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（リ本 No.1302） 

 
2013 年 1 月 28 日 
三菱電機株式会社 

 
吸引力が持続し、排気のきれいな軽量・コンパクト掃除機  

三菱サイクロン式掃除機「風神」TC-ZXC シリーズ新商品発売のお知らせ 

      
 三菱電機株式会社は、掃除機開発 80 周年記念モデルとして、業界トップクラス※1 の吸引力の

持続（99％以上）※2 と、きれいな排気（最終捕集率 99.999%）を業界で唯一両立※1 した軽量・ 
コンパクトなサイクロン式掃除機「風神」TC-ZXC シリーズ 2 機種を 3 月 1 日に発売します。 

※1：2013 年 1 月 28 日現在。日本国内の一般家庭用掃除機において 
    ※2：日本電機工業会自主基準（新基準）「電気掃除機の吸い込み力持続率測定方法」に基づく（当社調べ） 
 
 
 
 
 
 
 

           本体                             本体 
TC-ZXC30P-V（シャインバイオレット）                 TC-ZXC30P-R（ルビーレッド）  

 新商品の特長  

1．業界トップクラスの吸引力の持続ときれいな排気を実現 
・吸い込んだごみをサイクロンボックスで高速遠心分離する風の旋回速度を約 1.8 倍※3とし、 

フィルターが無くてもごみを 99.9％捕集※4 することで、吸引力が業界トップクラスの 99％
以上持続 

・サイクロンボックスの旋回室で分離・捕集したごみを風が通りにくい集じん室に溜めること

で、排気の臭いを半減※5 
・風が通るモーター室の前後 2 種類のフィルターで 0.3μm 以上の微細なごみを業界トップ 
クラスの 99.999％まで更に捕集※6することにより、きれいな排気を実現 
※3：サイクロンボックス流入口付近の最大旋回風速比較。従来品 TC-ZXB17P（2012 年度製）最大旋回風速

が約 48m／秒に対し、新商品 2 機種の最大旋回風速は約 90m／秒（当社調べ） 
※4：日本電機工業会自主基準の模擬家庭塵埃（じんあい）を使用して測定（当社調べ） 
※5：アンモニアを付着した試料を吸引させた時に排気口から出る排気臭濃度比較。従来品 TC-ZXB17P が

1.3ppm に対し、新商品 2 機種は 0.6ppm（住化分析センター調べ） 
※6：IEC(国際電気標準会議)準拠の第三者機関 SLG(ドイツ)測定結果に基づき当社にて算出（TC-ZXC30P） 

2．軽量・コンパクトも実現 
・本体ケースへのカーボン含有樹脂採用とアルミフレームモーターにより約 22％※7軽量化 
・風の旋回速度を約 1.8 倍にすることにより、旋回室が 1 つになり約 24％※8コンパクト化 
※7：本体質量比較。従来品 TC-ZXB17P が約 4.9kg に対し、新商品 2 機種は約 3.8kg 
※8：本体設置面積（幅×奥行）比較。従来品 TC-ZXB17P が 1019cm2に対し、新商品 2 機種は 771cm2  

3．使いやすさを追求した「らく楽アシスト」       
・丸ごと水洗いできるサイクロンボックス 
・回転ブラシにからまった髪の毛などを簡単に除去できる毛がらみ除去機能 
・足踏みでコード収納できる大型コードリールボタンと転倒しにくいソフト四車輪構造 

 発売の概要  

商品名 形名  最終捕集率
毛がらみ除去機能

回転ブラシ抗菌加工

希望 
小売価格 

発売日 月産台数

TC-ZXC30P 99.999% 有 2000 台三菱サイクロン式 

掃除機「風神」 TC-ZXC20P 99.99% 無 
オープン価格 3 月 1 日 

3000 台

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 TEL03-3218-2359 FAX03-3218-2431 
三菱電機株式会社 広報部 
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 発売の狙い  

紙パックの交換が要らないサイクロン式掃除機を購入する時に重視する点として、吸引力と 
その持続、本体の軽さ、きれいな排気が挙げられます。（当社調べ） 
当社は吸引力の持続・きれいな排気と、軽量・コンパクトを両立したサイクロン式掃除機 

「風神」TC-ZXC シリーズを発売して、お客さまのニーズに対応します。 
 
 
 

 
 
 
 

 

 特長の補足  

1．業界トップクラスの吸引力の持続ときれいな排気を実現 

(1)高速遠心分離のしくみ（風神サイクロン・テクノロジー） 

    従来品      新商品          サイクロンボックス拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

(2)旋回室・集じん室分離構造          (3)最終捕集性能（TC-ZXC30P） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旋回室と集じん室が分離しているため、   モーターの上部に置いた HEPA フィルターと 
集じん室のごみの臭い排出を抑制      下部に置いた ULPA フィルターの効果で最終 

     捕集率 99.999％を実現                   

旋回室を 2 つの構造に 
して遠心分離 
 

副流が主流を後押しするこ

とで旋回速度が上昇 
（ハイパーエアロアクセル）

従来比約 1.8 倍の風速

で高速遠心分離するこ

とで旋回室を 1 つに

分岐

合流

副流

主流

合流
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2．軽量・コンパクトも実現 

(1)サイクロンボックスの小型化                            
             

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 (2)アルミフレーム採用モーター         (3)カーボン含有樹脂                 

  従来品に比べ約 26%軽量化           従来樹脂使用想定に比べ約 29%軽量化 
 
 
 
 

 

 

 

3．使いやすさを追求した「らく楽アシスト」         

(1)サイクロンボックス     (2)毛がらみ除去機能      (3)大型コードリールボタン       

 

 
                                
 
 

 

 

 

簡単に分解できて   からんで取りにくい毛髪やペットの毛を   立ったまま足踏みで 
丸ごと水洗い可能   ブラシを引き抜くだけで除去可能      コードを収納 

 
 その他の特長  

1．お掃除の中断を検知するグリップ内蔵センサーで自動節電する「スマート STOP」 
2．伸縮自在で高い所のお掃除に便利「2WAY ロングノズル」（TC-ZXC30P のみ） 

3．使用するシーンにあわせて本体の持ち方を選べる「2WAY ハンドル」 
4．軽量化で持ち上げやすい「かるスマパイプ＆かるスマホース」 
5．グイグイ進みながらごみをかきとる「自走式パワーブラシ」 
6．ブラシ前面のごみもしっかり吸いとる「壁ぎわスッキリバンパー」 
7．アレル物質を酵素と尿素に分解する「アレルパンチ植毛」（TC-ZXC30P のみ） 
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 主な仕様  

形名 TC-ZXC30P TC-ZXC20P 
シャインバイオレット（V） メタリックマゼンタ（P） 

本体カラー 
ルビーレッド（R） メタリックブルー（A） 

集じん方式 サイクロン式 

消費電力 
850W～約 600W 

（節電モード 850W～約 100W） 

吸込仕事率 
230W～約 130W      

（節電モード 230W～約 15W）            

運転音 
64dB～約 61dB 

（節電モード 64dB～約 49dB） 
65dB～約 62dB 

（節電モード 65dB～約 50dB） 

本体寸法 幅 216×奥行 357×高さ 283mm 

本体質量（総質量） 約 3.8kg(5.3kg) 約 3.8kg(5.1kg) 

集じん容積 0.9L 

最終捕集率 99.999% 99.99% 

前 HEPA フィルター HEPA フィルター モーター室 
フィルター 後 ULPA フィルター HEPA フィルター 

自走式パワーブラシ ○ 
毛がらみ除去機能 ○ － 
回転ブラシ水洗い ○  （回転ブラシのみ外して水洗い可能） 

回転ブラシ抗菌加工 ○ － 
アレルパンチ植毛 ○ － 

壁ぎわスッキリバンパー ○ 
2WAY ハンドル ○ 

かるスマ（パイプ・ホース） ○ 
サイクロンボックス水洗い ○ 
大型コードリールボタン ○ 

ソフト四車輪構造 ○ 
スマート STOP ○ 

付属品 
2WAY ロングノズル 

2WAY キャッチローラー 
ふとんブラシ 

サッシノズル 

 
 製作担当工場  

三菱電機ホーム機器株式会社            
 〒369-1295 埼玉県深谷市小前田 1728-1                  

  TEL：048-584-7059 
 
 お客様からのお問い合わせ先  

三菱電機お客さま相談センター 
フリーコール： 0120-139-365 
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