掃除機

EC-VS530

2020
オープン価格

驚くほど

ご みが

取れる！

倍トルヘッド （当社比）搭載で、
※1

じゅうたんや壁際を強力吸引。
掃除もお手入れも楽々、

スクリュープレスで

ご みを

1 5

軽量フィルターレス サイクロン。
※2

に圧縮

※3

（当社試験基準）

軽 量ボディ

2.4kg
（本体質量※4 ）

NEW

じゅうたんや壁際の取りづらいごみもしっかり吸引

倍トルヘッド

※1

ブラシ回転数を当社従来比 ※5 約2倍にアップ、加えて新
形状バンパーを搭載することで、
じゅうたん内部のほこりを
掻きだし、取りづらい壁際のごみも強力に吸引します。

EC-VS530 -N

（ゴールド系）

オープン価格

吸込仕事率※a200〜約60Wの強力パワー
2段階遠心分離サイクロン

フィルターレス で
お手入れ軽減
※2

●写真はイメージです。
※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 当社2018年度機種EC-VS310の
「強モード、
ブラシ回転ON」
とEC-VS530の
「強モード、
ブラシ回転ON」
との当社規定条件
下での吸引性能を比較。EC-VS310：3.0g、EC-VS530：6.2g。使い方や使用条件などによって異なります。 ※2 ダストカップ上部に微細なごみを分離するためのプリーツフィルターがない構造。 ※3 日本
電機工業会自主基準ごみによるごみ吸引前と、吸引・圧縮後の試験ごみ密度の比較。
ごみの種類・量により異なります。 ※4 本体質量は本体（コードリールを含む）
のみの質量です。 ※5 当社2018年度機
種EC-VS310の
「強モード」
とEC-VS530の
「強モード」
との当社規定条件下でのブラシ回転数を比較。EC-VS310：約2,500回転、EC-VS530：約5,300回転。使い方や使用条件などによって異なります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

フィルターレス※1でお手入れ軽減、吸込仕事率※a 200W〜約60Wの強力パワー

ごみを1/5に圧縮※3し、ごみ捨て時の舞い上がりを抑える

2段階遠心分離サイクロン

スクリュープレス

使い始めの強力パワーが99％以上持続 ※2する2段階遠心分離サイ

吸い込んだごみを圧縮

クロンを搭載。
目詰まりの原因となるフィルターがないためお手入れ

するスクリュープレスフィ

が楽で、200Wの強力パワーを持続させたままお掃除できます。

ンを搭 載 。スクリュープ

2段目：微細じん分離ユニット

レスフィンの表 面に、ネ

強力な旋回気流を生み出す10個の

コ科の動 物の舌を模し

軽量小型サイクロンが、微細な

＊当社試験基準による

押し固めたごみの再 膨 張を
抑える「ネコの舌 」構 造を圧
縮プレート表面に採用。

た突起を採用。
ネコがみ

ハウスダストまで遠心分離し、
しっかりとダストカップへ落とします。

ずからの毛をなめて固

1段目：遠心分離サイクロン

めるように、吸い込んだ

綿ごみや髪の毛などを旋回分離する

ごみを固めて再 膨 張を

遠心分離サイクロン。

抑えます。

※2 JIS C 9108附属書D準拠による。
ダストカップにごみが
ない状態から、
ごみ満量ラインまでの風量持続率が99%以上。

軽量ボディ2.4ｋｇ

固めて
ポイ

カンタンお手入れ
スルッとポイ

まるごと水洗い

本 体 質 量 はわずか 2 . 4 k g なので、お 掃

内筒に巻き付いた髪の毛やホコリはフレームを引き

回転ブラシもカップ、
フィルターもまるごと水洗いで

除も持ち運びもラクに行えます。

抜くだけで、スルッと外せてお手入れがカンタンです。

きるので、いつでも清潔にお使いいだけます。

（本体質量※4）

■仕様
形名

吸込口

EC-VS530

パワーヘッド

吸込仕事率※a
（Ｗ）
200〜約60

消費電力
（Ｗ）
850〜約450

運転音
（dB）
※5

集じん容積
（L）
※6

68〜約64

0.25

本体寸法
幅×奥行×高さ
（㎜）

本体質量※4
（標準質量）
（kg）

219×378×253

2.4（3.7）

コードの長さ
（m）
5.0

色調

付属品

-N（ゴールド系）

すき間ノズル
ベンリブラシ

※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 ダストカップ上部に微細なごみを分離するためのプリーツフィルターがない構造。 ※3 日本電機工業会自主基準ごみによるごみ吸引前と、吸引・圧縮後の試験ごみ密度の比較。
ごみの種類・量
により異なります。 ※4 本体質量は本体のみ
（コードリールを含む）
の質量です。
（標準質量）
は、本体（コードリールを含む）、
ホース、延長管、吸込口の合計質量です。 ※5「運転音」
の表示は、JIS C 9108による。 ※6 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。
■掃除機ご使用について ●当製品は日本国内仕様です。海外ではご使用できません。●記載の掃除機は一般家庭用ですので、業務用にはご使用にならないでください。●電気掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打切後
6年です。●運転音はJIS C 9108に基づいて測定しています。
■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。
■ＱＲコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツや URL を予告なく変更もしくは削除することがあります。●QR コードは株
式会社デンソーウェーブの登録商標です。

安全に関するご注意
愛情点検

● ご使用の前に「取扱説明書」
をよくお読みのうえ、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。

長年ご使用の掃除機の点検を！ こんな症状はありませんか？
●スイッチを入れても、
ときどき運転しないことがある。●コードを折り曲げると、通
電したり、
しなかったりする。●運転中、異常な音がする。●本体ケースが変形し
ていたり、異常に熱い。●コゲくさい臭いがする。●その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、
スイッチを切り
電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店
に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に
要する費用は、販売店にご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事
項を記入した
「保証書」
を必ずお受けとりください。
●製造番号は、安全確保上重要なものです。
お買い上
げの際は、製造番号が表示されているかお確かめくだ
さい。

https://cocoromembers.jp.sharp/
■「オープン価格」
の商品は、
希望小売価格を定めておりません。
価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、
お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

スマートフォン
からでもご利用
いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。
しっかりアシスト！

S H A R P オ ン ラ イ ン サ ポ ート
ht t ps : //jp. s har p/su p p o rt/

● お客 様ご相 談 窓 口

固定電話・ＰＨＳからは
フリーダイヤル
携帯電話からは
ナビダイヤル

0120-078-178
0570-550-449

（年末年始を除く）
〈受付時間〉
◯月曜日〜土曜日：午前9時〜午後6時
◯日 曜 日・祝 日：午前9時〜午後5時

※フリーダイヤル･ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

本
社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町 1 番地

h t t p s: / / j p . s h a r p /

このカタログの内容は、
2020年6月現在のものです。
I.35.4

EC006VS

●このカタログの用紙には、
環境に配慮した植林木を使用しています。

このカタログは環境に配慮した
植物油インキを使用しています。

