
タイプ 
コードレススティック掃除機　
RACTIVE Air

コードレススティック掃除機
FREED

形　名 EC-AR2SX EC-AR2S EC-SX530

外　観

-N（ゴールド系）
-P（ピンク系）
-V（バイオレット系）●

-P（ピンク系）
-N（ゴールド系）●

電源方式 充電式（リチウムイオン電池、18V）

最長連続運転時間

弱モード：約60分※5
（約30分×バッテリー2個）
自動モード：約40分※5
（約20分×バッテリー2個）
強モード：約16分※5
（約8分×バッテリー2個）

弱モード：約30分※6
自動モード：約20分※6
強モード：約8分※6

標準モード：約60分※5
（約30分×バッテリー2個）
自動モード：約40分※5
（約20分×バッテリー2個）
強モード：約16分※5
（約8分×バッテリー2個）

消費電力 充電中：約40W/充電完了後：約0.5W
充電時間 約80分（バッテリー1個）※7

集じん容積 0.13L 0.2L
本体寸法［幅×奥行×高さ］ 222×220×980 ㎜ 237×212×1,038 ㎜
本体質量（標準質量）※9 1.1（1.5）kg 1.5（2.4）kg

付属品

• スグトルブラシ  • はたきノズル
• すき間ノズル  • 充電器

• スグトルブラシ
• はたきノズル
• すき間ノズル
• バッテリー×1個
• 充電器

• 延長ホース
• 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
• スタンド用フック
• バッテリー×2個 
• 充電器

タイプ 
コードレスキャニスターサイクロン掃除機　
RACTIVE Air

コードレスキャニスター紙パック式掃除機　
RACTIVE Air

プラズマクラスター搭載
2段階遠心分離サイクロン掃除機 紙パック式掃除機

形　名 EC-AS700 EC-AS500 EC-AP700 EC-AP500 EC-G8X EC-P8X EC-KP15P

外　観

-N（ゴールド系）
-P（ピンク系）
-Y（イエロー系）● -N（ゴールド系）

-P（ピンク系）
-Y（イエロー系）● -N（ゴールド系） -P（ピンク系）

-W（ホワイト系）
-Y（イエロー系）●

電源方式 充電式（リチウムイオン電池、18V） 電源コード式
吸込仕事率※a — 200～約40W 200～約40W 300～約70W

最長連続運転時間

弱モード：約60分※5
（約30分×バッテリー2個）
自動エコモード：約40分※5
（約20分×バッテリー2個）
強モード：約16分※5
（約8分×バッテリー2個）

弱モード：約30分※6
自動エコモード：約20分※6
強モード：約8分※6

弱モード：約60分※5
（約30分×バッテリー2個）
自動エコモード：約40分※5
（約20分×バッテリー2個）
強モード：約16分※5
（約8分×バッテリー2個）

弱モード：約30分※6
自動エコモード：約20分※6
強モード：約8分※6

— — —

消費電力 充電中：約40W/充電完了後：約0.5W 850～約300W 850～約300W 850～約240W
充電時間 約80分（バッテリー1個）※7 — — —
運転音※8 — 66～約58dB 66～約61dB 66～約62dB
集じん容積 0.25L 1.0L  0.25L 0.25L  1.0L 
コードの長さ — 5.0m 5.0m 5.0m
本体寸法［幅×奥行×高さ］ 204×390×230 ㎜ 194×395×182 ㎜ 215×350×229 ㎜ 215×350×229 ㎜ 189×377×176 ㎜
本体質量（標準質量）※9 1.8（2.9）㎏ 2.9（4.5）㎏ 2.9（4.5）㎏ 2.2（3.7）㎏
スタンド収納時の高さ（コンパクト収納時の高さ） 約1,200 ㎜ 915（730）㎜ 915（730）㎜ 1,100 ㎜

付属品

• ふとん掃除パワーヘッド 
• ジョイントパイプ
• 2段伸縮すき間ノズル
• はたきノズル
• ベンリブラシ
• ホースフック
• バッテリー×2個 
• 充電器

• 2段伸縮すき間ノズル
• はたきノズル
• ベンリブラシ
• ホースフック
• バッテリー×1個
• 充電器

• ふとん掃除パワーヘッド 
• ジョイントパイプ
• 2段伸縮すき間ノズル
• はたきノズル
• ベンリブラシ
• ホースフック
• バッテリー×2個 
• 充電器
• プレミアム抗菌※4・高捕集5層紙パック（1枚）

• 2段伸縮すき間ノズル
• はたきノズル
• ベンリブラシ
• ホースフック
• バッテリー×1個
• 充電器
• プレミアム抗菌※4・高捕集5層紙パック（1枚）

• 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

• すき間ブラシ
• 3層紙パック（1枚）

自走パワーアシスト※1

遠心分離サイクロン

床面検知（自動エコモード）     

赤外線ゴミセンサー( 自動モード)

スタンバイ機能

マジックバランス（自立）

自走パワーアシスト※1

強力電動パワーアシスト※10
（e-ドライブ搭載）

高圧吸引バンパー

集じん方式

吸込口

吸込口

集じん方式

排気クリーン

エコ掃除機能

エコ掃除機能

遠心分離サイクロン 高捕集紙パック式

使
い
や
す
さ

使
い
や
す
さ

フィルターお手入れ

フィルターお手入れ
水洗い

水洗い

便利機能

ごみ捨て

ごみ捨て

排気クリーン

ダストカップ

ダストカップ

簡単フィルタークリーニング

簡単フィルタークリーニング
回転ブラシ・カップ・フィルター

回転ブラシ・カップ・フィルター

回転ブラシ 回転ブラシ・カップ・フィルター 回転ブラシ

強力ごみ圧縮「スクリュープレス（ネコの舌）」/ワンタッチ底からポイ

カンタンごみ捨て

抗菌※2・消臭※3高性能プリーツフィルター（水洗い可能）

ワンタッチ着脱カップ

ふんわり排気

Ag+アレルディフェンスフィルター
清潔・簡単ごみ捨て紙パック

抗菌※2・消臭※3高性能プリーツフィルター（水洗い可能） プレミアム抗菌※4・高捕集5層紙パック 3層紙パック

紙パック式2段階遠心分離サイクロン

極細ループから拭きブラシ

抗菌※2・消臭※3高性能プリーツフィルター（水洗い可能）

プラズマクラスターをダストカップ内に放出（静電気抑制）

ダストカップにプリーツフィルターなし

強力ごみプレス「固めてポン」/ワンタッチ底からポイ 清潔・簡単ごみ捨て
紙パック

ワイド30cmワイド30cm

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。

簡単フィルター
クリーニング

つまみやハンドル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
フローリングやじゅうたんなど床面に合わせ
てパワーセーブ。効率よく掃除をして、無駄な
電力を抑えます。

赤外線
ゴミセンサー

汚れに応じてパワーセーブ。効率よく掃除を
して、無駄な電力を抑えます。

ちょいかけ
フック 

ラバー製のフックを搭載しているので、いろん
な場所にサッと立てかけて、いつでもサッと
使い始めることができます。

※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 床面の材質、使用環境、使用状態により操作力には差が出ることがありま
す。　※2 ●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）：抗菌活性値2.0以上（抗菌効果あり）　※3 ●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　※4 ●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：抗菌活性値2.0以上 ●抗菌剤/有効成
分：繊維に銀錯体を塗工 ●抗菌の処理を行っている部分の名称：紙袋内層紙。　※5 満充電、電池初期状態でバッテリーを2個連続使用した際の当社規定条件下での最長運転時間。
床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。　※6 満充電、電池初期状態でバッテリーを1個使用した際の当社規定条件下での最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状

態により異なります。　※7 充電時間は周辺温度、使用条件などによって異なります。　※8「運転音」の表示は、JIS C 9108による。　※9 本体質量は本体のみの質量です（コード付
き掃除機はコードリールを含む本体のみの質量です。コードレス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（コードリールを含む、またはバッテリーを含む）、ホー
ス、パイプ、吸込口の合計質量です。　※10 杉・ひのき・パイン・クッションフロアなどのやわらかい床材では、床材を傷つけたり異音がしたりする場合があります。　※11 当社コード
レス掃除機以外では、ご使用いただけません。EC-AR2SX/AR2S/A1RX/A1R以外の適用機種は同梱のジョイントパイプをご使用ください。最新の適用機種については当社ホームページ
をご覧ください。 http://www.sharp.co.jp/support/cleaner/option/　※12 ●試験機関：（一財）日本食品分析センター ●試験方法：ELISA法　※13 ●試験機関：（一財）ボーケ
ン品質評価機構 ●試験方法：検知管法　※14 ●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

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。

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。

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
ブラシ フローリングや畳の汚れも拭き取ります。

抗菌※2消臭※3 
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※2※3、
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。

プレミアム
抗菌※4・高捕集

5層紙パック
細かなごみまで捕集して、排気がキレイ。
さらに抗菌※4仕様で衛生的。

フッ素加工
ULPAクリーン

フィルター
排気をクリーンに排出します。

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）※12、アンモニア臭をAg+イオンの力で吸
着・分解※13。

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※14。

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。

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。

スクリュープレス
（ネコの舌）

吸い込んだごみを強力に圧縮、表面にネコ科の動物の
舌を模した突起を採用し、ネコが自らの毛をなめて固め
るように、吸い込んだごみを固めて再膨張を抑えます。

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。

ふとん掃除パワーヘッド
EC-H01FP
希望小売価格：10,000円+税

最大約10,000回 / 分の
高速振動で
花粉やハウスダストを
叩き出す。

適用機種※11： 
EC-AS700/AS500/AP700/
AP500/AR2SX/AR2S/A1RX/
A1R/SX530/SX520/SX320/
SX310/SX210/DX100
（ただし、DX100では
ふとん掃除パワーヘッドは、
お使いいただけません。）

タテヨコ曲がるすき間ノズル
EC-N02SN
希望小売価格：4,500円+税

家具の下や
家具と壁の間などの
狭いすき間に
入り込む。

バッテリー
BY-5SB
希望小売価格：8,000円+税

適用機種： 
EC-AS700/AS500/AP700/AP500/AR2SX/AR2S/A1RX/A1R/
SX530/SX520/SX320/SX310/SX210/SX200
＊商品同梱バッテリーと同等品。
（EC-SX200は除く。）

コードレス掃除機がより便利に使えるオプション品

から拭きブラシ

自走アシスト

極細ループから拭きブラシ
クリーンフィルター

ワンタッチ着脱カップ ワンタッチ着脱カップ

プレミアム
パッケージ

モデル

プレミアム
パッケージ

モデル

プレミアム
パッケージ

モデル

床みがきブラシ

Ag+アレルディフェンスフィルター アレルディフェンスフィルター Ag+アレルディフェンスフィルター

フッ素加工 ULPA
クリーンフィルター  

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
×2個

ちょいかけフック

床面検知 ( 自動モード)


