
Miele、大切なすべてにずっと。
見えないもの、見逃さない。

ミーレ掃除機 Compact C2 シリーズに新色が登場！

普遍的なデザインと落ち着いたカラー展開
ミーレの掃除機は、機能から生み出された普遍的な本体デザインをベースに、時代やニーズにあわせカラーやディテールの
デザインをアップデートさせてきました。今回新たに登場する新色ペトロール（グリーン）は、和室をはじめ様々なお部屋
のスタイルにマッチするカラーです。
日々の生活に欠かせない「掃除」。昔から身の回りを整え、清潔さを保つということは、気持ちを整え、心を清らかにする大
切な作業ともいわれています。愛着と信頼のおける道具を使うことで、「掃除」はもっと素敵なルーティン作業のひとつにな
るはずです。ミーレの掃除機 Compact C1/C2 シリーズにぜひご注目ください。

ミーレのこだわり
ミーレの掃除機 Compact C1/C2 シリーズは、キャニスター型のダストバッグ（紙バッグ）方式です。用途に合わせて多種
多様な機種が存在する掃除機の分野において、サイクロン式が主流となっている昨今、吸引時の排気効果や、ゴミ捨て時の
埃の舞いちり、お手入れのしやすさ等の視点から再評価されているダストバッグ式掃除機。
ミーレは、このダストバッグ方式にこだわり進化させてきました。より衛生的な視点に着目し展開している Compact C2 シリー
ズ「Clean Meister」「Cat & Dog」に加え、ベーシックモデルとして Compact C1 シリーズの「HomeCare」が 12 月に登場。
３つのカテゴリーで、多様化するライフスタイルの中でも、吸引力とキレイな排気にこだわるお客様に向け最適な製品をライ
ンナップしております。ミーレ掃除機の 3 大特長である「驚きの吸引力」「圧倒的な清浄力」「長く変わらない高性能」を兼
ね備え、ノズルやブラシ、フィルターと組み合わせることで、１台で何役もこなせるマルチな掃除機。他のミーレ製品同様に、
1899 年の創業以来培われてきた高度な技術、ドイツのエンジニアリングからなる高性能に加え、細部にまで配慮されたデザ
イン性など全てが踏襲され、長い歴史に裏打ちされた本物の魅力を感じていただき、愛着を持って長くお使いいただけます。

ミーレ・ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：松原秀樹）は、2018 年 10 月 23 日（火）より、ミー
レ掃除機 Compact C2 シリーズに、強力な吸引力と衛生的な排気など基本スペックはそのままに、進化したノズルやア
クセサリーが加わり、新色ペトロール（グリーン）、オータムレッドの２機種を新発売いたします。また、12 月下旬には
Compact C1 シリーズのオブシディアンブラックの発売も予定しております。
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ミーレ掃除機の特長
お部屋の空気よりも綺麗にする圧倒的な清浄力

「9 層のハイクリーン 3D ダストバッグ」「モーター保護フィルター」「排気フィルター」と 11 層にも
重なったミーレ独自のエアクリーンフィルターシステムが微細なチリやホコリを徹底的に取り除き、
掃除中の排気をクリーンにします。99.9％以上の微粒子を集じんするので、気持ち良い呼吸ができ、
外からの花粉や微粒子侵入が気になる時は、窓を閉めたままでも快適にお掃除可能。また、HEPA エ
アクリーンフィルター装着で、さらにパワーアップ。HyClean 3D ダストバッグとの相乗効果で、微
粒子を 99.999% 以上集じんします。また HEPA エアクリーンフィルターで、掃除機の排気を、お部
屋の空気よりも綺麗にします。花粉やハウスダストなどにお困りの方に最適です。

ミーレ品質 - 長く変わらない高性能
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、開発段階で 20 年間
の使用を想定した素材選びや、数々の品質
テストを行っています。

SDBO  3 AR Cat & Dog

SDCO 3 P Clean Meister Compact C2 シリーズ

Compact C1 シリーズ （2018 年冬発売予定）

Compact C2 シリーズ
活性炭内蔵フィルターで気になるにおいを抑えるペットオーナー向けモデル

ミーレで最高の吸引力と排気性能を兼ね備え、徹底的なお掃除に対応した最上位モデル

標準装備の進化した床用ノズル、新型のターボブラシに加え、活性炭内蔵の「アクティブエアクリーンフィ
ルター」を標準搭載。フィルターに装着された活性炭が、イヤなニオイを吸着するので、排気のニオイも気
になりません。ペットの毛もにおいも綺麗にしてくれます。

標準装備の進化した床用ノズルに加え、フローリングに最適なノズルやソファなどのお手入れに便利なハン
ドターボブラシが付いてきます。0.3ミクロンの微粒子を99.999%以上集塵するHEPAフィルターが標準搭載。 
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、お部屋の空気よりも綺麗な排気を実現。花粉やハウスダストなどにお困りの方に最適
です。

ライフスタイルに合わせた新機種

驚きの吸引力
ミーレ掃除機は、パワフルな高性能モーター
と、掃除面に接地するノズルの形状、吸気か
ら排気までのスムーズな空気の流れを兼ね備
え、強力な吸引力を実現しています。吸引効
率を最大化するように細部まで精密に設計製
造されているので、低いパワー設定でも、高
い吸引性能を誇ります。

便利で多機能
先端が細く、狭い場所にもさっと届く「すき
ま用ノズル」、柔らかいブラシでホコリをか
き集め吸い込む「ホコリ取りブラシ」、ソファ
やクッション、衣類に最適な「家具用ノズル」
の３種類の小型ノズルが全機種についてい
ます。専用ホルダーで１つにまとめて掃除機
に取り付けておくことができます。

SDAO 3 OB HomeCare

「驚きの吸引力」を身近にしたベーシックモデル
強力な吸引力を実現する床用ノズルやハンドル、9層構造のハイクリーンダストバッグや保護フィルター、
エアクリーンフィルターなどミーレ独自のエアクリーンシステムで 0.3 ミクロンの微粒子を 99.9％集塵
（IEC60312）。衛生環境が気になるご家庭向けの基本モデル
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Compact シリーズ
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ミーレ掃除機
新ラインナップ

型式

カラー

本体質量（標準質量）*

定格電圧/周波数

定格消費電力

吸込仕事率

コードの長さ

原産国

外形寸法（mm）

標準床用ノズル

排気フィルター（1枚装着済）

モーター保護フィルター（1枚装着済）

ダストバッグHyClean（1枚装着済）

ダストバッグ容量

ハンドル

延長管

SCAO 3 OB HomeCare

オブシディアンブラック
4.6 kg (6.0 kg)
100 V ／ 50/60Hz

1000 W
200 W
5m
中国

H 230 x W 253 x L 428

SBD 285-3 AllTeQ
エアクリーンフィルター

●
FJM
3.5 L

スタンダード
コンパクト

39,800円（税抜 36,852円） 59,800円（税抜 55,370円） 64,800円（税抜 60,000円）

SDBO 3 AR Cat&Dog

オータムレッド
4.5 kg (6.4 kg)
100 V ／ 50/60Hz

1000 W
210 W
5m
ドイツ

H 230 x W 250 x L 430

SBD 660-3 EcoTeQ
アクティブエアクリーンフィルター

●
FJM
3.5 L

SDCO 3 P CleanMeister

ぺトロール
4.5 kg (6.3 kg)
100 V ／ 50/60Hz

1000 W
220 W
5m
ドイツ

H 230 x W 250 x L 430

SBD 660-3 EcoTeQ
HEPAエアクリーンフィルター

●
FJM
3.5 L

付属品

希望小売価格

＊：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。
●製品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがあります。
●印刷の色は、実際の製品の色とは多少違うことがあります。

驚きの吸引力を
身近にした
ベーシックモデル

活性炭入りフィルターで、
においを抑える
ペットオーナー向け
モデル

吸引力と排気性能が
優れた最上位モデル。
徹底的なお掃除に。

SUB 20 ユニバーサルブラシ フレキシブル

ノズル
家具用

ノズル
すきま用ホコリ取り用ブラシ

（人工毛）
ホコリ取り用ブラシ
（天然毛+人工毛）

SBB 300-3 パーケットツイスター

STB 101 ハンドターボブラシ

ノズル
家具用

ノズル
すきま用 ホコリ取り用ブラシ

（天然毛+人工毛） ノズル
家具用

ノズル
すきま用

STB 305-3 ターボブラシ

コンフォート コンフォート
2段階式コンパクトコンフォート 2段階式コンパクトコンフォート

ミーレ・ジャパン株式会社
〒

www.miele.co.jp 2018年9月現在 / 8899088-00
153-0063　東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル4F　TEL.03-5740-0030（代）

裏面 2018.9.19
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【GENERAL CONTACT】 【PRESS CONTACT】

□本件に関するお問い合わせ： 製品サンプル及び画像のお貸出し、ご取材などご希望の際は、下記プレス担当までご一報ください。

デイリープレス 　担当：川村 美帆 
mihokawamura@dailypress.org
tel.03-6416-3201 　fax.03-6416-3202

ミーレ・ジャパンコンタクトセンター
0570-096-300（ナビダイヤル　月 - 金   9:00 〜 17:30）

ご購入の上、ご応募いただいた方にもれなくダストパック１箱プレゼントいたします。

ダストパックプレゼントキャンペーン

●ご購入された製品名、購入日、店舗名がわかるレシートまたはインターネットや
通信販売でご購入いただき、レシートがない場合は、製品名、購入日、店舗名が記
載された納品書を貼付／同封ください。

見えないもの、見逃さない。ダストバ ッ  グプレゼントキャンペーン

□ SCAO 3 OB □ SDBO 3 AR □ SDCO 3 P

②ご購入時のレシートを貼付欄
に貼付てください。（レシートが
長い場合は折り畳んでください。）
アンケートにもご協力をお願い
いたします。

切手を
貼ってポストに投函してください。

①応募用紙に必要事項を
ご記入の上、切取線で切り
取ってください。

固定電話からのご利用は
フリーダイヤル
（通話料無料）

受付時間：
月～金 9：00～17：30
（土・日・祝日休業）

ナビダイヤル
（通話料有料）

携帯・PHSからおかけの場合は

■以下の場合は応募が無効となりますので、ご注意ください。
●必要事項に不備がある場合 ●法人でのご応募　※本キャンペーンは個人のお客様を対象としております。 
●レシートに、購入日・購入製品・購入金額・購入店舗名の記載がない場合 ●レシート、または納品書がない場合 ●レシートの日付が実施期間外の場合 ●同一レシートまたはコピーを使って複数回応募した場合

■レシート、領収書の内容などによっては、事務局よりご連絡させていただく場合がございます。 ■ご送付いただいた書類は全てご返却できませんので、予めご了承ください。 ■ご応募は日本国内在住の方に限らせていただきます。 
■プレゼントの発送は、日本国内に限らせていただきます。 ■発送時期は応募用紙到着後、約1ヶ月半を予定しておりますが、多少お時間をいただく場合もございます。 ■ネットオークション等の個人売買品、中古品として購入されたものは
対象外となります。 ■弊社の監督の及ばない行為に起因する紛失・故障・誤配送などの責任は負いかねます。 ■キャンペーンのお申込みは、お買い上げの販売店等では受付けておりません。直接キャンペーン事務局へご送付ください。
■ミーレ・ジャパン株式会社は、本キャンペーンによって得た個人情報を適切に管理し、弊社業務の委託に必要な範囲で委託先に提供する場合を除き、お客様の承諾なしに第三者に提供することはございません。また景品の発送、弊社製品の
販促、カスタマーサービスの目的にのみ使用し、その他の目的では一切使用いたしません。

【キャンペーン規約】

キャンペーンお問い合わせ先
ミーレ・ジャパンコンタクトセンター

応募方法

期間中対象製品をご購入後、ミーレホームページのキャンペーン申込みページからご応募いただくか、専用応募用紙に必要事項をご記入の上、
購入された製品名、購入日、店舗名が記載されたレシートを貼り付け、または納品書を同封して、応募用紙を封筒にして切手を貼って事務局まで郵
送ください。Webからのご応募後、もしくは応募用紙到着後、約1ヶ月半程度でプレゼント品を配送いたします。プレゼント品は応募用紙の到着期間
によって異なりますのでご確認の上、ご送付ください。

今、対象製品をご購入いただくと
ハイクリーン

「HyClean
3Dダストバッグセット FJM」
  をもれなくプレゼント

■ キャンペーン期間 : 2019年9月30日(月)ご購入分まで
■ 応募締切 : 2019年10月31日(木) ※当日消印有効
■ 配送期間 : 応募用紙到着後、約１ヶ月半程度

見えないもの、見逃さない。
ダストバッグプレゼントキャンペーン

ご応募締切 : 2019年10月31日(木) ※当日消印有効

11. 本キャンペーンに引かれて

14. サイクロン式からダストバッグ式
掃除機への買い替えとして

15. その他 
  （  ）

11. ドイツメーカー

ミーレホームページからオンラインでのご応募も可能です。
http://contents.miele.co.jp/vac2018

応募用紙はホームページからもダウンロード可能です。www.miele.co.jp

<HyClean 3Dダストバッグセット FJM>
● ダストバッグ ４ 枚
● エアクリーンフィルター １ 枚
● モーター保護フィルター １ 枚

ゴミに触れない・清潔ダストバッグ交換 
HyClean 3D ダストバッグ

集じん室を開けると同時に、HyClean 3Dダストバッグ
のフタは自動的に閉まります。また、ガラスの破片など
鋭利なものを吸い込んだ場合にも破れにくくなって
います。特殊フリースと静電気を帯びた重層フィル
ター構造で、チリやホコリをしっかりと吸い込み、逃しま
せん。

対象製品

驚きの吸引力を
身近にした
ベーシックモデル。

SDBO 3 AR
Cat&Dog
活性炭入りフィルターで
においを抑えるペット
オーナー向けモデル。

SDCO 3 P
CleanMeister
吸引力と排気性能が
優れた最上位モデル。
徹底的なお掃除に。

SCAO 3 OB
HomeCare
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