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驚きの吸引力を誇る掃除機 

Miele Compact C2シリーズより、新機種新発売 

Press Release 
2015年2月 

ミーレ・ジャパン株式会社 

昨年新発売されたミーレのキャニスター掃除機、Compact C2シリーズ。消費者が掃除機に求める2大機能である、強力

な吸引力と排気のクリーンさは言うまでもなく、洗練されたカラフルな多色展開も人気を呼んでいます。 

そんなCompact C2シリーズより、今までのラインナップにない機能を搭載した新機種が登場します。 

 

機種によって標準装備のヘッドノズル、ハンドルやフィルター、さらに付属するノズルのバリエーションが異なるので、掃除スタイ
ルやニーズに応じて選べるのが特長のCompact C2シリーズ。マンゴーレッドには、「アクティブエアクリーンフィルター」を標
準搭載しました。フィルターに装着された活性炭が、イヤなニオイを73%※吸着するので、排気のニオイも気になりませ
ん。 

付属するノズルは、4種類。狭い空間や床面の壁際などに便利なすきま用ノズルや、ホコリ取りに優れたブラシなどの他に、
本製品にのみ標準装備されているハンドターボブラシは、昨今消費者のニーズが高まっている布団の掃除にも最適です。
またCompact C2らしいビビッドなマンゴーレッドカラーも、掃除を楽しくしてくれます。 

 

近年掃除機も特定の機能に特化したタイプなど様々な種類が増えている中、ミーレは1台の掃除機であらゆる機能を兼ね
備え、何役もこなせるマルチな掃除機を提供いたします。 
 

 

2015年2月20日（金）新発売 

布団掃除に最適なハンドターボブラシと、排気のイヤなニオイも吸収するフィルターを搭載 

SDBO 0 MR ￥46,000（税抜）／¥49,680（税込） 

※ EN 13725に準拠したテスト結果 
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こだわり抜いた3つの特長 

「吸引力とは何か？」ミーレは徹底的に考え抜きました。 

モーターの性能だけが吸引力に対して重要な役割を担っているのではなく、
掃除面に接地するノズルの形状、流線的な空気の流れや掃除機本体の気
密性も強い影響力があります。 

これら3つが効果的に働くことで初めて最大の吸引力は発揮されるのです。 

 

 

どんなゴミも取り逃さない、驚きの吸引力！ 

新開発のHyClean3Dダストバッグ 

11層の画期的なエアクリーンシステムで、徹底的に排気をろ過します。 

ミーレ独自の①「HyClean（ハイクリーン）3Dダストバッグ」は、柔軟性のある特殊耐久素材から
なる9層構造。画期的なソフト素材により空気の透過性がさらに向上しています。 

さらに②「モーター保護フィルター」、③「エアクリーンフィルター」で、どんな微細なチリ・ホコリまでも徹
底的に取り除くので、排気はとてもクリーン。排気を気にせず、窓を開けずに掃除できます。 

圧倒的にクリーンな排気 

排気フィルター 

0.3μmの微粒子を99.9％以上集塵※1。アレル
ギーの原因といわれる微細なチリやダニの死骸・排泄
物、花粉などもしっかりキャッチします。  

ミーレのノズルは吸引効率を最大化
するため、メタルプレートの形状やロー
ラーの高さなど細部にまで精密に設
計・製造されています。特にSDBO 
0MR、SDCO 0 NBに標準装備さ
れるAirTeQノズルは、理想的な空
気の流れを実現する、最も効率の良
いノズルです。 

100%自社製造によって実現した力
強いパワーと耐久性を兼ね備えた高
性能モーター。 

モーター ノズル 流線的な流れ 

一定方向に流れる空気の軌道を確保する
ことで、モーターやノズルの性能を最大化し、
掃除機全体で理想的なパワーをつくり出し
ます。 

使用用途にあわせて 選べる排気フィルターは３種類 

活性炭を内蔵し、ダストバッグ内に溜まったホコリや毛
のニオイを73.0％脱臭※2する排気フィルター。
0.3μm以上のチリやホコリなどの微粒子を99.95％
※1集塵します。 

0.3μmの微粒子を99.9998％以上集塵※3。
ヨーロッパの統一規格（EN1822/2011)に基
づいた試験結果によりHEPA等級13に分類され
るミーレの最上位排気フィルターで、アレルギーや
ハウスダストにお困りの方に最適です。 

集塵室のカバーを開くと、ダストバッ
グのフタは自動的に閉まります。フタ
の周りは気密性の高いシールド加
工が施され、一度吸い込んだホコリ
は外に出にくいため、ダストバッグの
交換も衛生的で簡単です。 

アクティブエアクリーンフィルター 

HEPAエアクリーンフィルター  

エアクリーンフィルター 

柔軟性のある特殊耐久素材を採
用することで画期的なソフト構造を
実現。従来品の釘やガラスを吸い
込んでも破れないほどの強度は保ち
ながら、空気の透過性は高まり、よ
り理想的な空気の流れを作ることか
ら、吸引力もさらにアップさせます。 

両サイドにマチをつけた3D構造によ
り、微力な空気の流れでもしっかり
とダストバッグが膨らむので、従来よ
りも容量が20％アップ。無駄なス
ペースを作らず、大容量の3.5Lたっ
ぷり集塵します。  

※1 IEC60312に準拠したテスト結果 
※2 EN13725に準拠したテスト結果 
※3 ASTM F1977に準拠したテスト結果 
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高性能の掃除機をより長くご使用いただくため、ミーレでは20年間の使用※に相当する品質テストを行っています。 

 

長く変わらない高性能 

持続運転テスト 

長期間高い性能を持続できるよう、継続
的にスイッチを20,000回オン／オフする
モーターの耐久テストです。 

段差通過テスト 

掃除機をかける際には、多くのドアの敷居
や段差を乗り越えなければならないことが多
くあります。このテストでは段差を16,500回
以上連続通過させて、ケーシングとホイール
の耐久性を確認します。 

コード巻き戻しテスト  

電源コードを10,000回以上出し戻すテ
ストです。 コードが1回で戻りきらず何度
も入れ直すといったストレスのない、快適
な出し戻しを実現しています。  

ホーステスト 

柔軟性に富み、しばっても破れない丈夫
なホースは、5kgのおもりをつけて、
120,000回ねじる-曲げる-引き伸ばすこ
とを繰り返しテストしています。 

ノズルテスト 

様々な素材の上を1,000km以上走行さ
せるテスト。これは日本の本州を縦断する
距離に指摘します。また、カーペット敷きの
敷居を60,000回通過させるテストも行っ
ています。 

ハンドルテスト  

5 kgのおもりをつけて、120,000回の
上下運動を繰り返すテスト。ハンドルと
延長管は様々な衝撃に耐えることが求
められます。 

その他の機能 

屈まなくても足で操作できる 
フットスイッチ 

ワンプッシュで戻る 
快適なコード巻き取り 

横も斜めもスムーズに移動 
360°回転する3点キャスター 

パーキングホルダー 

本体のスイッチと電源コードの巻き取り、
床用ノズルのブラシの出し入れは足で踏
んで操作できるので、腰に負担がかかりま
せん。 

1度ポンと踏むだけで、コードが最後まで
しっかり巻き取られる「コンフォート・スイッ
チ」が搭載されています。1度で巻き取る
のでストレスがなく、また、かがまずに足で
操作できるので、腰やひざへの負担もか
かりません。 

ローラーと二重構造になった3つのキャスター
が360°自在に回転するので、一般的な2
つの車輪式の掃除機と比べて横や斜めの
動きに強く、操作がとてもスムーズ。敷居も
本体を持ち上げずに楽に越えられるので、
掃除中に掃除機が倒れることもありません。 

掃除中に一時的にお掃除を中断したいときなどに、
本体後部に延長管とノズルを差し込むことができま
す（パーキングホルダー）また掃除機サイドにも同
じように差し込めるスタンドホルダーがあります。 

人間工学に基づいたデザイン 静電気を防ぐ手元ハンドル 長さ調節できるステンレス延長管 広いお掃除エリア 

掃除機のハンドルはなめらかで握りやすい形
状。重心を中央に配した本体設計で、安
定した状態で持ち運びできます。 

ハンドル部には、静電気対策として金属
片が埋め込まれています。金属部に触れ
ていれば、静電気を防止することができま
す。 

身長に合わせてぴったりの長さ（17段階）
に調整できます。腰を曲げずに掃除ができる
ので、負担がかからず快適です。 

電源コンセントから床用ノズルの吸い込み口ま
で、最大で約8.4mと広いお掃除エリアを実現。
電源コードが届かないストレスや電源差し替え
の頻度を減らします。 

※ 最大出力で1週間平均45分間の使用想定 
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【製品仕様】 

※1：本体質量は本体のみの質量です。（標準質量）は、本体、ホース、延長管、ハンドル、標準ノズルの合計質量を表します。 
※2：「運転音」の表示は、JIS C 9108 によります。S 6250 の運転音は、ターボブラシ仕様にて測定しています。 
※3：IEC60312 に準拠したテスト結果 
※4：EN 13725に準拠したテスト結果 
※5：ASTM F1977に準拠したテスト結果 

型式 SDAO 0 RG SDAO 0 CY SDBO 0 MR
SDCO 0 NB

(HomeCare Specialist)

カラー レーシンググリーン カナリーイエロー マンゴーレッド ネイビーブルー

本体質量（標準質量）※1 4.5kg (5.9kg) 4.5kg (6.3kg) 4.5kg (6.4kg) 4.5kg (6.5kg)

定格電圧/周波数 100V ／ 50/60Hz 100V ／ 50/60Hz 100V ／ 50/60Hz 100V ／ 50/60Hz

定格消費電力量 1000W 1000W 1000W 1000W

吸込仕事率 225W 225W 220W 220W

運転音 ※2 約65-50 db 約62-50 db 約60-50 db 約61-52 db

コードの長さ 5m 5m 5m 5m

原産国 ドイツ ドイツ ドイツ ドイツ

外形寸法　(mm) H230 X W250 X L430 H230 X W250 X L430 H230 X W250 X L430 H230 X W250 X L430

標準床用ノズル SBO 350-3 SBD 285-3 SBD 650-3 SBD 650-3

排気フィルター (1枚装着済) エアクリーンフィルター エアクリーンフィルター アクティブエアクリーンフィルター HEPA エアクリーンフィルター

排気性能 ※3 99.90% ※3 99.90% ※3 99.95% ※3 99.9998% ※5

脱臭性能 73.00% ※4

モーター保護フィルター (1枚装着済) ○ ○ ○ ○

3DダストバッグHyClean (装着済) F/J/M F/J/M F/J/M F/J/M

3Dダストバッグ容量 3.5ℓ 3.5ℓ 3.5ℓ 3.5ℓ

ハンドル ノーマル コンフォート コンフォート スポットライト付コンフォート

延長管 2段式コンパクト 2段式コンパクト 2段式コンパクト 2段式コンパクト

付属品

家具用
ノズル

すきま用
ノズル

家具用
ノズル

すきま用
ノズル

家具用
ノズル

すきま用
ノズル

家具用
ノズル

すきま用
ノズル

SUB20 ユニバーサルブラシ
フレキシブル

STB205-3
ターボブラシ

STB101
ハンドターボブラシ

STB101
ハンドターボブラシ

SUB20 ユニバーサル
ブラシ フレキシブル 

SFD20 
すきま用ノズルロング 

SMC20 
マイクロセット 

ホコリ取り用 
ブラシ 

ホコリ取り用 
ブラシ 

ホコリ取り用 
ブラシ 

ホコリ取り用 
ブラシ 

裏側がプラスティック
の標準床用ノズル 

裏側がステンレス素
材でカーペット上での
すべりが抜群 

吸引効率を最大化
した最新ノズル 

吸引効率を最大化
した最新ノズル 

掃除機ラインナップ 
New 


