
NEW

気持ちいいお掃除で、
家族みんなを笑顔に変える。

紙パック式
サイクロン式
掃除機

本カタログの掲載商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

掃除機
総合カタログ 家庭用 2023-3

安全に関する
ご注意

●商品の定格、仕様・デザイン等は改良のため一部変更することがありますのでご了承願います。 ●家庭用掃除機は、業務用途や掃除以外には使用しないでください。使用された場合、性能・品質など保証できないことがあります。 
●このカタログのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記の当社相談センターにおたずねください。 ●商品の色は、印刷により現品と多少違うことがありますのでご了承ください。

※TC-AE/TC-AF/TC-AGタイプにも装着可能です。

品質を保証する三菱電機製 純正 紙パック

※1 ダニの死がいやフン・花粉などに含まれるアレル物質を天然ポリフェノールで抑制。

抗菌
効果

紙パック
（MP-9、MP-7、MP-3、MP-25）

（一財）カケンテストセンター JIS Z 2801に基づく 繊維に練り込み 99％以上 紙パック内層紙

部品名

掃除機の紙パックは機能部品です。三菱掃除機には必ず 三菱電機製の純正紙パック をご使用ください。純正以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。
純正以外の紙パックを使用した場合、紙パックに関する掃除機の性能・品質は保証できません。

抗菌の確認試験機関名 試験方法 抗菌の方法 試験結果 抗菌の処理を行っている部品名称

希望小売価格 1,760円（税込）（5枚入り）
（脱臭・抗菌・アレルパンチ※1）

希望小売価格 
1,430円（税込）（5枚入り）

希望小売価格 
1,045円（税込）（5枚入り）

希望小売価格 
880円（税込）（5枚入り）

希望小売価格 1,540円（税込）（10枚入り） 希望小売価格 1,540円（税込）（10枚入り）

TC-NS、AR用

横形紙パック式掃除機専用　但し、TC-NS、AR、970JP、960P、950、951、300、301、310P、311P、350J、355JPは除く。

ハンディ・スティックタイプ掃除機専用
（HC-P1・P2・P10・P30・A1・A2・A3・A5・B30・B70・BA70・BA30・BB70・BB30・BC70・BC30）

MP-9 備長炭配合炭紙パック

MP-30 消臭クリーン紙パック

MP-7 アレルパンチ※1
抗菌消臭クリーン紙パック

MP-3 
抗菌消臭クリーン紙パック

MP-2 
紙パック

MP-25 抗菌紙パック

製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には、商品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。

保証書は必ずお受け取りください。
この商品には、保証書がついています。
購入時は、必要事項が記載されているか
ご確認の上、大切に保存してください。
購入店名、購入日付の記載がない保証書
は、無効になりますのでご注意ください。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに
直接接続してお使いください。火災の原因となります。●灯油、ガソ
リン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となり
ます。●掃除機の紙パックは、本体性能を維持するための大切な機能
部品です。そのため、純正以外の紙パックを使用した場合はモーター
の発煙、発火が発生するおそれがあります。

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

掃除機

※1

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ。

★長年ご使用の掃除機の点検を!   ●掃除機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

こんな症状は
ありませんか

ご使用中止

●スイッチを入れても、運転しないことがある。●電源プラグやコードを動かすと、
通電したり、しなかったりする。●運転中、時々止まる。　●運転中に異常な音がする。
●本体が変形したり、異常に熱い。●ホースが破れている。　●こげくさい臭いがする。
　●その他の異常や故障がある。

本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店に点検・
修理をご相談ください。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。
●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

2023年3月作成S-S13-2-CA825-C 2303〈 IP〉

ひとりのしあわせを家族やまわりの人たちとわかちあえれば、この社会も、地球の未来も、もっとしあわせになれるはず。
私たちは、誰もが自分らしい10 0年を生きるライフソリューションを次々とお届けしていきます。

お支払いは
三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社
をご利用ください。
便利な分割払いで快適な生活設計を…
クレジット〈分割払い・ボーナス払い・リボ払い〉のご相談
は当店でどうぞ。



床のホコリや食べこぼしが気になったら、
サッとお掃除できます。

あと回しにしがちな棚上のホコリも、
これならパッとキレイにできます。

持ち上げれば
ハンディクリーナーに。

手前に引けば
スティッククリーナーに。

お部屋に出しておいて、すぐ使える。
だから、家中キレイがつづく。

※3　JEMA 自主基準（HD-10）により測定

本体質量

軽量1.3kg
バッテリー・毛ブラシ含む
（標準質量 1.9kg）

※3

軽量1.9kg
標準質量

パイプ・ブラシ・バッテリー含む

※3

重いベッドやソファーを
動かすことなく、
高さ約 6cmまでの
狭いすき間にも対応。

棚上も手早くキレイに。

お掃除しにくい
家具の奥もラクラク。

片手で何か持ちながらでも、
軽く使えます。
さらに、物に付着している
ホコリまで
スッキリ吸い取ることができます。

約70分の急速充電で約40分使用できる。パワフルな強運転でも約10分使用可能。
わずか約70分※4  の充電時間で約40分※5  連続使用（標準の場合）ができ、強運転も従来の約8分から約10分※5に延長。
パワフルな吸引力で部屋中くまなく掃除することができます。また、スタンド一体型なので、充電し忘れの心配もありません。

※4 JEMA自主基準（HD-10）により室温20±5℃にて測定、なお、室温やバッテリー残量によって変化します。
※5　JEMA自主基準（HD-10）により測定 電池が満充電、初期状態で周囲温度20℃の場合。ご使用方法や周囲の環境によって変化します。
　

※2 JEMA自主基準（HD-10）により測定。（試験方法：周囲温度 20±5℃、「強」にてバッテリーが初期量の60％に低下するまで満充放電をくり返す試験）
なお、バッテリーの寿命は周囲の温度・使用頻度など、お使いの条件などによって異なります。

充電
時間

※5

※4

約70分
※5
※1

約10分強運転
時間

約　　　分40標準運転
時間

家族みんなが
らくらく使える、
ゆとりができる。

使いやすい 強力な吸引力

清潔 簡単お手入れ

手前に引けば、スティッククリーナーに、
持ち上げればハンディクリーナーに。

強運転でも約10分※1　連続使用できるので、
念入りにお掃除したい場合も安心。

強運転でも連続10分

旅客機の主翼製造時に発生する炭素繊維複合材料をリサイクルし、ZUBAQのパイプ部分
とハンドル部分として再利用。資源の有効活用を通じて環境負荷低減と地球環境保護
に貢献します。三菱電機は、廃材リサイクルを通じて温室効果ガス排出削減とカーボン
ニュートラル社会の実現に貢献していきます。

ボーイング787向け複合材主翼の工程廃材を家電部品へ再利用
資源の有効活用で環境負荷低減と地球環境保護に貢献

回転ブラシなどに、抗菌加工を採用。
充電台に戻すだけで、

回転ブラシを自動でクリーニング。

iNSTICK ZUBAQ搭載バッテリー

難燃性
素材

※1前年モデル強運転8分から10分に 〈TC-JD2B〉

充電回数
約3,000回

毎分最大約125,000回転の高速回転モーターで、
コードレススティッククリーナーなのに驚きの吸引力を実現。

※1

※3

当社独自の試験基準をクリアした信頼性の高いバッテリーを使用
パワフルさや耐久性に加え、クリーナーのリチウムイオンバッテリーに不可欠なのが
信頼性の高さです。そこで当社では、独自の試験基準をクリアしたバッテリーを厳選。
バッテリーは難燃性素材のカバーで覆っており、安全性を確保しています。さらに、
長期間ご愛用頂けるよう充電回数約3000回※2  を確認しています。

思い立ったら、パッと手に取るだけ。
家族誰でも気づいた時に
気軽にこまめにキレイにできるから
ゴミやホコリもたまらず、
毎日のお掃除の面倒くささも解消されます。
さあ、iNSTICK ZUBAQ で
家族みんなでラクにお掃除を済ませましょう。

JD JM
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強力な吸引力とブラシ動作で、
家中どこでもくまなくお掃除できる。

回転ブラシのイヤな毛がらみを抑制、
しかもお手入れ簡単。

しつこくからんだ毛も、回転ブラシをサッと引き抜くだけで簡単除去し
お手入れのわずらわしさを軽減します。また、回転ブラシは水洗いでき、いつも清潔さを保てます。

詳しくはこちらから▶

独自開発の植毛で毛がからみにくい。しかも自走感があり、スイスイ進んでラクラクお掃除。
様々な床面がある日本の住環境に適した植毛です。

とれた毛は、ゴミ箱に捨てるだけ！

毛がらみ除去機能　しつこくからんだ毛のお手入れも簡単

高速回転で、気持ちいいほどズバッと吸引

三菱電機の技術力を結集して開発した JCモーター。
驚愕の高速回転を実現したこのモーターの働きで、強力な吸引力が続きます。

※4　JEMA 自主基準（HD-10）により測定。  

使用状況等により、効果は異なります。

※1　植毛改善前の2020年モデルHC-JD2XとHC-JD2Bを比較し、1.1m×1.1mの範囲（0.72 畳）に 30～45cmの毛髪を20本散布し吸引を 4 回繰り返し、からまった本数を測定する試験。
これを3 回繰り返した平均の比較（HC-JD2X：43 本、HC-JD2B：9 本）。当社調べ。

詳しくはこちらから▶

掃除終了後、本体を充電台に戻すだけで、回転ブラシを自動でクリーニング。

ペットがいる
ご家庭にも
オススメ！

フローリングの
溝の奥に入り込んで
しまったゴミも。

ブラシ植毛の密度を高くすることにより、毛やゴミが奥まで入り込まず、
毛がらみを抑制します。また、ブラシ植毛の中に自走用の硬い植毛を
組み合わせることで、軽い掛け心地を実現しました。

畳の細かい目に
入り込んだ
微細なゴミも。

じゅうたんに
からんでしまった
ペットの毛や
髪の毛も。

毛のからみを約1/5※1に抑制。
「植毛改善前の2020年モデル」との比較。

自動で回転ブラシに残った毛やゴミをプレートがからめとって吸引

※2 回転ブラシ自動クリーニング機構。数秒間パワーブラシの回転ブラシが回転します。※3 無機抗菌剤、練り込み、充電台　　らくリーニングプレート。JP0122075X0083J。SIAAマークは ISO22196 法に
より評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験結果：（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：
抗菌材（充電台 らくリーニングプレート）、試験結果：99％。

らくリーニングスタンド 回転ブラシのお手入れの負担を軽減

毛のからみにくさと自走感を両立

新植毛

混合

植毛改善前の2020年モデル 新モデル

自走植毛掻き出し植毛

＊回転ブラシに付着したゴミを全て除去するものではありません。ゴミの種類や付着状態、一度に吸引するゴミの量によっては除去できない場合があります。　

快速からみにくい自走ブラシ

※2

床面の種類を検知し、
フローリングなら「標準」、
じゅうたんなら「強」にパワー
（吸引力）を自動切り替え。
手間なく効率的にお掃除する
ことができます。

お掃除中にブラシを自由に上下左右動作させてもブラシヘッド
が床面から浮きにくい構造のため、吸引力を保ったまま、部屋中
すみずみまでお掃除が行き届きます。

※5　床やじゅうたんの種類によって、運転が切り替わることがあります。

床の種類を見分けて賢く運転
パワーシフトモード（自動運転）

床面からブラシヘッドが浮きにくい
床にぴったり吸付くブラシ ※5

（イメージ図）

（イメージ図）

標準強

フローリングじゅうたん

充電台にセット

ブラシが
キレイに
なった！

今まではからんだゴミの
お手入れが大変でした。

毎分最大約125,000回転可能な
モーターを採用 吸引力99％以上※4持続

らくリーニング
プレート
（くし歯）

回転
ブラシ

毛がらみ

ウィーン

JD

JD

JM

JD JM

プレートに
SIAA認定抗菌採用
さらに清潔に！※3

（イメージ図）

（イメージ図）

JCモーター
ファンカバー

ファン
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強力な吸引力とブラシ動作で、
家中どこでもくまなくお掃除できる。

回転ブラシのイヤな毛がらみを抑制、
しかもお手入れ簡単。

しつこくからんだ毛も、回転ブラシをサッと引き抜くだけで簡単除去し
お手入れのわずらわしさを軽減します。また、回転ブラシは水洗いでき、いつも清潔さを保てます。

詳しくはこちらから▶

独自開発の植毛で毛がからみにくい。しかも自走感があり、スイスイ進んでラクラクお掃除。
様々な床面がある日本の住環境に適した植毛です。

とれた毛は、ゴミ箱に捨てるだけ！

毛がらみ除去機能　しつこくからんだ毛のお手入れも簡単

高速回転で、気持ちいいほどズバッと吸引

三菱電機の技術力を結集して開発した JCモーター。
驚愕の高速回転を実現したこのモーターの働きで、強力な吸引力が続きます。

※4　JEMA 自主基準（HD-10）により測定。  

使用状況等により、効果は異なります。

※1　植毛改善前の2020年モデルHC-JD2XとHC-JD2Bを比較し、1.1m×1.1mの範囲（0.72 畳）に 30～45cmの毛髪を20本散布し吸引を 4 回繰り返し、からまった本数を測定する試験。
これを3 回繰り返した平均の比較（HC-JD2X：43 本、HC-JD2B：9 本）。当社調べ。

詳しくはこちらから▶

掃除終了後、本体を充電台に戻すだけで、回転ブラシを自動でクリーニング。

ペットがいる
ご家庭にも
オススメ！

フローリングの
溝の奥に入り込んで
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畳の細かい目に
入り込んだ
微細なゴミも。

じゅうたんに
からんでしまった
ペットの毛や
髪の毛も。

毛のからみを約1/5※1に抑制。
「植毛改善前の2020年モデル」との比較。

自動で回転ブラシに残った毛やゴミをプレートがからめとって吸引

※2 回転ブラシ自動クリーニング機構。数秒間パワーブラシの回転ブラシが回転します。※3 無機抗菌剤、練り込み、充電台　　らくリーニングプレート。JP0122075X0083J。SIAAマークは ISO22196 法に
より評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験結果：（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：
抗菌材（充電台 らくリーニングプレート）、試験結果：99％。

らくリーニングスタンド 回転ブラシのお手入れの負担を軽減

毛のからみにくさと自走感を両立

新植毛

混合

植毛改善前の2020年モデル 新モデル

自走植毛掻き出し植毛

＊回転ブラシに付着したゴミを全て除去するものではありません。ゴミの種類や付着状態、一度に吸引するゴミの量によっては除去できない場合があります。　

快速からみにくい自走ブラシ

※2
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が床面から浮きにくい構造のため、吸引力を保ったまま、部屋中
すみずみまでお掃除が行き届きます。

※5　床やじゅうたんの種類によって、運転が切り替わることがあります。

床の種類を見分けて賢く運転
パワーシフトモード（自動運転）

床面からブラシヘッドが浮きにくい
床にぴったり吸付くブラシ ※5

（イメージ図）

（イメージ図）
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なった！
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ロングノズルですき間もすっきり
毛ブラシを継ぎ手にロングノズルを差し込めば、
棚の後ろなどの狭いすき間もお掃除できます。

ほうき代わりにもなるロングノズル
キレイな排気を利用したエアブロー機能により、
ゴミを掃き出します。

ふとんブラシを付ければふとん掃除にも

ロングホースで自由自在に
ロングホースを取り付ければ、棚上や車内のシートなども
対応可能。今までお掃除しにくかった場所もラクラクです。

（イメージ図）

※6

多彩な清潔機能とアタッチメントで 、お掃除がますます自由になる。

※6アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。
試験機関：住化エンバイロメンタルサイエンス（株）、試験方法：ELISA 法に基づく、
抑制の方法：抗アレル剤を塗布、対象部分：アレルパンチ植毛、試験結果：抑制率約 90％。

※4　JEMA 自主基準（HD-10）により測定
※5　パイプ・ブラシ・バッテリー含む

本体質量

軽量1.5kg
パイプ・バッテリー・毛ブラシ含む
（標準質量 1.9kg）※5

※4

アレルパンチ　ふとんクリーンブラシを付ければ、
ふとんクリーナーとしても利用できます。

JD JM

JD

JDJD JM

JD JM

持ちやすく軽いので、高いところも難なくお掃除できます。

65

ブラシ、手元ハンドル部にSIAA認定抗菌加工を採用。衛生的な状態でお使いいただけます。

手の届かない高い所のお掃除も思いのまま

抗菌加工 のブラシだから清潔※1

ブラシ上ケース

ブラシ下ケース

回転ブラシ樹脂部

回転ブラシ
樹脂部

タイヤ

※1

抗菌加工部分 回転ブラシ室の内側も
抗菌加工されているため清潔。

ブラシ下ケース

ブラシ上ケース
回転
ブラシ室

回転ブラシ樹脂部

側面図（イメージ図）

キレイな排気
0.3μm 以上の微細なゴミを99.9% 以上逃がさず※3

排気がキレイだから、窓をあけずにいつでも使えます。
また側面排気だから排気が気になりません。

※2 各部品のゴミやホコリを落としてから流水で洗い、陰干しで十分に乾燥させてください。 ※3 粒子径0.3μm以上の微細じんを99.9%以上捕じん〈当社試験ゴミ（JIS 試験用粉体1 4種）による〉。

まるごと水洗い※2でいつでも清潔
ダストカップはもちろん、サイクロンボックスまで
水洗いできます。汚れが気になったらいつでも
キレイにできて清潔さを保てます。

（イメージ図）

（イメージ図）

（イメージ図）

「清潔さ」をアシスト

らくリーニングプレート ふとんブラシ上ケース ふとんブラシ下ケース手元ハンドル部

※1 無機抗菌剤、練り込み、ブラシ部 　上ケース。無機抗菌剤、練り込み、ブラシ部　下ケース。無機抗菌剤、練り込み、ブラシ部　回転ブラシ樹脂部。無機抗菌剤、練り込み、ハンドル部　外側。無機抗菌剤、
練り込み、ハンドル部 内側。無機抗菌剤、練り込み、充電台　らくリーニングプレート（HC-JD2B のみ）。無機抗菌剤、練り込み、ふとんブラシ部　上ケース、下ケース（HC-JD2B のみ）。無機抗菌剤、練り
込み、ふとんブラシ部　回転ブラシ樹脂部（HC-JD2B のみ）。無機抗菌剤、練り込み、ふとんブラシ部タイヤ（HC-JD2B のみ） 。JP0122075X0083J。SIAAマークは ISO22196法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（ブラシ部
　上ケース、HC-JM2B ハンドル部　外側、ふとんブラシ部　上ケース、下ケース）、試験結果：99％。試験結果（一財）カケンテストセンター、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（ブラシ部　
下ケース）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801 に基づく、抗菌方式：抗菌剤（ブラシ部　回転ブラシ樹脂部、ふとんブラシ部　回転ブラシ樹脂部）、試験結果：
99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（HC-JD2B ハンドル部　外側）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：
JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（ハンドル部　内側）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（充電台　らくリーニング
プレート）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（ふとんブラシ部　タイヤ）、試験結果：99％。
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軽いから階段のお掃除もスイスイ

持ちやすく手元の負担が軽いハンドル
お掃除シーンに合わせた持ち方ができるラウンド形状のハンドル。
重心バランスを最適化したことで、手元の負担を軽くしました。

使う人の立場に立った発想で、
細部に至るまで機能性を追求。

ワンタッチゴミ捨て

面倒な階段のお掃除も、コードレスでしかも軽いから簡単。

スタンド一体型だからサッと使えて充電忘れなし
スタンド一体型で、お部屋のインテリアなどに馴染むようデザイン
されているから、常に出しておけてお掃除したいときに
サッとお掃除でき、充電忘れもありません。

※1　各部品のゴミやホコリを落としてから流水で洗い、陰干しで十分に乾燥させてください。

らくリーニングスタンド

快速からみにくい自走ブラシ

毛がらみ除去機能

快速からみにくい自走ブラシ

毛がらみ除去機能

自走式パワーブラシ

コードレススティッククリーナー（iNSTICK ZUBAQ）

自走式パワーブラシ

●一般的にコードレスタイプのクリーナーは、コード付きタイプのクリーナーに比べて吸い込み力に差があります。ただし、集じん性能を高めるためにモーター駆動の回転ブラシを採用しています。●この製品には、
リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄の方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願い
いたします。自治体により、回収のルールが異なります。

一般的にサイクロン式のクリーナーは、吸込性能を保つために、こまめなごみ捨てとサイクロンボックス、各フィルターのお手入れが必要です。

ロングノズル
（エアブロー機能対応）毛ブラシ

付属品

ロングホース サッシノズル

毛ブラシ 付属品収納袋

お手入れブラシ
（充電台に装着）

お手入れブラシ
（充電台に装着）

ロングノズル
（エアブロー機能対応）

アレルパンチ
ふとん

クリーンブラシ

付属品
※3

iNSTICK ZUBAQを
より詳しくWEBでチェック
三菱電機 ZUBAQ

HC-JD2B 日本製

オープン価格＊
－S（ガンメタリックシルバー）

プレミアムタイプ スタンダードタイプ

日本製HC-JM2B
オープン価格＊
－R（ワインレッド）

※2 ※2

「清潔さ」をアシスト

「身体の負担軽減」をアシスト

※1

サイクロンボックスはワンタッチで外せる手軽さ。
また、丸ごと水洗い できます。

HC-JM2B 本体ハンドル （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 ハンドル部外側
HC-JD2B/JM2B 本体ハンドル （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 ハンドル部内側

HC-JD2B/JM2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 回転ブラシ樹脂部自走式パワーブラシ

HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく 塗料に抗菌剤を含有 99％以上 ハンドル部外側本体ハンドル

プラスチックに練り込みHC-JD2B/JM2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく 99％以上 上ケース自走式パワーブラシ
プラスチックに練り込みHC-JD2B/JM2B （一財）カケンテストセンター JIS Z 2801に基づく 99％以上 下ケース自走式パワーブラシ

抗菌効果
部品名形 名 抗菌の確認試験機関名 試験方法 抗菌の方法 試験結果 抗菌の処理を行っている部品名称

HC-JD2B/JM2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく 植毛に塗布 99％以上 植毛（橙色）自走式パワーブラシ

HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 らくリーニングプレート充電台
HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 上ケース、下ケースアレルパンチふとんクリーンブラシ
HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 回転ブラシ樹脂部アレルパンチふとんクリーンブラシ
HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく 軟質材に練り込み 99％以上 タイヤアレルパンチふとんクリーンブラシ
HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく 植毛に塗布 99％以上 植毛（橙色）アレルパンチふとんクリーンブラシ

HC-JD2B/JM2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく フィルター材に含侵 99％以上 ひだ折り不織布銀ナノHEPAフィルター

ラウンド形状で
軽々持ちやすい

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※2 無機抗菌剤、練り込み、ブラシ部 　上ケース。無機抗菌剤、練り込み、ブラシ部　下ケース。無機抗菌剤、練り込み、ブラシ部　回転ブラシ樹脂部。無機抗菌剤、
練り込み、ハンドル部　外側。無機抗菌剤、練り込み、ハンドル部内側。無機抗菌剤、練り込み、充電台　らくリーニングプレート（HC-JD2Bのみ）。無機抗菌剤、練り込み、ふとんブラシ部　上ケース、下ケース（HC-JD
2Bのみ）。無機抗菌剤、練り込み、ふとんブラシ部　回転ブラシ樹脂部（HC-JD2Bのみ）。無機抗菌剤、練り込み、ふとんブラシ部タイヤ（HC-JD2Bのみ） 。JP0122075X0083J。SIAAマークは ISO22196法により評価
された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（ブラシ部　
上ケース、HC-JM2Bハンドル部　外側、ふとんブラシ部　上ケース、下ケース）、試験結果：99％。試験結果（一財）カケンテストセンター、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（ブラシ部　下ケース）、試験
結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（ブラシ部　回転ブラシ樹脂部、ふとんブラシ部　回転ブラシ樹脂部）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン
品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（HC-JD2Bハンドル部　外側）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（ハンドル
部　内側）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（充電台　らくリーニングプレート）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、
試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（ふとんブラシ部　タイヤ）、試験結果：99％。※3アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。試験機関：住化エンバイロメンタルサイ
エンス（株）、試験方法：ELISA 法に基づく、抑制の方法：抗アレル剤を塗布、対象部分：アレルパンチ植毛、試験結果：抑制率約 90％。
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軽いから階段のお掃除もスイスイ

持ちやすく手元の負担が軽いハンドル
お掃除シーンに合わせた持ち方ができるラウンド形状のハンドル。
重心バランスを最適化したことで、手元の負担を軽くしました。

使う人の立場に立った発想で、
細部に至るまで機能性を追求。

ワンタッチゴミ捨て

面倒な階段のお掃除も、コードレスでしかも軽いから簡単。

スタンド一体型だからサッと使えて充電忘れなし
スタンド一体型で、お部屋のインテリアなどに馴染むようデザイン
されているから、常に出しておけてお掃除したいときに
サッとお掃除でき、充電忘れもありません。

※1　各部品のゴミやホコリを落としてから流水で洗い、陰干しで十分に乾燥させてください。

らくリーニングスタンド

快速からみにくい自走ブラシ

毛がらみ除去機能

快速からみにくい自走ブラシ

毛がらみ除去機能

自走式パワーブラシ

コードレススティッククリーナー（iNSTICK ZUBAQ）

自走式パワーブラシ

●一般的にコードレスタイプのクリーナーは、コード付きタイプのクリーナーに比べて吸い込み力に差があります。ただし、集じん性能を高めるためにモーター駆動の回転ブラシを採用しています。●この製品には、
リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄の方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願い
いたします。自治体により、回収のルールが異なります。

一般的にサイクロン式のクリーナーは、吸込性能を保つために、こまめなごみ捨てとサイクロンボックス、各フィルターのお手入れが必要です。

ロングノズル
（エアブロー機能対応）毛ブラシ

付属品

ロングホース サッシノズル

毛ブラシ 付属品収納袋

お手入れブラシ
（充電台に装着）

お手入れブラシ
（充電台に装着）

ロングノズル
（エアブロー機能対応）

アレルパンチ
ふとん

クリーンブラシ

付属品
※3

iNSTICK ZUBAQを
より詳しくWEBでチェック
三菱電機 ZUBAQ

HC-JD2B 日本製

オープン価格＊
－S（ガンメタリックシルバー）

プレミアムタイプ スタンダードタイプ

日本製HC-JM2B
オープン価格＊
－R（ワインレッド）

※2 ※2

「清潔さ」をアシスト

「身体の負担軽減」をアシスト

※1

サイクロンボックスはワンタッチで外せる手軽さ。
また、丸ごと水洗い できます。

HC-JM2B 本体ハンドル （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 ハンドル部外側
HC-JD2B/JM2B 本体ハンドル （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 ハンドル部内側

HC-JD2B/JM2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 回転ブラシ樹脂部自走式パワーブラシ

HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく 塗料に抗菌剤を含有 99％以上 ハンドル部外側本体ハンドル

プラスチックに練り込みHC-JD2B/JM2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく 99％以上 上ケース自走式パワーブラシ
プラスチックに練り込みHC-JD2B/JM2B （一財）カケンテストセンター JIS Z 2801に基づく 99％以上 下ケース自走式パワーブラシ

抗菌効果
部品名形 名 抗菌の確認試験機関名 試験方法 抗菌の方法 試験結果 抗菌の処理を行っている部品名称

HC-JD2B/JM2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく 植毛に塗布 99％以上 植毛（橙色）自走式パワーブラシ

HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 らくリーニングプレート充電台
HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 上ケース、下ケースアレルパンチふとんクリーンブラシ
HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 回転ブラシ樹脂部アレルパンチふとんクリーンブラシ
HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく 軟質材に練り込み 99％以上 タイヤアレルパンチふとんクリーンブラシ
HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく 植毛に塗布 99％以上 植毛（橙色）アレルパンチふとんクリーンブラシ

HC-JD2B/JM2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく フィルター材に含侵 99％以上 ひだ折り不織布銀ナノHEPAフィルター

ラウンド形状で
軽々持ちやすい

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※2 無機抗菌剤、練り込み、ブラシ部 　上ケース。無機抗菌剤、練り込み、ブラシ部　下ケース。無機抗菌剤、練り込み、ブラシ部　回転ブラシ樹脂部。無機抗菌剤、
練り込み、ハンドル部　外側。無機抗菌剤、練り込み、ハンドル部内側。無機抗菌剤、練り込み、充電台　らくリーニングプレート（HC-JD2Bのみ）。無機抗菌剤、練り込み、ふとんブラシ部　上ケース、下ケース（HC-JD
2Bのみ）。無機抗菌剤、練り込み、ふとんブラシ部　回転ブラシ樹脂部（HC-JD2Bのみ）。無機抗菌剤、練り込み、ふとんブラシ部タイヤ（HC-JD2Bのみ） 。JP0122075X0083J。SIAAマークは ISO22196法により評価
された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（ブラシ部　
上ケース、HC-JM2Bハンドル部　外側、ふとんブラシ部　上ケース、下ケース）、試験結果：99％。試験結果（一財）カケンテストセンター、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（ブラシ部　下ケース）、試験
結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（ブラシ部　回転ブラシ樹脂部、ふとんブラシ部　回転ブラシ樹脂部）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン
品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（HC-JD2Bハンドル部　外側）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（ハンドル
部　内側）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（充電台　らくリーニングプレート）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、
試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌剤（ふとんブラシ部　タイヤ）、試験結果：99％。※3アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。試験機関：住化エンバイロメンタルサイ
エンス（株）、試験方法：ELISA 法に基づく、抑制の方法：抗アレル剤を塗布、対象部分：アレルパンチ植毛、試験結果：抑制率約 90％。
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本体質量※12.4kgの軽量ボディで、持ち運びもラクラク。
ゴミを逃さない吸込仕事率※2   500W。

ハンドル部やコード巻き込みボタンなど
手に触れるところに抗菌加工※4 を採用。

壁ぎわのお掃除をしながら回転ブラシについた
毛やゴミをクリーニング。

フルマラソンの距離を超える走行耐久試験で、軽量化と耐久性の両立をチェック。
また、本体やハンドルに衝撃を与える当社独自の試験で、強度を確認しています。

過酷な品質試験で
ボディやハンドルの強度を徹底してチェック

使用済み家電などの再生材を使用し
廃棄物最終処分率の低減に貢献

強力な吸引力軽量

清潔 簡単お手入れ

強度、衝撃試験、MFR測定（加熱試験）など一連の品質保証試験をクリア
したリサイクルペレットを使用し、廃棄物最終処分量の低減、グリーン
調達を推進しています。

〈TC-ED2C、TC-FD2C〉

〈画像は TC-FM2B〉
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抗菌加工 で清潔※4

※4 無機抗菌剤、練り込み、本体ハンドル部。　無機抗菌剤、練り込み、ホースハンドル部。無機抗菌剤、練り込み、ブラシ部　回転ブラシ樹脂部。無機抗菌剤、練り込み、ブラシ部　プレート。無機抗菌剤、練り込み、本体　コード
巻き込みボタン。JP0122075X0086M。SIAA マークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験結果（一財）
ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801 に基づく、抗菌方式：抗菌材（本体ハンドル部）、試験結果：99％。試験結果（一財）カケンテストセンター、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌材（ホース
ハンドル部）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801 に基づく、抗菌方式：抗菌材（ブラシ部　回転ブラシ樹脂部）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、
試験方法：JIS Z 2801 に基づく、抗菌方式：抗菌材（ブラシ部　プレート）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801 に基づく、抗菌方式：抗菌材（本体　コード巻き込み
ボタン）、試験結果：99％。

※3 2021年モデルTC-ED2AとTC-ED2C を比較し、1.1ｍ×1.1ｍの範囲（0.72畳）に30～45cmの毛髪を20本を散布し吸引を4回繰り返し、からまった本数を測定する試験。
これを3回繰り返した平均の比較（TC-ED2A：5本、TC-ED2C：3 本）。当社調べ。

　※2 吸込仕事率とはJIS 規格で定められている吸込力の目安で、最大値（～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・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって
異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。 　　　　　　　

（TC-ED2Cは320W）

走行耐久試験

ペレット白 ペレット黒 ペレットナチュラル

本体ハンドル強度試験

本体ハンドル部、回転ブラシ、手元ハンドル部に加えコード巻き込みボタン、
プレート（くし歯）にも抗菌加工※4を採用。みんなが触れるところだから清潔に。

〈画像はTC-FD2C〉

回転ブラシのイヤな毛がらみを抑制、
使いながらすぐお手入れもできて清潔。

独自開発の植毛で毛がからみにくい。しかも自走感があり、スイスイ進んでラクラクお掃除。
様々な床面がある日本の住環境に適した植毛です。 使用状況等により、効果は異なります。

掃除をしながら回転ブラシについた毛やゴミをクリーニング

フローリングの
溝の奥に入り込んで
しまったゴミも。

ブラシ植毛の密度を高くすることにより、毛やゴミが奥まで入り込まず、
毛がらみを抑制します　　。また、ブラシ植毛の中に自走用の硬い植毛を
組み合わせることで、軽い掛け心地を実現しました。

畳の細かい目に
入り込んだ
微細なゴミも。

じゅうたんに
からんでしまった
ペットの毛や髪の毛も。

iNSTICK ZUBAQと
同様の回転ブラシ植毛を採用。

らくリーニングヘッド 回転ブラシのお手入れの負担を軽減

新植毛

混合

従来モデル 新モデル

自走植毛掻き出し植毛

＊回転ブラシに付着したゴミを全て除去するものではありません。ゴミの種類や付着状態、一度に吸引するゴミの量によっては除去できない場合があります。　

回転ブラシにバンパー内側のプレート（くし歯）が接触し、
からんだ毛やゴミをからめとって吸引

しつこくからんだ毛も、回転ブラシをサッと引き抜くだけで簡単除去しお手入れのわずらわしさを軽減します。
また、回転ブラシは水洗いでき、いつも清潔さを保てます。

毛がらみ除去機能 しつこくからんだ毛のお手入れも簡単

ペットがいる
ご家庭にも
オススメ！

快速からみにくい自走ブラシ 毛のからみにくさと自走感を両立

らくリーニングヘッド

とれた毛は、
ゴミ箱に
捨てるだけ！

壁ぎわの掃除中に
壁や家具などに当たる

※3

ブラシが
キレイに
なった！

今まではからんだゴミの
お手入れが大変でした。

プレート
（くし歯）

回転
ブラシ

毛がらみ
（イメージ図）

※4

回転ブラシ樹脂部

（イメージ図）（イメージ図） （イメージ図）

ウィーン

※1 本体質量は本体のみの質量です（電源コード含む）。

FDED

FDED

FM

FDED FM

（イメージ図）（イメージ図）

軽さも、吸引力も、清潔性も。
みんなにうれしい使いやすさへ。
お部屋をキレイにしようと思っても、信頼できる道具が揃っていないと
気分も乗らず、お掃除ははかどりません。
その点、Be-Kなら軽量、ハイパワー、清潔でしかもお手入れだって簡単。
掃除機のこうだといいながバランスよく揃って、
お掃除に向かう気持ちも違います。

FD EDFM FJ



本体質量※12.4kgの軽量ボディで、持ち運びもラクラク。
ゴミを逃さない吸込仕事率※2   500W。

ハンドル部やコード巻き込みボタンなど
手に触れるところに抗菌加工※4 を採用。

壁ぎわのお掃除をしながら回転ブラシについた
毛やゴミをクリーニング。

フルマラソンの距離を超える走行耐久試験で、軽量化と耐久性の両立をチェック。
また、本体やハンドルに衝撃を与える当社独自の試験で、強度を確認しています。

過酷な品質試験で
ボディやハンドルの強度を徹底してチェック

使用済み家電などの再生材を使用し
廃棄物最終処分率の低減に貢献

強力な吸引力軽量

清潔 簡単お手入れ

強度、衝撃試験、MFR測定（加熱試験）など一連の品質保証試験をクリア
したリサイクルペレットを使用し、廃棄物最終処分量の低減、グリーン
調達を推進しています。

〈TC-ED2C、TC-FD2C〉

〈画像は TC-FM2B〉
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抗菌加工 で清潔※4

※4 無機抗菌剤、練り込み、本体ハンドル部。　無機抗菌剤、練り込み、ホースハンドル部。無機抗菌剤、練り込み、ブラシ部　回転ブラシ樹脂部。無機抗菌剤、練り込み、ブラシ部　プレート。無機抗菌剤、練り込み、本体　コード
巻き込みボタン。JP0122075X0086M。SIAA マークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験結果（一財）
ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801 に基づく、抗菌方式：抗菌材（本体ハンドル部）、試験結果：99％。試験結果（一財）カケンテストセンター、試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌材（ホース
ハンドル部）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801 に基づく、抗菌方式：抗菌材（ブラシ部　回転ブラシ樹脂部）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、
試験方法：JIS Z 2801 に基づく、抗菌方式：抗菌材（ブラシ部　プレート）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801 に基づく、抗菌方式：抗菌材（本体　コード巻き込み
ボタン）、試験結果：99％。

※3 2021年モデルTC-ED2AとTC-ED2C を比較し、1.1ｍ×1.1ｍの範囲（0.72畳）に30～45cmの毛髪を20本を散布し吸引を4回繰り返し、からまった本数を測定する試験。
これを3回繰り返した平均の比較（TC-ED2A：5本、TC-ED2C：3 本）。当社調べ。

　※2 吸込仕事率とはJIS 規格で定められている吸込力の目安で、最大値（～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・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって
異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。 　　　　　　　
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プレート（くし歯）にも抗菌加工※4を採用。みんなが触れるところだから清潔に。

〈画像はTC-FD2C〉
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毛がらみを抑制します　　。また、ブラシ植毛の中に自走用の硬い植毛を
組み合わせることで、軽い掛け心地を実現しました。

畳の細かい目に
入り込んだ
微細なゴミも。

じゅうたんに
からんでしまった
ペットの毛や髪の毛も。

iNSTICK ZUBAQと
同様の回転ブラシ植毛を採用。

らくリーニングヘッド 回転ブラシのお手入れの負担を軽減

新植毛

混合

従来モデル 新モデル

自走植毛掻き出し植毛

＊回転ブラシに付着したゴミを全て除去するものではありません。ゴミの種類や付着状態、一度に吸引するゴミの量によっては除去できない場合があります。　

回転ブラシにバンパー内側のプレート（くし歯）が接触し、
からんだ毛やゴミをからめとって吸引

しつこくからんだ毛も、回転ブラシをサッと引き抜くだけで簡単除去しお手入れのわずらわしさを軽減します。
また、回転ブラシは水洗いでき、いつも清潔さを保てます。

毛がらみ除去機能 しつこくからんだ毛のお手入れも簡単

ペットがいる
ご家庭にも
オススメ！

快速からみにくい自走ブラシ 毛のからみにくさと自走感を両立

らくリーニングヘッド

とれた毛は、
ゴミ箱に
捨てるだけ！

壁ぎわの掃除中に
壁や家具などに当たる

※3

ブラシが
キレイに
なった！

今まではからんだゴミの
お手入れが大変でした。

プレート
（くし歯）

回転
ブラシ
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（イメージ図）

※4

回転ブラシ樹脂部
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※1 本体質量は本体のみの質量です（電源コード含む）。
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軽さも、吸引力も、清潔性も。
みんなにうれしい使いやすさへ。
お部屋をキレイにしようと思っても、信頼できる道具が揃っていないと
気分も乗らず、お掃除ははかどりません。
その点、Be-Kなら軽量、ハイパワー、清潔でしかもお手入れだって簡単。
掃除機のこうだといいながバランスよく揃って、
お掃除に向かう気持ちも違います。

FD EDFM FJ



高いところもらく楽の2WAYロングノズル操作性抜群で疲れにくいかるスマグリップ
パイプまで軽いから高い所もラクラク。
ブラシの角度も調節できます。

軽い力で操作ができるグリップ。段差や階段掃除など
ブラシの方向転換がラクになります。

コンパクトなのに大容量な集じん容積掃除しにくい場所にはすみずみブラシ

1211

Be-Kのさらなる魅力を
WEBでチェック

紙パック式

サイクロン式

三菱電機Be-K

（イメージ図）

一般的にサイクロン式のクリーナーは、吸込性能を保つために、こまめなゴミ捨てとダストケース、各フィルターのお手入れが必要です。

狭いところも得意なフラットヘッド機構

うれしい機能で、
お掃除がますます楽しくなる。

残さず吸いとる壁ぎわスッキリバンパー
ブラシが壁に密着して壁ぎわのゴミもしっかり吸い込みます。家具下もベッド下もスムーズにお掃除できます。

〈画像はTC-FD2C〉

集じん容積1.5Lの大容量だから、紙パックの交換回数が少なく、
紙パック費用も節約できます。

　

手元部にブラシが付けられているので、
棚上などがお掃除しやすく便利です。

　

「身体の負担軽減」をアシスト「身体の負担軽減」をアシスト

約10cm
までOK！

集じん容積

1.5L

抗菌効果
部品名形 名 抗菌の確認試験機関名 試験方法 抗菌の方法 試験結果

TC-FD2C/FM2C/FJ2C 抗菌アレルパンチフィルター （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく 抗菌性繊維を使用 99％以上 フィルター
TC-FD2C/FM2C/FJ2C 紙パック　MP-9 JIS Z 2801に基づく 繊維に練り込み 99％以上 紙パック内層紙

抗菌の処理を行っている部品名称

TC-FD2C/FM2C/FJ2C/ED2C （一財）ボーケン品質評価機構本体ハンドル JIS Z 2801に基づく 99％以上 本体ハンドルプラスチックに練り込み
TC-FD2C/FM2C/FJ2C/ED2C （一財）カケンテストセンター

（一財）カケンテストセンター

ホース JIS Z 2801に基づく 99％以上 手元ハンドルプラスチックに練り込み
TC-FD2C/FM2C/FJ2C/ED2C （一財）ボーケン品質評価機構本体　コード巻き込みボタン JIS Z 2801に基づく 99％以上 コード巻き込みボタンプラスチックに練り込み

TC-ED2C 銀ナノHEPAフィルター （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく フィルター材に含浸 99％以上 ひだ折り不織布

自走式パワーブラシ
自走式パワーブラシ

TC-FD2C/FM2C/ED2C （一財）ボーケン品質評価機構
（一財）ボーケン品質評価機構

JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上
99％以上

回転ブラシ樹脂部
ブラシ部　プレートTC-FD2C/ED2C （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 らくリーニングヘッド

TC-FD2C/FM2C/ED2C JIS L 1902に基づく 植毛に塗布 植毛（橙色）

〈画像はTC-FD2C〉

オープン価格＊
-N（プレミアムゴールド）

TC-FD2C 日本製 軽量、ハイパワー、清潔。
さらにお手入れも簡単。

2WAY
ロングノズル

自走式パワーブラシ

付属品

※1

らくリーニングヘッド

快速からみにくい自走ブラシ

毛がらみ除去機能

FD

サッシノズル お手入れブラシ

付属品

オープン価格＊
-S（プレミアムシルバー）

TC-ED2C 日本製 軽さと多彩な機能が
うれしいサイクロン。

※1

らくリーニングヘッド

快速からみにくい自走ブラシ

毛がらみ除去機能

ED

サッシノズル

付属品
毛がらみ除去機能

快速からみにくい自走ブラシ

オープン価格＊
-A（シャイニーブルー）

TC-FM2C 日本製 ハイパワーだから
気持ちいいほど
ぐんぐん吸い込む。

※1

FM
コンパクトなのに大容量。
シンプルな紙パック式。

タービンブラシ

サッシノズル

付属品

オープン価格＊
-C（アイボリー）

TC-FJ2C 日本製

※1

FJ

FDED FM FDED FMFJ

FD

FD

ED FM FJ

FDED FM FJ

FD FM FJ

自走式パワーブラシ

自走式パワーブラシ

家具下

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※1 無機抗菌剤、練り込み、本体ハンドル部。　無機抗菌剤、練り込み、ホースハンドル部。無機抗菌剤、練り込み、ブラシ部　回転ブラシ樹脂部。無機抗菌剤、
練り込み、ブラシ部　プレート。無機抗菌剤、練り込み、本体　コード巻き込みボタン。JP0122075X0086M。SIAA マークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801 に基づく、抗菌方式：抗菌材（本体ハンドル部）、試験結果：99％。試験結果（一財）カケンテストセンター、
試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌材（ホースハンドル部）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801 に基づく、抗菌方式：抗菌材（ブラシ部　回転ブラシ樹脂部）、
試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801 に基づく、抗菌方式：抗菌材（ブラシ部　プレート）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801
に基づく、抗菌方式：抗菌材（本体　コード巻き込みボタン）、試験結果：99％。



高いところもらく楽の2WAYロングノズル操作性抜群で疲れにくいかるスマグリップ
パイプまで軽いから高い所もラクラク。
ブラシの角度も調節できます。

軽い力で操作ができるグリップ。段差や階段掃除など
ブラシの方向転換がラクになります。

コンパクトなのに大容量な集じん容積掃除しにくい場所にはすみずみブラシ
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Be-Kのさらなる魅力を
WEBでチェック
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一般的にサイクロン式のクリーナーは、吸込性能を保つために、こまめなゴミ捨てとダストケース、各フィルターのお手入れが必要です。

狭いところも得意なフラットヘッド機構

うれしい機能で、
お掃除がますます楽しくなる。

残さず吸いとる壁ぎわスッキリバンパー
ブラシが壁に密着して壁ぎわのゴミもしっかり吸い込みます。家具下もベッド下もスムーズにお掃除できます。

〈画像はTC-FD2C〉

集じん容積1.5Lの大容量だから、紙パックの交換回数が少なく、
紙パック費用も節約できます。

　

手元部にブラシが付けられているので、
棚上などがお掃除しやすく便利です。

　

「身体の負担軽減」をアシスト「身体の負担軽減」をアシスト

約10cm
までOK！
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抗菌効果
部品名形 名 抗菌の確認試験機関名 試験方法 抗菌の方法 試験結果

TC-FD2C/FM2C/FJ2C 抗菌アレルパンチフィルター （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく 抗菌性繊維を使用 99％以上 フィルター
TC-FD2C/FM2C/FJ2C 紙パック　MP-9 JIS Z 2801に基づく 繊維に練り込み 99％以上 紙パック内層紙

抗菌の処理を行っている部品名称
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付属品

※1

らくリーニングヘッド

快速からみにくい自走ブラシ

毛がらみ除去機能

FD

サッシノズル お手入れブラシ

付属品

オープン価格＊
-S（プレミアムシルバー）

TC-ED2C 日本製 軽さと多彩な機能が
うれしいサイクロン。

※1

らくリーニングヘッド

快速からみにくい自走ブラシ

毛がらみ除去機能

ED

サッシノズル

付属品
毛がらみ除去機能

快速からみにくい自走ブラシ

オープン価格＊
-A（シャイニーブルー）

TC-FM2C 日本製 ハイパワーだから
気持ちいいほど
ぐんぐん吸い込む。

※1

FM
コンパクトなのに大容量。
シンプルな紙パック式。

タービンブラシ

サッシノズル

付属品

オープン価格＊
-C（アイボリー）

TC-FJ2C 日本製

※1

FJ

FDED FM FDED FMFJ

FD

FD

ED FM FJ

FDED FM FJ

FD FM FJ

自走式パワーブラシ

自走式パワーブラシ

家具下

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。※1 無機抗菌剤、練り込み、本体ハンドル部。　無機抗菌剤、練り込み、ホースハンドル部。無機抗菌剤、練り込み、ブラシ部　回転ブラシ樹脂部。無機抗菌剤、
練り込み、ブラシ部　プレート。無機抗菌剤、練り込み、本体　コード巻き込みボタン。JP0122075X0086M。SIAA マークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801 に基づく、抗菌方式：抗菌材（本体ハンドル部）、試験結果：99％。試験結果（一財）カケンテストセンター、
試験方法：JIS Z 2801に基づく、抗菌方式：抗菌材（ホースハンドル部）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801 に基づく、抗菌方式：抗菌材（ブラシ部　回転ブラシ樹脂部）、
試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801 に基づく、抗菌方式：抗菌材（ブラシ部　プレート）、試験結果：99％。試験結果（一財）ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2801
に基づく、抗菌方式：抗菌材（本体　コード巻き込みボタン）、試験結果：99％。



※HC-JD2B/HC-JM2B/HC-JD2A/HC-JM2A/
HC-JD2X/HC-JM2X/HC-JD1J/HC-JM1J/HC-
JXH30P/HC-VXH30P/HC-VXG30P/HC-VXG
20P/HC-VXF30P/HC- VXF20P/HC-VXE20P/
TC-NS80/NS70・HC-UE3J/ UH3Jには対応
しません。
●水洗いの際、洗剤は使用しないでください。 

※TC-CH7P/TC-CJシリーズ/TC-AJシリーズ/
TC-AJ11E6/TC-BJシリーズ/TC-BJ11E6/
TC-EJ8J/TC-EJ7J/TC-FJシリーズ/
TC-FJ75E6/ TC-FJ55E6 / TC-F520JP/
TC-FW6JP/TC-BKシリーズ /TC-BK11E7/
TC-EKシリーズ/TC-EK85E7/TC-FKシリーズ/
TC-FK75E7/ TC-FK55E7/ TC-BXAシリーズ/
TC-EXAシリーズ /TC-EXA85E8/
TC-FXAシリーズ/TC-FXA75E8/TC-FXA55E8/
TC-FXA530P/ TC-EX85E9/TC-FX75E9/
TC-FX55E9に上記別売部品を使用する場合は、
別売部品用アタッチメントが必要となります。
（部品番号：M11 C87 415ET 部品価格715円
〈税込〉）。別売部品と一緒にご注文ください。

アレル物質を抑制しながら、ゴミをかき取る。

iNSTICK ZUBAQ
シリーズ

アタッチメントで
さらに快適お掃除

〔別売部品〕

AM-7　
希望小売価格 2,200円（税込）

小物の多い棚も手早く掃除。
キャッチブラシ
小物の吸い込みを防ぐ格子付き。
耐久性が高く、優しいタッチの天然素材（馬毛）。

AM-8　
希望小売価格 2,750円（税込）

細かい所もほうき感覚。
ハキトリブラシ
毛ブラシで掃いてチューブで吸い込みます。
ホコリが付きにくい静電気防止毛使用。

ベッドやふとんの上を軽い力で掃除でき、
髪の毛や微細なゴミをしっかり吸引。

AM-60　
希望小売価格 5,500円（税込）

アレルパンチ※9

ふとんクリーンブラシ

AM-10　
希望小売価格 1,870円（税込）

円ブラシ＆
すきまノズルセット

 ※1 総質量は、本体、床用ブラシ、パイプ、充電台の合計質量です。※2 収納時寸法は、本体、床用ブラシ、パイプをセットした状態で充電台に収納した時の寸法です。※3 当社推奨ゴミ捨てラインまでの容積。このラインを超　　えてゴミを吸わせると吸引力が落ちる場合があります。※4 アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。試験機関：住化エンバイロメンタルサイエンス（株）、試験方法：ELISA 法に基づく、抑制の方法：
抗アレル剤を塗布、対象部分：アレルパンチ植毛、試験結果：抑制率約 90％　※5 電池が、満充電、初期状態で周囲温度 20℃の場合。使用状況によって異なります。※6 JEMA自主基準（HD-10）により測定。（試験方法：周囲　　温度 20℃±5℃、「強」にてバッテリーが初期容量の60％に低下するまで満充放電をくり返す試験）なお、バッテリーの寿命は周囲の温度・使用頻度など、お使いの環境・条件などによって異なります。※7回転ブラシ自動クリー
ニング機構、数秒間パワーブラシの回転ブラシが回転します。詳しくはP3を参照。※8 粒子径 0.3μm以上の微細じんを99.9％以上捕じん〈当社試験ゴミ（JIS 試験用粉体 1 4 種）による〉。※9 工場出荷時、ふとんブラシは付属　　品収納袋に入っています。※10 吸込仕事率とは JIS規格で定められている吸込力の目安で、最大値（～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・ゴミのたまり具合や床材の違い等に
よって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。※11 運転音の表示は JIS C 9108 による。※12 本体質量は本体のみの質量です（電源コード含む）。　　※13 粒子径 0.5μm以上の微細じんを99.9％　　以上捕じん〈当社試験ゴミ（JIS 試験用粉体 1 4 種）による〉。※14 粒子径 0.5μm以上の微細じんを99％以上捕じん〈当社試験ゴミ（JIS 試験用粉体 1 4 種）による〉。
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①
②

① ②

③

①〈洗える 〉銀ナノHEPAフィルター（2層） 
　〈抗菌加工・消臭機能付加〉
②〈洗える 〉プレフィルター

①〈洗える 〉帯電防止加工メッシュフィルター
②〈洗える 〉銀ナノHEPAフィルター（2層） 
　〈抗菌加工・消臭機能付加〉
③高性能クリーンフィルター

付属品 付属品

便利機能

清
潔
機
能

形名 HC-JD2B

コードレススティッククリーナー サイクロン式 紙パック式

プレミアムタイプ スタンダードタイプ

HC-JM2B TC-ED2C TC-FD2C TC-FM2C TC-FJ2C
－S（ガンメタリックシルバー） －R（ワインレッド）

1.9kg（パイプ・ブラシ・バッテリー含む） 1.9kg（パイプ・ブラシ・バッテリー含む）
2.4kg 2.4kg

4.3kg（クリーナー収納時）
225×190×1,005mm
270×270×817mm
270×270×1,020mm

4.3kg（クリーナー収納時）

カラー
形名

5mコードの長さ
MP-9、MP-7、MP-3、MP-2 装着可適応紙パック

ダストケース部
集じん容積 0.6L 1.5L

（イメージ図）

（イメージ図） （イメージ図）

0.5μm以上の微細なゴミを
99.9％以上※13 逃さない

0.3μm以上の微細なゴミを 99.9％以上※8 逃さない

0.5μm以上の微細なゴミを99％以上※14 逃さない

回転ブラシ樹脂部抗菌加工 回転ブラシ樹脂部抗菌加工 回転ブラシ樹脂部抗菌加工

フィルタータイプ

カラー

吸込仕事率※10
〈消費電力〉

320W～約80W
〈850W～約300W〉

500W～約100W
〈1000W～約300W〉

－S（プレミアムシルバー） －N（プレミアムゴールド） －A（シャイニーブルー） －C（アイボリー）

本体質量※12（標準質量）

本体寸法（幅×奥行×高さ） 210×323×220mm 210×323×210mm

2.4（3.8）kg 2.4（3.6）kg

質量

コードの長さ（充電台）

ブラシタイプ

ブラシタイプ

排気性能

連続運転時間

充電時間

充電池

らくリーニングスタンド※7

らくリーニングヘッド

排気性能

リチウムイオンバッテリー リチウムイオンバッテリー

充放電　約3,000 回※6 充放電　約3,000 回※6

標準
自動 約10 分～約40分

強※5 約10分
約 40分

約 70分

自走式パワーブラシ

毛がらみ除去機能

抗菌加工植毛（橙色） 抗菌加工植毛（橙色）

抗菌加工植毛（橙色） 抗菌加工植毛（橙色） 抗菌加工植毛（橙色）

回転ブラシ樹脂部抗菌加工回転ブラシ樹脂部抗菌加工
快速からみにくい自走ブラシ 快速からみにくい自走ブラシ

快速からみにくい自走ブラシ 快速からみにくい自走ブラシ 快速からみにくい自走ブラシアレルパンチ※4植毛（赤+黄色） アレルパンチ※4植毛（赤+黄色）

アレルパンチ※4植毛（赤+黄色） アレルパンチ※4植毛（赤+黄色） アレルパンチ※4植毛（赤+黄色）

自走式パワーブラシ

自走式パワーブラシ 自走式パワーブラシ タービンブラシ

1.8m

寸法
（幅×奥行×高さ）

クリーナー

クリーナー
充電台
収納時※2

充電台
総質量※1

グリップ かるスマグリップ

パワーシフトモード（自動運転） パワーシフトモード（自動運転） 持ち運び

すみずみブラシ
（伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部） （手元ハンドル部）

1カ所

（伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部）

2カ所

（手元ハンドル部）

1カ所

ビッグハンドル

サッシノズル、
紙パック（MP-9）

サッシノズル、
紙パック（MP-9）

サッシノズル、
お手入れブラシ

アレルパンチ※4ふとんクリーンブラシ、
ロングノズル（エアブロー機能対応）、
毛ブラシ、ロングホース、サッシノズル、
お手入れブラシ（充電台装着品）、付属品収納袋※9

ロングノズル（エアブロー機能対応）、
毛ブラシ、お手入れブラシ（充電台装着品）

○
○

○
○
○

○
○

○
○

○

○

○

○
○

○

○
○

○
○

○

回転ブラシ樹脂部

回転ブラシ植毛（橙色）
ふとんブラシ回転ブラシ植毛（橙色）

回転ブラシ樹脂部

回転ブラシ樹脂部

上ケース、下ケース

下ケース
上ケース

らくリーニングプレート
ハンドル部内側
ハンドル部外側

自走式
パワーブラシ

本体ハンドル

充電台
アレルパンチ
ふとん

クリーンブラシ

抗菌

タイヤ

回転ブラシ
サイクロンボックス ○

○ ○

○

○

○（塗料に含有） ○（練りこみ）

○
○
○
○

○

○ ○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○
○

お手入れ
（水洗い）

掲載ページ　P1～P8
掲載ページ　P9～P12

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

Be-K
シリーズ

運転音※11 64dB～約59dB 65dB～約58dB

自走式パワーブラシ

2WAYロングノズル、
紙パック（MP-9）

①炭紙パックMP-9（3層）
②〈洗える 〉抗菌アレルパンチフィルター
③高性能クリーンフィルター

お手入れ

手元ハンドル部
本体ハンドル部
コード巻き込みボタン
プレート（くし歯）

ティッシュdeガード

清
潔
機
能

毛がらみ除去機能

SIAA 抗菌

ダストケース水洗い

② ③

①

集じん容積 0.25L※3

※3

NEW NEW NEW NEW

S
I
A
A
抗
菌

HC-JM2B 本体ハンドル （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 ハンドル部外側
HC-JD2B/JM2B 本体ハンドル （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 ハンドル部内側

HC-JD2B/JM2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 回転ブラシ樹脂部自走式パワーブラシ

HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく 塗料に抗菌剤を含有 99％以上 ハンドル部外側本体ハンドル

プラスチックに練り込みHC-JD2B/JM2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく 99％以上 上ケース自走式パワーブラシ
プラスチックに練り込みHC-JD2B/JM2B （一財）カケンテストセンター JIS Z 2801に基づく 99％以上 下ケース自走式パワーブラシ

抗菌効果（スティッククリーナー）
部品名形 名 抗菌の確認試験機関名 試験方法 抗菌の方法 試験結果 抗菌の処理を行っている部品名称

HC-JD2B/JM2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく 植毛に塗布 99％以上 植毛（橙色）自走式パワーブラシ

HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 らくリーニングプレート充電台
HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 上ケース、下ケースアレルパンチふとんクリーンブラシ
HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 回転ブラシ樹脂部アレルパンチふとんクリーンブラシ
HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく 軟質材に練り込み 99％以上 タイヤアレルパンチふとんクリーンブラシ

抗菌効果（スティッククリーナー）
部品名形 名 抗菌の確認試験機関名 試験方法 抗菌の方法 試験結果 抗菌の処理を行っている部品名称

HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく 植毛に塗布 99％以上 植毛（橙色）アレルパンチふとんクリーンブラシ

HC-JD2B/JM2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく フィルター材に含侵 99％以上 ひだ折り不織布銀ナノHEPAフィルター
抗菌効果（キャニスター）

部品名形 名 抗菌の確認試験機関名 試験方法 抗菌の方法 試験結果 抗菌の処理を行っている部品名称

TC-FD2C/FM2C/FJ2C 抗菌アレルパンチフィルター （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく 抗菌性繊維を使用 99％以上 フィルター
TC-FD2C/FM2C/FJ2C 紙パック　MP-9 JIS Z 2801に基づく 繊維に練り込み 99％以上 紙パック内層紙

TC-FD2C/FM2C/FJ2C/ED2C （一財）ボーケン品質評価機構本体ハンドル JIS Z 2801に基づく 99％以上 本体ハンドルプラスチックに練り込み
TC-FD2C/FM2C/FJ2C/ED2C （一財）カケンテストセンター

（一財）カケンテストセンター

ホース JIS Z 2801に基づく 99％以上 手元ハンドルプラスチックに練り込み

TC-ED2C 銀ナノHEPAフィルター （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく フィルター材に含浸 99％以上 ひだ折り不織布

自走式パワーブラシTC-FD2C/FM2C/ED2C （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 回転ブラシ樹脂部
自走式パワーブラシ （一財）ボーケン品質評価機構 99％以上TC-FD2C/FM2C/ED2C JIS L 1902に基づく 植毛に塗布 植毛（橙色）

TC-FD2C/FM2C/FJ2C/ED2C （一財）ボーケン品質評価機構本体　コード巻き込みボタン JIS Z 2801に基づく 99％以上 コード巻き込みボタンプラスチックに練り込み

ブラシ部　プレートTC-FD2C/ED2C （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 らくリーニングヘッド



※HC-JD2B/HC-JM2B/HC-JD2A/HC-JM2A/
HC-JD2X/HC-JM2X/HC-JD1J/HC-JM1J/HC-
JXH30P/HC-VXH30P/HC-VXG30P/HC-VXG
20P/HC-VXF30P/HC- VXF20P/HC-VXE20P/
TC-NS80/NS70・HC-UE3J/ UH3Jには対応
しません。
●水洗いの際、洗剤は使用しないでください。 

※TC-CH7P/TC-CJシリーズ/TC-AJシリーズ/
TC-AJ11E6/TC-BJシリーズ/TC-BJ11E6/
TC-EJ8J/TC-EJ7J/TC-FJシリーズ/
TC-FJ75E6/ TC-FJ55E6 / TC-F520JP/
TC-FW6JP/TC-BKシリーズ /TC-BK11E7/
TC-EKシリーズ/TC-EK85E7/TC-FKシリーズ/
TC-FK75E7/ TC-FK55E7/ TC-BXAシリーズ/
TC-EXAシリーズ /TC-EXA85E8/
TC-FXAシリーズ/TC-FXA75E8/TC-FXA55E8/
TC-FXA530P/ TC-EX85E9/TC-FX75E9/
TC-FX55E9に上記別売部品を使用する場合は、
別売部品用アタッチメントが必要となります。
（部品番号：M11 C87 415ET 部品価格715円
〈税込〉）。別売部品と一緒にご注文ください。

アレル物質を抑制しながら、ゴミをかき取る。

iNSTICK ZUBAQ
シリーズ

アタッチメントで
さらに快適お掃除

〔別売部品〕

AM-7　
希望小売価格 2,200円（税込）

小物の多い棚も手早く掃除。
キャッチブラシ
小物の吸い込みを防ぐ格子付き。
耐久性が高く、優しいタッチの天然素材（馬毛）。

AM-8　
希望小売価格 2,750円（税込）

細かい所もほうき感覚。
ハキトリブラシ
毛ブラシで掃いてチューブで吸い込みます。
ホコリが付きにくい静電気防止毛使用。

ベッドやふとんの上を軽い力で掃除でき、
髪の毛や微細なゴミをしっかり吸引。

AM-60　
希望小売価格 5,500円（税込）

アレルパンチ※9

ふとんクリーンブラシ

AM-10　
希望小売価格 1,870円（税込）

円ブラシ＆
すきまノズルセット

 ※1 総質量は、本体、床用ブラシ、パイプ、充電台の合計質量です。※2 収納時寸法は、本体、床用ブラシ、パイプをセットした状態で充電台に収納した時の寸法です。※3 当社推奨ゴミ捨てラインまでの容積。このラインを超　　えてゴミを吸わせると吸引力が落ちる場合があります。※4 アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。試験機関：住化エンバイロメンタルサイエンス（株）、試験方法：ELISA 法に基づく、抑制の方法：
抗アレル剤を塗布、対象部分：アレルパンチ植毛、試験結果：抑制率約 90％　※5 電池が、満充電、初期状態で周囲温度 20℃の場合。使用状況によって異なります。※6 JEMA自主基準（HD-10）により測定。（試験方法：周囲　　温度 20℃±5℃、「強」にてバッテリーが初期容量の60％に低下するまで満充放電をくり返す試験）なお、バッテリーの寿命は周囲の温度・使用頻度など、お使いの環境・条件などによって異なります。※7回転ブラシ自動クリー
ニング機構、数秒間パワーブラシの回転ブラシが回転します。詳しくはP3を参照。※8 粒子径 0.3μm以上の微細じんを99.9％以上捕じん〈当社試験ゴミ（JIS 試験用粉体 1 4 種）による〉。※9 工場出荷時、ふとんブラシは付属　　品収納袋に入っています。※10 吸込仕事率とは JIS規格で定められている吸込力の目安で、最大値（～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・ゴミのたまり具合や床材の違い等に
よって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。※11 運転音の表示は JIS C 9108 による。※12 本体質量は本体のみの質量です（電源コード含む）。　　※13 粒子径 0.5μm以上の微細じんを99.9％　　以上捕じん〈当社試験ゴミ（JIS 試験用粉体 1 4 種）による〉。※14 粒子径 0.5μm以上の微細じんを99％以上捕じん〈当社試験ゴミ（JIS 試験用粉体 1 4 種）による〉。
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①
②

① ②

③

①〈洗える 〉銀ナノHEPAフィルター（2層） 
　〈抗菌加工・消臭機能付加〉
②〈洗える 〉プレフィルター

①〈洗える 〉帯電防止加工メッシュフィルター
②〈洗える 〉銀ナノHEPAフィルター（2層） 
　〈抗菌加工・消臭機能付加〉
③高性能クリーンフィルター

付属品 付属品

便利機能

清
潔
機
能

形名 HC-JD2B

コードレススティッククリーナー サイクロン式 紙パック式

プレミアムタイプ スタンダードタイプ

HC-JM2B TC-ED2C TC-FD2C TC-FM2C TC-FJ2C
－S（ガンメタリックシルバー） －R（ワインレッド）

1.9kg（パイプ・ブラシ・バッテリー含む） 1.9kg（パイプ・ブラシ・バッテリー含む）
2.4kg 2.4kg

4.3kg（クリーナー収納時）
225×190×1,005mm
270×270×817mm
270×270×1,020mm

4.3kg（クリーナー収納時）

カラー
形名

5mコードの長さ
MP-9、MP-7、MP-3、MP-2 装着可適応紙パック

ダストケース部
集じん容積 0.6L 1.5L

（イメージ図）

（イメージ図） （イメージ図）

0.5μm以上の微細なゴミを
99.9％以上※13 逃さない

0.3μm以上の微細なゴミを 99.9％以上※8 逃さない

0.5μm以上の微細なゴミを99％以上※14 逃さない

回転ブラシ樹脂部抗菌加工 回転ブラシ樹脂部抗菌加工 回転ブラシ樹脂部抗菌加工

フィルタータイプ

カラー

吸込仕事率※10
〈消費電力〉

320W～約80W
〈850W～約300W〉

500W～約100W
〈1000W～約300W〉

－S（プレミアムシルバー） －N（プレミアムゴールド） －A（シャイニーブルー） －C（アイボリー）

本体質量※12（標準質量）

本体寸法（幅×奥行×高さ） 210×323×220mm 210×323×210mm

2.4（3.8）kg 2.4（3.6）kg

質量

コードの長さ（充電台）

ブラシタイプ

ブラシタイプ

排気性能

連続運転時間

充電時間

充電池

らくリーニングスタンド※7

らくリーニングヘッド

排気性能

リチウムイオンバッテリー リチウムイオンバッテリー

充放電　約3,000 回※6 充放電　約3,000 回※6

標準
自動 約10 分～約40分

強※5 約10分
約 40分

約 70分

自走式パワーブラシ

毛がらみ除去機能

抗菌加工植毛（橙色） 抗菌加工植毛（橙色）

抗菌加工植毛（橙色） 抗菌加工植毛（橙色） 抗菌加工植毛（橙色）

回転ブラシ樹脂部抗菌加工回転ブラシ樹脂部抗菌加工
快速からみにくい自走ブラシ 快速からみにくい自走ブラシ

快速からみにくい自走ブラシ 快速からみにくい自走ブラシ 快速からみにくい自走ブラシアレルパンチ※4植毛（赤+黄色） アレルパンチ※4植毛（赤+黄色）

アレルパンチ※4植毛（赤+黄色） アレルパンチ※4植毛（赤+黄色） アレルパンチ※4植毛（赤+黄色）

自走式パワーブラシ

自走式パワーブラシ 自走式パワーブラシ タービンブラシ

1.8m

寸法
（幅×奥行×高さ）

クリーナー

クリーナー
充電台
収納時※2

充電台
総質量※1

グリップ かるスマグリップ

パワーシフトモード（自動運転） パワーシフトモード（自動運転） 持ち運び

すみずみブラシ
（伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部） （手元ハンドル部）

1カ所

（伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部）

2カ所

（手元ハンドル部）

1カ所

ビッグハンドル

サッシノズル、
紙パック（MP-9）

サッシノズル、
紙パック（MP-9）

サッシノズル、
お手入れブラシ

アレルパンチ※4ふとんクリーンブラシ、
ロングノズル（エアブロー機能対応）、
毛ブラシ、ロングホース、サッシノズル、
お手入れブラシ（充電台装着品）、付属品収納袋※9

ロングノズル（エアブロー機能対応）、
毛ブラシ、お手入れブラシ（充電台装着品）

○
○

○
○
○

○
○

○
○

○

○

○

○
○

○

○
○

○
○

○

回転ブラシ樹脂部

回転ブラシ植毛（橙色）
ふとんブラシ回転ブラシ植毛（橙色）

回転ブラシ樹脂部

回転ブラシ樹脂部

上ケース、下ケース

下ケース
上ケース

らくリーニングプレート
ハンドル部内側
ハンドル部外側

自走式
パワーブラシ

本体ハンドル

充電台
アレルパンチ
ふとん

クリーンブラシ

抗菌

タイヤ

回転ブラシ
サイクロンボックス ○

○ ○

○

○

○（塗料に含有） ○（練りこみ）

○
○
○
○

○

○ ○

○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○
○

お手入れ
（水洗い）

掲載ページ　P1～P8
掲載ページ　P9～P12

日本製 日本製 日本製 日本製 日本製 日本製

Be-K
シリーズ

運転音※11 64dB～約59dB 65dB～約58dB

自走式パワーブラシ

2WAYロングノズル、
紙パック（MP-9）

①炭紙パックMP-9（3層）
②〈洗える 〉抗菌アレルパンチフィルター
③高性能クリーンフィルター

お手入れ

手元ハンドル部
本体ハンドル部
コード巻き込みボタン
プレート（くし歯）

ティッシュdeガード

清
潔
機
能

毛がらみ除去機能

SIAA 抗菌

ダストケース水洗い

② ③

①

集じん容積 0.25L※3

※3

NEW NEW NEW NEW

S
I
A
A
抗
菌

HC-JM2B 本体ハンドル （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 ハンドル部外側
HC-JD2B/JM2B 本体ハンドル （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 ハンドル部内側

HC-JD2B/JM2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 回転ブラシ樹脂部自走式パワーブラシ

HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく 塗料に抗菌剤を含有 99％以上 ハンドル部外側本体ハンドル

プラスチックに練り込みHC-JD2B/JM2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく 99％以上 上ケース自走式パワーブラシ
プラスチックに練り込みHC-JD2B/JM2B （一財）カケンテストセンター JIS Z 2801に基づく 99％以上 下ケース自走式パワーブラシ

抗菌効果（スティッククリーナー）
部品名形 名 抗菌の確認試験機関名 試験方法 抗菌の方法 試験結果 抗菌の処理を行っている部品名称

HC-JD2B/JM2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく 植毛に塗布 99％以上 植毛（橙色）自走式パワーブラシ

HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 らくリーニングプレート充電台
HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 上ケース、下ケースアレルパンチふとんクリーンブラシ
HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 回転ブラシ樹脂部アレルパンチふとんクリーンブラシ
HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく 軟質材に練り込み 99％以上 タイヤアレルパンチふとんクリーンブラシ

抗菌効果（スティッククリーナー）
部品名形 名 抗菌の確認試験機関名 試験方法 抗菌の方法 試験結果 抗菌の処理を行っている部品名称

HC-JD2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく 植毛に塗布 99％以上 植毛（橙色）アレルパンチふとんクリーンブラシ

HC-JD2B/JM2B （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく フィルター材に含侵 99％以上 ひだ折り不織布銀ナノHEPAフィルター
抗菌効果（キャニスター）

部品名形 名 抗菌の確認試験機関名 試験方法 抗菌の方法 試験結果 抗菌の処理を行っている部品名称

TC-FD2C/FM2C/FJ2C 抗菌アレルパンチフィルター （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく 抗菌性繊維を使用 99％以上 フィルター
TC-FD2C/FM2C/FJ2C 紙パック　MP-9 JIS Z 2801に基づく 繊維に練り込み 99％以上 紙パック内層紙

TC-FD2C/FM2C/FJ2C/ED2C （一財）ボーケン品質評価機構本体ハンドル JIS Z 2801に基づく 99％以上 本体ハンドルプラスチックに練り込み
TC-FD2C/FM2C/FJ2C/ED2C （一財）カケンテストセンター

（一財）カケンテストセンター

ホース JIS Z 2801に基づく 99％以上 手元ハンドルプラスチックに練り込み

TC-ED2C 銀ナノHEPAフィルター （一財）ボーケン品質評価機構 JIS L 1902に基づく フィルター材に含浸 99％以上 ひだ折り不織布

自走式パワーブラシTC-FD2C/FM2C/ED2C （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 回転ブラシ樹脂部
自走式パワーブラシ （一財）ボーケン品質評価機構 99％以上TC-FD2C/FM2C/ED2C JIS L 1902に基づく 植毛に塗布 植毛（橙色）

TC-FD2C/FM2C/FJ2C/ED2C （一財）ボーケン品質評価機構本体　コード巻き込みボタン JIS Z 2801に基づく 99％以上 コード巻き込みボタンプラスチックに練り込み

ブラシ部　プレートTC-FD2C/ED2C （一財）ボーケン品質評価機構 JIS Z 2801に基づく プラスチックに練り込み 99％以上 らくリーニングヘッド



NEW

気持ちいいお掃除で、
家族みんなを笑顔に変える。

紙パック式
サイクロン式
掃除機

本カタログの掲載商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

掃除機
総合カタログ 家庭用 2023-3

安全に関する
ご注意

●商品の定格、仕様・デザイン等は改良のため一部変更することがありますのでご了承願います。 ●家庭用掃除機は、業務用途や掃除以外には使用しないでください。使用された場合、性能・品質など保証できないことがあります。 
●このカタログのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記の当社相談センターにおたずねください。 ●商品の色は、印刷により現品と多少違うことがありますのでご了承ください。

※TC-AE/TC-AF/TC-AGタイプにも装着可能です。

品質を保証する三菱電機製 純正 紙パック

※1 ダニの死がいやフン・花粉などに含まれるアレル物質を天然ポリフェノールで抑制。

抗菌
効果

紙パック
（MP-9、MP-7、MP-3、MP-25）

（一財）カケンテストセンター JIS Z 2801に基づく 繊維に練り込み 99％以上 紙パック内層紙

部品名

掃除機の紙パックは機能部品です。三菱掃除機には必ず 三菱電機製の純正紙パック をご使用ください。純正以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。
純正以外の紙パックを使用した場合、紙パックに関する掃除機の性能・品質は保証できません。

抗菌の確認試験機関名 試験方法 抗菌の方法 試験結果 抗菌の処理を行っている部品名称

希望小売価格 1,760円（税込）（5枚入り）
（脱臭・抗菌・アレルパンチ※1）

希望小売価格 
1,430円（税込）（5枚入り）

希望小売価格 
1,045円（税込）（5枚入り）

希望小売価格 
880円（税込）（5枚入り）

希望小売価格 1,540円（税込）（10枚入り） 希望小売価格 1,540円（税込）（10枚入り）

TC-NS、AR用

横形紙パック式掃除機専用　但し、TC-NS、AR、970JP、960P、950、951、300、301、310P、311P、350J、355JPは除く。

ハンディ・スティックタイプ掃除機専用
（HC-P1・P2・P10・P30・A1・A2・A3・A5・B30・B70・BA70・BA30・BB70・BB30・BC70・BC30）

MP-9 備長炭配合炭紙パック

MP-30 消臭クリーン紙パック

MP-7 アレルパンチ※1
抗菌消臭クリーン紙パック

MP-3 
抗菌消臭クリーン紙パック

MP-2 
紙パック

MP-25 抗菌紙パック

製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には、商品本体に製造番号が表示されているか、お確かめください。

保証書は必ずお受け取りください。
この商品には、保証書がついています。
購入時は、必要事項が記載されているか
ご確認の上、大切に保存してください。
購入店名、購入日付の記載がない保証書
は、無効になりますのでご注意ください。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに
直接接続してお使いください。火災の原因となります。●灯油、ガソ
リン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となり
ます。●掃除機の紙パックは、本体性能を維持するための大切な機能
部品です。そのため、純正以外の紙パックを使用した場合はモーター
の発煙、発火が発生するおそれがあります。

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

掃除機

※1

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ。

★長年ご使用の掃除機の点検を!   ●掃除機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

こんな症状は
ありませんか

ご使用中止

●スイッチを入れても、運転しないことがある。●電源プラグやコードを動かすと、
通電したり、しなかったりする。●運転中、時々止まる。　●運転中に異常な音がする。
●本体が変形したり、異常に熱い。●ホースが破れている。　●こげくさい臭いがする。
　●その他の異常や故障がある。

本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店に点検・
修理をご相談ください。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。
●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

2023年3月作成S-S13-2-CA825-C 2303〈 IP〉

ひとりのしあわせを家族やまわりの人たちとわかちあえれば、この社会も、地球の未来も、もっとしあわせになれるはず。
私たちは、誰もが自分らしい10 0年を生きるライフソリューションを次々とお届けしていきます。

お支払いは
三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社
をご利用ください。
便利な分割払いで快適な生活設計を…
クレジット〈分割払い・ボーナス払い・リボ払い〉のご相談
は当店でどうぞ。


