
タイプ プラズマクラスター搭載2段階遠心分離サイクロン
プラズマ
クラスター搭載
遠心分離
サイクロン

遠心分離
サイクロン

形　名 EC-G8X EC-P8X ★ EC-FX60T ★ EC-QX310 ★ EC-CT12

外　観

-N（ゴールド系） -P（ピンク系） -R（レッド系） -P（ピンク系） -Ｃ（ベージュ系）

吸込仕事率※a 200～約40W 200～約40W 200～約45W 300～約70W 450～約70W

消費電力 850～約300W 850～約300W 850～約300W 850～約240W 1,000～約240W

運転音※4 66～約58dB 66～約61dB 66～約61dB 64～約57dB 64～約57dB

集じん容積※5／コードの長さ 0.25L ／ 5.0m 0.25L ／ 5.0m 0.25L ／ 5.0m 0.25L ／ 5.0m 0.35L ／ 5.0m

本体寸法［幅×奥行×高さ］ 215×350×229㎜ 215×350×229㎜ 215×350×229㎜ 177×304×239㎜ 257×363×248㎜

本体質量（標準質量）※6 2.9（4.5）㎏ 2.9（4.5）㎏ 2.9（4.2）㎏ 2.4（3.8）㎏ 3.8（5.0）㎏

スタンド収納時の高さ
（コンパクト収納時の高さ） 915（730）㎜ 915（730）㎜ 900（695）㎜ 900（700）㎜ 950（725）㎜

付属品
コンパクトふとん掃除ヘッド・

2段伸縮すき間ノズル・
ベンリブラシ

すき間ノズル・
ベンリブラシ

すき間ノズル・
ベンリブラシ

コンパクトふとん掃除ヘッド・
フリーアングルすき間ブラシ・

ベンリブラシ
すき間ノズル

タイプ コードレススティックサイクロン掃除機
FREED

コードレススティックサイクロン掃除機
RACTIVE Air

形　名 EC-SX520 EC-SX320 EC-A1RX EC-A1R

外　観
-P（ピンク系）
-Y（イエロー系）●

-R（レッド系）
-A（ブルー系）● -N（ゴールド系）

-P（ピンク系）
-Y（イエロー系）●

電源方式 充電式（リチウムイオン電池、18V）

消費電力 充電中：約40W/充電完了後：約0.5W

集じん容積※5 0.2L 0.13L

本体寸法［幅×奥行×高さ］ 237×212×1,038㎜ 221×213×1,011㎜ 222×220×980㎜

標準質量 2.4kg（本体、ヘッド、
パイプ、バッテリーを含む）

2.1kg（本体、ヘッド、
パイプ、バッテリーを含む）

1.5kg（本体、ヘッド、パイプ、バッテリーを含む） / 
本体質量1.1kg※6
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Ag+アレルディフェンスフィルター キャッチしたアレル物質（ダニのふん・死がい）※9、
アンモニア臭をAg+イオンの力で吸着・分解※10。

アレルディフェンスフィルター キャッチしたアレル物質（ダニのふん・死がい）を
人工酵素の力で吸着・分解※11。

プラズマクラスターを 
ダストカップ内に放出

プラズマクラスターイオンが静電気による
カップへのごみの付着を抑えます。

プラズマクラスターを 
空気中に放出

クリーン排気にのせて
プラズマクラスターイオンを空気中に放出。

抗菌※3Ag+ダストカップ Ag+イオン抗菌※3加工で
カップ内の雑菌の活動を抑制。

強力ごみプレス「固めてポン」
ダストカップの着脱動作に連動してごみを圧縮。
ごみ捨て時のホコリの舞い立ちを抑え、清潔に 
捨てられます。

ワンタッチ底からポイ ボタンを押すだけで、
ダストカップの底が開いてワンタッチでごみ捨て。

ワンタッチ着脱カップ ボタンを押すとダストカップが着脱でき
カンタンごみ捨て。

簡単フィルタークリーニング つまみを回すだけで高性能プリーツフィルターを
カンタンにクリーニング。

床面検知 エコ掃除 床面や掃除動作にあわせてパワーセーブ。
電気代を節約します。

節電アイドリングストップ お掃除動作にあわせて自動的にオン・オフ。
無駄な電力を抑えます。

コンパクトふとん掃除ヘッド ふとんやカーテンのホコリ、
花粉やペットの抜け毛もスッキリ吸じん。

2段階遠心分離サイクロン
中心部の遠心分離サイクロン周囲に、さらに強力
な旋回気流を発生させる8つの小型サイクロンを
搭載し、微細なホコリまで空気と強力に遠心分離。

遠心分離サイクロン 高速旋回気流でごみと空気を強力に遠心分離。

モーター駆動パワーヘッド ヘッド内蔵モーターで
ブラシを強力に回転させます。

強力自走パワーアシスト 回転ブラシが操作を強力アシスト。
軽い力でラクにお掃除できます。

自走パワーアシスト 回転ブラシが操作をラクにアシスト。

タービンヘッド 風の力でブラシを強力回転※7。

高圧吸引バンパー
軟質素材のバンパーを壁に押しつけると、壁と 
吸込口との間の密閉性が高まり吸引力がアップ。
壁際の綿ボコリまで逃さずキャッチします。

極細ループから拭きブラシ
眼鏡拭きなどにも使用される東レ株式会社の 
極細繊維をループ状に加工。微細な汚れを絡め
取ります。

床みがきブラシ フローリングのしつこい皮脂汚れも
みがいて拭き取ります。

から拭き機能 フローリング・たたみのから拭きができます。

抗菌※1消臭※2 
高性能プリーツフィルター

雑菌の繁殖とアンモニアの臭いを抑えて※1※2、
微細じんをしっかりキャッチ。水洗いでき、清潔に
保てます。

高性能プリーツフィルター プリーツ状のフィルターで微細じんをしっかり
キャッチ。水洗いでき、清潔に保てます。

フッ素加工
ULPAクリーンフィルター

排気中の0.3μm以上のハウスダストを
99.999％以上キャッチ※8。

※a 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で最大（〜最小）値を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみの溜まり具合や床材の違い等
により異なります。お掃除の際は、床材に合わせたふさわしいポジションをお選びください。　※1 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構●試験方法：菌液吸収法●試験結果（抗菌効
果）：静菌活性値2.2以上（抗菌効果あり）　※2 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構●試験方法：繊維評価技術協議会法　※3 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構●試
験方法：フィルム密着法●抗菌方法：無機系抗菌剤（銀イオン）を樹脂に練り込み。●試験結果（抗菌効果）：抗菌活性値2.0以上（抗菌効果あり）　※4「運転音」の表示は、JIS C 9108
による。　※5 当社推奨ごみ捨てラインまでの容積。このラインを超えてごみを吸わせ続けると吸引力が落ちる場合があります。　

※6 本体質量は本体のみの質量です（コードレススティックサイクロン掃除機はバッテリーを含む本体のみの質量です）。（標準質量）は本体、ホース、延長管、吸込口の合計質量です。　※7 床
面の状況によっては、ブラシの回転が止まることがあります。　※8 当社試験粉じん（JIS4種タルク粉）による排気性能試験にて排気中の0.3μm〜10μmの粉じん数量（平均値）を測定。当社
試験ごみによるものであり、環境や使い方によって異なります。　※9 ●試験機関：（一財）日本食品分析センター●試験方法：ELISA法　※10 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機
構●試験方法：検知管法　※11 ●試験機関：信州大学●試験方法：ELISA法電気泳動法●抑制方法：人工酵素を表面に処理 ★印は在庫僅少。

床面検知 エコ掃除 エコ掃除

強力自走パワーアシスト

電動パワーアシスト（e-ドライブ搭載）

高圧吸引バンパー

自走アシスト機能

プラズマクラスター

集じん方式

吸込口

吸込口

排気クリーン

エコ掃除機能

プラズマクラスターをダストカップ内に放出
プラズマクラスターを空気中に放出

2段階遠心分離サイクロン 遠心分離サイクロン

モーター駆動パワーヘッド

自走パワーアシスト

モーター駆動パワーヘッド

極細ループから拭きブラシ

高圧吸引ノズル
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タービンヘッドタービンヘッド

④アレルディフェンスフィルター

節電アイドリングストップ 節電アイドリングストップ

ごみ捨て（ごみ圧縮）／
お手入れ

ダストカップ

強力ごみプレス「固めてポン」／
ダストカップにプリーツフィルターなし

ワンタッチ底からポイ／
ダストカップに
プリーツフィルターなし

抗菌※3Ag+ダストカップ
ワンタッチ着脱カップ／
簡単フィルタークリーニング

（手元でお知らせ お手入れサイン）
ワンタッチ着脱カップ／
簡単フィルタークリーニング

ク
リ
ー
ン
機
能 ①抗菌※1・消臭※2高性能プリーツフィルター（水洗い可能）

②フッ素加工ULPAクリーンフィルター

③Ag+アレルディフェンスフィルター

⑤高性能プリーツフィルター

から拭き機能

から拭き機能

床みがきブラシ

床みがきブラシワイド30cmワイド30cm

付属品 コンパクトふとん
掃除ヘッド ベンリブラシ スタンド用フック 充電器 バッテリー 延長ホース ２段伸縮すき間

ノズル すき間ノズル

EC-SX520 ○ ○ ○ ○ 2個 ○ ○ —
EC-SX320 ○ ○ ○ ○ 1個 — — ○

付属品 ふとん掃除パワーヘッド タテヨコ曲がるすき間ノズル バッテリー はたきノズル すき間ノズル 充電器

EC-A1RX ○ ○ 2個 ○ ○ ○
EC-A1R —（別売） —（別売） 1個 ○ ○ ○


