付 属 品

充電池
1セット（2コ）

フィルター
1コ

充電台&
ACアダプタ

1セット

サイドブラシ
2コ

シス テム

充 電 時 間

3DビジョンT Mテクノロジー

ピュア・アイ・ナイン  2
頼れるスタミナと進化したアプリで
ひとつ上のお掃除スタイルを実現。

PI92-6DGM
ダークゴールド

約2時間

パワーモード

60分
通常モード

約 約100分 約120分
サイレントモード

PI81-4SWP
ソフトホワイト

（                       ）カメラと2方向のレーザーで
お部屋をマッピング

付 属 品

充電池
1セット（2コ）

フィルター
1コ

充電台&
ACアダプタ

1セット

サイドブラシ
1コ

シス テム

充 電 時 間

3DビジョンT Mテクノロジー

ピュア・アイ・エイト
求められる基本性能がしっかり。
手間をかけずに隅々までお任せ。

約2.5時間

通常モード

40分
ECOモード

約 約60分
（                       ）カメラと2方向のレーザーで

お部屋をマッピング

排気は上方に排出
前面から一気にゴミを吸引し、上に向けて排気するため、
床のゴミやほこりを散らかしません。

ピュア・アイ・ナイン 2対応モデル： ピュア・アイ・エイト

工具を使わずにパーツを
外せるからメンテナンスが簡単

大容量ダストカップで
ゴミ捨て回数が軽減

ml700
大容量

※1

※1 水洗い後は完全に乾かしてからご使用ください。

いつでも清潔、水洗いできる
ダストカップとフィルター、
メンテナンスもラクラク

アプリ※2を使えばお掃除がもっと便利に

お掃除するエリアを指定できる
新機能「Floor Planner」により、お掃除するゾーン/したく
ないゾーンとエリア分けができ、曜日ごとにエリア・時間
を指定してスケジュール管理ができます。

また、お掃除するフロアは1階、2階、3階など3つまで
記録可能。家中を計画的にお掃除できます。

ピュア・アイ・ナイン 2対応モデル：

外出中でもアプリでお掃除お任せ

ピュア・アイ・ナイン 2対応モデル：
ピュア・アイ・エイト

常に最新の
状態で使える
アプリ

※2  アプリケーションの仕様は、予告なく変更になる場合があります。

スケジュール機能を使えば、曜日、
運転モードなどを指定してお掃除することが可能。
お掃除の経過をリアルタイムで確認できるので、
外出中でも安心してお掃除を任せられます。
急な来客でも、外からアプリを操作してお掃除。
キレイなお部屋でお迎えできます。
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それは、空気も空
Air Car

間も美しくする。
e Series

澄みわたる空気が巡り、心
エレクトロラックスで、空間そ

あなたらしい Better

地よい空間を創り続ける。
のものにこだわりと美しさを。
Livingを叶えます。

2021年2月発売
NEW
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北欧生まれの洗練されたスタイル
性能はもちろん、インテリアとしても調和するよう
デザインにこだわりました。外装には上質な雰囲気が

楽しめるファブリック素材を使用しています。

お部屋の中心にも置ける
5角形デザインで360°にキレイな空気を
5角形のデザインにより、
室内の空気を360°あらゆる方向から吸引。
AirSurroundシステムが生み出すスパイラル状の気流に乗せて、
浄化されたキレイな空気を360°全方位に排出します。
お部屋に入った瞬間、思わず深呼吸したくなる。
空気清浄機Pure A9は、そんな清 し々い空間をあなたにお届けします。

ファン・スピード最小モードでは、運転して
いることに気づかないほど。最大モード
でも静かなオフィスにいるくらいの運転音
です。※1空気をパワフルに浄化しながらも、
お部屋で過ごす時間を邪魔しません。

パワフルなのに音は静か

操作は直感的でカンタン
空気の状態を色でお知らせ
マニュアルモードでは、ファン・スピードをお好みで9段階に切り替えることが
可能。モードの切り替えやファン・スピードの設定などは、指先ひとつで簡単です。
4色に光るLEDライトで、お部屋の空気の状態をわかりやすくお知らせします。

空気がキレイ 汚れている

PureSenseシステムが室内の
空気環境を常に計測。スマート
モードでは、自動的に空気の変化
に対応します。

自動運転で
空気はいつも清潔

※1 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験結果。運転音の感じ方は、
個人によって異なります。

持ち運びに便利な
レザー調のハンドル

ファブリック素材で
家具に溶け込み
置く場所を選ばない

キャスター付きで
移動もラクラク
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※8 日本電機工業会規格JEM1467に基づき、第三者機関にて行った試験結果により算出。ご使用場所の状況や使い方により結果は異なります。  ※9 1日にタバコを5本吸った場合。日本電機工業会規格JEM1467に基づいた試験結果
による。ご使用状況やニオイの種類・強さによっては交換時期が早くなることがあります。フィルター交換時期はアプリで確認ができます。

PA91-606GY
グレー

ピュア・エー・ナイン

パワフルな性能を備え
大空間でもしっかり活躍。

（約54畳）

適用床面積（目安）※8 ※8

センサータイプ
PM1/ PM2.5/ PM10/ TVOC
（総揮発性有機化合物）/照度 /温度 /湿度 

8畳の清浄時間

約5.6分

PA91-406GY
グレー

ピュア・エー・ナイン

スパイラル気流が生み出す
キレイな空気を2色から。

（約37畳）

適用床面積（目安）

約~ 61m2

※8 ※8

センサータイプ
PM1/ PM2.5/ PM10/ TVOC
（総揮発性有機化合物）/照度 /温度 /湿度 

8畳の清浄時間

約8分

PA91-406DG
ダークグレー

STEP 1

メッシュフィルター

STEP 2

抗菌層

STEP 3

HEPA13フィルター
STEP 4

活性炭フィルター

STEP 5

イオナイザー※7

粒子の大きなホコリ
などをキャッチ

集塵した菌の
能力を99.99%

抑制※3

粒径0.3µmの
粒子を99.97%
キャッチ※4

臭い※5や
有害ガス（VOC）※6

を吸着

イオンを本体内部で
発生させ
効率よく集塵

見えない粒子まですっきり
ハウスダスト、花粉、PM2.5など、0.1-2.5μmレベルの微粒子を、
HEPA13フィルターを含む5ステップで、99%除去します。※1フィルターには
電子タグが付いており、使用状況を記憶することで、無駄なく使うことができます。
交換は、円筒のフィルター（別売）をそのまま入れ替えるだけで簡単です。

5ステップでお部屋の空気をキレイに

空気中を浮遊する
ウイルス・細菌・カビを

99%カット

アプリでもっと
便利に使える
専用アプリをスマホにダウンロードすれば、電源や
ファン・スピード、モードの切り替えなどの各種操作
がリモートで行えます。また、曜日、時間ごとに
スケジュール設定できる他、室内の空気状態やフィル
ターの寿命も確認できます。

※2

交換の目安:約2年※9

天然木の脚でより上質な雰囲気を
付属のキャスターは、高級感のある天然木のウッドレッグ
（別売）に付け替えが可能。上質な家具を思わせるスタイル
に早変わりします。

カラー：
クラシック・アッシュ
型番：
ECLLB1

ウッドレッグ（別売アクセサリー）

カラー：
クラシック・ウォールナット
型番：
ECLDB1

対応機種：PA91-606GY/PA91-406GY/PA91-406DG

対応機種：
PA91-606GY 
型番：
EFDCLN6

対応機種：
PA91-406GY/PA91-406DG
型番：
EFDCLN4

交換用フィルター（別売アクセサリー）

タスクを設定して
運転日時を指定

屋内外の空気の状態を
スマホで確認

App Store・Google Playで検索

Electrolux Wellbeing

活性炭フィルター搭載で
気になる臭いや有害ガスにも対応

約~ 88m2

ペット用トイレや体臭、タバコ臭などの生活臭
を脱臭。さらに、ホルムアルデヒドなどの有害ガス
であるVOCもキャッチするため、安心、快適な
空気環境の中で生活することができます。

※1 日本電機工業会規格JEM1467の基準に基づいた、32m3（約8畳）での試験結果。PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。JEM1467の微小粒子状物質（PM2.5）に対する除去性能評価試験では、0.1-2.5µmの範囲
の測定を行うため、0.1µm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物のすべてを除去できるものではありません。 ※2 一般財団法人日本食品分析センターにおいて、JEM1467の
附属書Dの試験方法を参考にして25m3の試験空間で行った除去性能評価試験結果（試験実施日：浮遊細菌につき2019年12月3日・浮遊カビにつき2020年1月7日・浮遊ウイルスにつき2020年1月16日）に基づき、同附属書Dの
記載に基づき算出した結果に基づく。実際の使用空間とは異なります。（Pure A9 の場合） ※3 2018年7月に第三者機関でGB 21551.2-2010 AppendixAによる試験結果に基づく。 ※4 第三者機関でのテスト結果に基づく。実際の
効果は、ご使用環境によって異なります。フィルターの性能のため、部屋全体の除去性能とは異なります。 ※5 日本電機工業会規格JEM1467に基づき、アセトアルデヒド、アンモニア、酢酸で実施した試験結果。生活臭は以下を想定。
(ペット臭：アンモニア、タバコ臭：アセトアルデヒド、人やペットの体臭：酢酸/アンモニア） ※6 第三者機関でのテスト結果に基づく。VOCとは揮発性有機化合物のことです。30m3（約8畳）の室内空間での試験結果であり、
実際の使用空間とは異なります。 ※7 空気清浄機の内部にある装置が空気中へイオンを拡散するものであり、物理的フィルターではありません。イオナイザーは、専用のアプリでオン/オフが可能です。



持ち運べて
好きな場所で
使える
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ファブリック素材のフロントパネルを備えた北欧デザインで、
家具のようにお部屋に自然に溶け込みます。壁掛けも可能な他、
ハンドル付きだからお部屋間の移動もラクにできます。

お部屋に溶け込むデザイン

ベッドルームや書斎の空気もキレイに
フロントパネルの側面360°から空気を吸い込む、360°エアフローシステムと3Dファンによって、
お部屋の空気を効率よく吸引。8畳のお部屋を約11.5分でキレイにする※1空気清浄機です。

お部屋で過ごす時間を
邪魔しない静音設計

※1 日本電機工業会規格JEM1467-2015に基づく2020年12月に実施された第三者機関での試験結果。

ファン・スピード最小モードでは、
運転していることに気づかないほどの静かさ。※2

また、スリープモード時には、
ファンのパワーを自動的に2に設定。
LEDライトはOFFになり眠りを妨げません。

お部屋の空気の状態をリアルタイムで
計測するセンサーを搭載。スマートモードに
設定すれば自動的に浄化レベルを調整し、
常に健康的な空気を保ちます。

自動的に清潔な空気をキープ

※2 第三者機関で日本電機工業会規格JEM1467に基づき2020年12月に
実施した試験結果。運転音の感じ方は、個人によって異なります。
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操作は直感的でカンタン
空気の状態を色でお知らせ
マニュアルモードでは、ファン・スピードをお好みで
5段階に切り替えることが可能。モードの切り替えや
ファン・スピードの設定などは、指先ひとつで簡単です。
4色に光るL E Dライトで、お部屋の空気の状態を
わかりやすくお知らせします。

活性炭フィルター搭載で
気になる臭いや有害ガスにも対応

微粒子やウイルスなども
徹底的に除去
ハウスダスト、花粉、PM2.5など、0.1-2.5μmレベルの微粒子を、
HEPA13フィルターを含む5ステップで、99%除去します。※2フィルターには
電子タグが付いており、使用状況を記憶することで、無駄なく使うことができます。

5ステップでお部屋の空気をキレイに

STEP 3

HEPA13フィルター

粒径0.3µmの
粒子を99.97%
キャッチ※4

空気中を浮遊する

PM2.5(0.1-2.5μm)を

99%カット

ウェル・エー・セブン

（約25畳）

適用床面積（目安）

約~ 41.1m2

※8 ※8

センサータイプ
PM1/ PM2.5/ PM10/ TVOC
（総揮発性有機化合物）/照度 /温度 /湿度 

8畳の清浄時間

約11.5分

WA71-305GY
ライトグレー

NEW

WA71-305DG
ダークグレー

NEW

内容物：
HEPA13フィルター、活性炭フィルター（セット）

型番：EFWFRH3型番：EFWCLN3
内容物：
活性炭フィルター（単体）

交換の目安※9

交換用フィルター（別売アクセサリー）

手軽に持ち運んで、いつも周囲の空気をキレイに。

アプリでもっと便利に使える
専用アプリをスマホにダウンロードすれば、各種操作
やスケジュール設定がリモートで行えます。室内の
空気状態やフィルターの寿命も確認できます。

App Store・Google Playで検索

Electrolux Wellbeing

2021年4月発売予定

※8 日本電機工業会規格JEM1467-2015に基づく2020年12月に実施された第三者機関での試験結果。 ※9 詳細はhttps://www.electrolux.co.jpへ。

お部屋に合わせてコーディネート
が楽しめるデコキット
色違いのファブリックカバーのデコキット（別売）
を使えば、フロントパネルの色を変えることが
可能。レザー調のハンドル、桐調のウッドレッグ
もセットです。

対応機種：WA71-305GY/WA71-305DG

Decor Kit（別売アクセサリー）
対応機種：WA71-305GY/WA71-305DG

HEPA13フィルター : 約1年
活性炭フィルター : 約6ヶ月

ペット用トイレや体臭、タバコ臭などの生活臭
を脱臭。さらに、ホルムアルデヒドなどの有害ガス
であるVOCもキャッチするため、安心、快適な
空気環境の中で生活することができます。

STEP 1

メッシュフィルター

粒子の大きなホコリ
などをキャッチ

STEP 2

抗菌層

集塵した菌の
能力を99.99%

抑制※3

STEP 4

活性炭フィルター

臭い※5や
有害ガス（VOC）※6

を吸着

STEP 5

イオナイザー※7

イオンを本体内部で
発生させ
効率よく集塵

※1

カラー：ノルディックフォレスト
型番：EKITW1

カラー：ソフトバーチ
型番：EKITW2

※1 2020年6月に第三者機関で実施したISO18184:2014（E）による試験結果に基づく。 ※2 日本電機工業会規格JEM1467の基準に基づき、32m3（約8畳）で製品本体を運転して行った試験結果。PM2.5とは、
2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。JEM1467の微小粒子状物質（PM2.5）に対する除去性能評価試験では、0.1-2.5µmの範囲の測定を行うため、0.1µm未満の微小粒子状物質については、除去の確認が
できていません。また、空気中の有害物のすべてを除去できるものではありません。 ※3 2019年12月に第三者機関で実施したGB 21551.2-2010 AppendixAによる試験結果に基づく。 ※4 2020年10月の第三者機関
でのテスト結果に基づく。実際の効果は、ご使用環境によって異なります。フィルターの性能のため、部屋全体の除去性能とは異なります。 ※5 2020年11月に第三者機関で日本電機工業会規格JEM1467に基づき、
アセトアルデヒド、アンモニア、酢酸で実施した試験結果。生活臭は以下を想定。(ペット臭：アンモニア、タバコ臭：アセトアルデヒド、人やペットの体臭：酢酸/アンモニア） ※6 2020年11月に実施した第三者機関で
のテスト結果に基づく。30m3（約8畳）の室内空間での試験結果であり、実際の使用空間とは異なります。VOCとは揮発性有機化合物のことです。 ※7 空気清浄機の内部にある装置か空気中へイオンを拡散するもので
あり、物理的フィルターではありません。イオナイザーは、専用のアプリでオン/オフが可能です。 



ソフトブラシノズル

44

JANコード

ノズル収納袋

隙間ノズル

ブラシノズル

集塵容量

ハンドユニットのみ

集塵方式

スティック時

充電ステーション含む

スティック時

ハンドユニットのみ

出力電力

消費電力（1時間充電）

充電時間（完全放電後）

最大モード

通常モード

低電力モード

自立式

LED

ブラシロールクリーン機能

メーカー保証

充電ステーション&
ACアダプタセット

キレイな排気

クリーナータイプ

型番

カラー

質量

寸法（幅    奥行き    高さmm）

運転時間

ノズルタイプ

充電池

U Vベッドノズル

スーパーロングノズル

スーパーロングノズル用
アングルブラシ

ブラシロールクリーン
フロアノズル

フィルターセット

付属品

JANコード

充電池

フィルター

本体

充電台

本体

ECOモード

充電時間（完全放電後）

サイレントモード

通常モード

パワーモード

システム

型番

カラー

質量

寸法（幅    奥行き    高さmm）

運転時間

出力電力

充電池

本体

消費電力（1時間充電）

サイドブラシ

充電台 & ACアダプタ

メーカー保証

集塵容量

アプリ/Wi-Fi接続

自動充電 /自動再開

無線周波数帯域

運転モード

JANコード

8畳の清浄時間

アプリ/Wi-Fi接続

最小/最大風量

型番

カラー

充電台 &
ACアダプタ

付属品

無線周波数帯域

質量

本体

最小/最大消費電力

1時間あたりの電気代

コードの長さ

メーカー保証

運転音

センサータイプ

適用床面積（目安）

ファン・スピード

交換用フィルター

本体

JANコード

8畳の清浄時間

アプリ/Wi-Fi接続

最小/最大風量

型番

カラー

無線周波数帯域

質量

本体

最小/最大消費電力

1時間あたりの電気代

コードの長さ

メーカー保証

運転音

センサータイプ

交換用フィルター

適用床面積（目安）

ファン・スピード

寸法（幅    奥行き    高さmm）

寸法（幅    奥行き    高さmm）

1年 1年

製品ラインアップ コードレス・スティッククリーナー ロボットクリーナー 空気清浄機

ピュア・キュー・ナイン

7332543723577

リチウムイオン電池
25.2V

インディゴブルー

PQ92-3OBF

約4時間

35V / 500mA

約22.0 W

約 25分

約14分

約 53分

2年

※3

※2

スティック&ハンディ

（                        ）サイクロン・多層フィルター
排気フィルター

155

122

188

1097

470

1101

256

110

307

300ml

2.9kg

1.45kg

サイクロン式

パワープロフロアノズル
（電動ブラシ）

ピュア・キュー・ナイン

7332543723850

リチウムイオン電池
25.2V

サテンホワイト

PQ92-3BWF

約4時間

35V / 500mA

約22.0 W

約 25分

約14分

約 53分

2年

※3

※2

※1

スティック&ハンディ

（                        ）サイクロン・多層フィルター
排気フィルター

155

122

188

1097

470

1101

256

110

307

300ml

2.9kg

1.45kg

サイクロン式

パワープロフロアノズル
（電動ブラシ）

ウェル・キュー・セブン

7332543730674

リチウムイオン電池
21.6V

サテンホワイト

WQ71-2BSWF

約4.5時間

35V / 500mA

約13.2W

約 50分

約14分

1年

※5

※4

スティック&ハンディ

（                        ）サイクロン・多層フィルター
排気フィルター

140

132

196

1105

438

1128

258

110

282

300ml

2.8kg

1.45kg

サイクロン式

パワープロフロアノズル
（電動ブラシ）

ウェル・キュー・シックス

7332543729630

リチウムイオン電池
18V

デニムブルー

WQ61-1EDBF

約4.5時間

25V / 500mA

約11.0 W

約45分

約13分

1年

※5

※4

スティック&ハンディ

（                        ）サイクロン・多層フィルター
排気フィルター

140

132

196

1105

438

1128

258

110

282

300ml

2.65kg

1.35kg

サイクロン式

パワープロフロアノズル
（電動ブラシ）

ウェル・キュー・シックス

7332543734290

リチウムイオン電池
18V

グラニットグレー

WQ61-1OGG

約4.5時間

25V / 500mA

約11.0 W

約45分

約13分

1年

※5

※4

スティック&ハンディ

（                        ）サイクロン・多層フィルター
排気フィルター

140

132

196

1105

438

1128

258

110

282

300ml

2.65kg

1.35kg

サイクロン式

ブラシロールクリーンフロアノズル
（電動ブラシ）

ピュア・アイ・ナイン 2

7332543704941 7332543705092

PI92-6DGM

約60分

約100分

約120分

約2時間

2.5kg

ピュア・アイ・エイト

ソフトホワイトダークゴールド

PI81-4SWP

約40分

22V /  2100mA 22V / 1000mA

リチウムイオン電池 リチウムイオン電池

約34.9Wh 約14.5 Wh

約60分

約2.5時間

2.5kg

0.8kg 0.7kg

700ml 700ml

2.4GHz帯 2.4GHz帯

パワーモード/通常モード
サイレントモード

スポットクリーニング

通常モード
ECOモード

スポットクリーニング

275 85315 280 85325

315 750315

210 95350 210 95350

1年 1年

3Dビジョン™テクノロジー

（                        ）カメラと2方向のレーザー
でお部屋をマッピング

3Dビジョン™テクノロジー

（                        ）カメラと2方向のレーザー
でお部屋をマッピング

ピュア・エー・ナイン

7332543718504

PA91-606GY

ピュア・エー・ナイン

グレーグレー

ピュア・エー・ナイン

ダークグレー

永くご愛用いただくために、また、エレクトロラックスお客様サポートのより良いサービスを受けていただくために、
ご購入後30日以内の製品登録をお願いいたします。ご登録はエレクトロラックスのホームページから。製品登録をお願いします
www.electrolux.co.jp

※1 付属品のブラシロールクリーンフロアノズルへ交換・使用時。 ※2 EN 60312-1:2017に基づき、2020年5月に自社ラボラトリーにて実施された、0.3-10µmの微粒子のゴミ除去の試験結果。PQ92-3BWFの場合。    ※3 低電力
モードでの最長運転時間。電源をオンにすると電源を切る前に使用していたモードからスタートします。クリーナーを充電ステーションに置くと、モードがリセットされ、通常モードに切り替わります。 ※4 国際規格ISO16890に基づき、
2020年8月に自社ラボラトリーにて実施された、0.7-10µmの微粒子のゴミ除去の試験結果。WQ71-2BSWFの場合。  ※5 通常モードでの最長運転時間。電源をオンにすると最大モードからスタートします。

※ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ※製品の仕様・定格・デザインは、改善等のため予告なく変更することがあります。 ※製品写真は印刷物につき、実物とは色等が若干異なる場合があります。

製品には、保証書がついています。 保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

約1.1～9.5m3/分

約3.9～39.5W

PM1 / PM2.5 / PM10
 TVOC（総揮発性有機化合物）
照度 / 温度 / 湿度

2.4GHz帯

315 590315

7332543718443

PA91-406GY

7332543718498

PA91-406DG

約8分

約0.9～6.8m3/分

約4.2～26.1W

約0.1～1.1円 約0.1～0.7円

PM1 / PM2.5 / PM10
 TVOC（総揮発性有機化合物）
照度 / 温度 / 湿度

2.4GHz帯

https://shop.electrolux.co.jp/

エレクトロラックス ダイレクト

※7 ※7

約18～52dB 約17～48dB※8 ※8

～約88m2（約54畳）※6 ～約61m2（約37畳）※6

9段階 9段階

EFDCLN6 EFDCLN4

約2.0m 約2.0m

8.9kg 7.9kg

1年

ウェル・エー・セブン ウェル・エー・セブン

213 480579

約2.0m

6.5kg

7332543783878

WA71-305GY

ライトグレー

7332543786718

WA71-305DG

ダークグレー

約11.5分

約1.4～5.2m3/分

約4.1～13.7W

2.4GHz帯

約0.1～1.2円

～約41.1m2（約25畳）

約16～48dB

5段階

エルゴラピードの充電池内蔵ハンドユニットや
掃除機・空気清浄機の消耗品・アクセサリーなど
を各種取り扱っております。

エレクトロラックス
公式オンラインショップ

※6 日本電機工業会規格JEM1467に基づき、第三者機関にて行った試験結果により算出。ご使用場所の状況や使い方により結果は異なります。 ※7 新電力料金目安単価27円/kWhで算出。（2014年4月公益社団法人 全国家庭電気製品
公正取引協議会 新電力料金目安単価（税込）） ※8 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験結果。運転音の感じ方は、個人によって異なります。 ※9 日本電機工業会規格JEM1467-2015に基づく2020年12月に実施された
第三者機関での試験結果。  ※10 第三者機関で日本電機工業会規格JEM1467に基づき2020年12月に実施した試験結果。運転音の感じ方は、個人によって異なります。

約5.6分※6 ※6

※9

※9

※10

PM1 / PM2.5 / PM10 / TVOC（総揮発性有機化合物）
照度 / 温度 / 湿度

EFWCLN3（HEPA13フィルター・活性炭フィルター）
EFWFRH3（活性炭フィルター）

※7



エレクトロラックス・ジャパン株式会社

www.electrolux.co.jp

掃除機・空気清浄機の消耗品、パーツ等は
エレクトロラックス公式オンラインショップにて販売しています。

https://shop.electrolux.co.jp/

100年以上の歴史を持つ家電メーカーのグローバルリーディングカンパニー
全世界120のマーケットで、年間約6,000万台の家電製品を販売

エレクトロラックスは
日本国内の専門スタッフによる迅速な対応での
お客様サポートをお約束いたします
エレクトロラックス製品に関するお問い合わせや、ご相談は下記の電話番号にご連絡ください。
どんな質問にも専門のスタッフが丁寧にお答えいたします。

製品や仕様に関するお問い合わせ

付属品パーツのご購入方法について

お使いの製品の修理・お手入れ等に関するご相談

製品の使用・ご活用に関するさまざまな情報

製品保証内および保証外修理について

月～金曜日 9:00AM～5:30PM  土日祝および年末年始はお休みさせていただきます。

※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ご了承ください。

エレクトロラックス お客様サポート
フリーダイヤル

0120-540-202

回収から修理後のご返却まで 72時間以内万が一、修理が必要な場合でも ※

2021年2月版




