
 

2月度クリーナー定番品、スポット品画像一覧
♪クリーナー1　定番♪ ※黄色枠は特選品カタログ掲載品です。 表示は本部倉庫、センコー倉庫在庫品です。 2015年2月1日　1/2

《重要》商品在庫について、特選品カタログ掲載品はアトム規定通り
※画像をクリックするとメーカー商品ページにジャンプします。

です。その他の定番品、スポット品については在庫確認の上ご販売ください。原則品切れナシ
意味は別紙確認〔　　　　　　　〕

シャープ
自動お掃除ロボット
RX-V90(P)

シャープ
自動お掃除ロボット
RX-V90(P)

シャープ
自動お掃除ロボット
RX-A50(C)

シャープ
自動お掃除ロボット
RX-A50(C)

シャープ
自動お掃除ロボット
RX-V200(N)

シャープ
自動お掃除ロボット
RX-V200(N)
●部屋の広さとごみの量を
　検知して運転
　「スマートお掃除機能」

●部屋の広さとごみの量を
　検知して運転
　「スマートお掃除機能」

●ベッドやソファの下もスイ
スイお掃除「薄型ボディ」
●人工知能「ココロエンジン」

幅304×奥行304×高さ99ｍｍ幅304×奥行304×高さ99ｍｍ 幅304×奥行304×高さ99ｍｍ幅304×奥行304×高さ99ｍｍ

ロボット ロボット ロボット

シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-DX100(R)

シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-DX100(R)

●コードレスながら
　高い集塵性能

本体質量：3.5kg本体質量：3.5kg

サイクロン
ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾗｼ
タイプ

ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾗｼ
タイプ

ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾗｼ
タイプ

コードレス
タイプ

幅360×奥行360×高さ92ｍｍ幅360×奥行360×高さ92ｍｍ幅325×奥行325×高さ75ｍｍ幅325×奥行325×高さ75ｍｍ

AQUA
ロボットクリーナー
AQC-RB100C(W)

AQUA
ロボットクリーナー
AQC-RB100C(W)
●お手入れの手間を軽減
　「ティッシュでブロック」

ロボット

ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾗｼ
タイプ

日立
紙パック式クリーナー
CV-PA300(R)(N)

日立
紙パック式クリーナー
CV-PA300(R)(N)

紙パック

●壁ぎわにも強い4方向吸引スマート
　ヘッド
●高集じんフィルターで、きれいな排気

本体質量：3.7kg
吸込仕事率：500W
本体質量：3.7kg
吸込仕事率：500W

ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾗｼ
タイプ

日立
紙パック式クリーナー
CV-PY8(H)

日立
紙パック式クリーナー
CV-PY8(H)

紙パック

●ゴミ捨てラクラク
　清潔な紙パック式

本体質量：3.5kg
吸込仕事率：640W
本体質量：3.5kg
吸込仕事率：640W

ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾗｼ
タイプ

日立
紙パック式クリーナー
CV-PA30(R)(N)

日立
紙パック式クリーナー
CV-PA30(R)(N)

紙パック

●壁ぎわにも強い4方向吸引スマート
ヘッド

本体質量：3.7kg
吸込仕事率：680W
本体質量：3.7kg
吸込仕事率：680W

シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-CT12(C)

シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-CT12(C)

●ラクラク操作で
　お手入れもカンタン

本体質量：3.8kg
吸込仕事率：450W
本体質量：3.8kg
吸込仕事率：450W

サイクロン
ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾗｼ
タイプ

パナソニック
サイクロン式クリーナー
MC-SK15J(R)

パナソニック
サイクロン式クリーナー
MC-SK15J(R)

●小型軽量を追及したサイクロン式
掃除機！

本体質量：2.4g
吸込仕事率：320W
本体質量：2.4g
吸込仕事率：320W

サイクロン

シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-FX60T(R)

シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-FX60T(R)

●ダストカップも、サイクロンもまるご
とカンタン水洗い

本体質量：2.9kg
吸込仕事率：200W
本体質量：2.9kg
吸込仕事率：200W

サイクロン

※NO LINK※NO LINK

シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-LX600(R)(N)

シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-LX600(R)(N)

●シャープだけ、ヘッドまるごと水洗
いで、お手入れカンタン＆清潔

本体質量：2.9kg
吸込仕事率：210W
本体質量：2.9kg
吸込仕事率：210W

サイクロン

ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾗｼ
タイプ

シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-VX600(N)

シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-VX600(N)

●シャープだけ、ヘッドまるごと水洗
いで、お手入れカンタン＆清潔

本体質量：3.4kg
吸込仕事率：260W
本体質量：3.4kg
吸込仕事率：260W

サイクロン

シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-PX600(P)

シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-PX600(P)

●ダストカップも、サイクロンもまるご
とカンタン水洗い

本体質量：2.9kg
吸込仕事率：200W
本体質量：2.9kg
吸込仕事率：200W

サイクロン
ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾗｼ
タイプ

日立
サイクロン式クリーナー
CV-SA100(N)

日立
サイクロン式クリーナー
CV-SA100(N)

●小型・軽量ボディで強力パワー

本体質量：2.9kg
吸込仕事率：340W
本体質量：2.9kg
吸込仕事率：340W

サイクロン

●日本の床を見分けて、しっかりキレイ
本体質量：2.2kg本体質量：2.2kg

パナソニック
紙パック式クリーナー
MC-PB5F

パナソニック
紙パック式クリーナー
MC-PB5F

シャープ
コードレス式
サイクロンクリーナー
EC-SX200(A)(R)(N)

シャープ
コードレス式
サイクロンクリーナー
EC-SX200(A)(R)(N)

●お掃除をもっとスムーズに「スティック
＆ハンディ」スタイル

本体質量：2.7kg本体質量：2.7kg

アクア
コードレス式
クリーナー
AQC-SX1C(V)(N)

アクア
コードレス式
クリーナー
AQC-SX1C(V)(N)

紙パック

●軽量コンパクトなのに500Wの
　強力パワー

本体質量：3.4kg
吸込仕事率：500W
本体質量：3.4kg
吸込仕事率：500W

三菱
スティック式クリーナー
HC-UH3J(A)

三菱
スティック式クリーナー
HC-UH3J(A)

●ティッシュdeガード採用で
　フィルターお手入れ簡単

本体質量：3.0kg
吸込仕事率：160W
本体質量：3.0kg
吸込仕事率：160W

AQUA
店舗用クリーナー
AQC-SF10C(S)

AQUA
店舗用クリーナー
AQC-SF10C(S)

●集塵容量5.0L
●手動式コード巻取り機構

本体質量：6.5kg
吸込仕事率：200W
本体質量：6.5kg
吸込仕事率：200W

108,000円

(

税
込) 64,800円

(

税
込) 49,800円

(

税
込) 46,800円

(

税
込) 69,800円

(

税
込)

54,800円

(

税
込) 43,800円

(

税
込) 34,800円

(

税
込) 29,800円

(

税
込) 28,800円

(

税
込)

23,800円

(

税
込) 円

(

税
込) 57,800円

(

税
込) 35,800円

(

税
込) 19,800円

(

税
込)

8,980円

(

税
込) 47,800円

(
税
込) 24,800円

(

税
込) 7,980円

(

税
込) 26,800円

(

税
込)

13,980

http://www.sharp.co.jp/cocorobo/product/v200/index.html
http://www.sharp.co.jp/cocorobo/product/v90/index.html
http://aqua-has.com/komono/product/aqc01/AQC-RB100C/
http://www.sharp.co.jp/souji/products/ecvx600.html
http://www.sharp.co.jp/souji/products/eclx600.html
http://www.sharp.co.jp/souji/products/ecdx100.html
http://www.sharp.co.jp/souji/products/ecpx600.html
http://kadenfan.hitachi.co.jp/clean/lineup/cvsa200/
http://www.sharp.co.jp/souji/products/ecfx60t.html
http://ctlg.panasonic.com/jp/soji/soji-cyclone/MC-SK15J.html
http://www.sharp.co.jp/souji/products/ecct12.html
http://kadenfan.hitachi.co.jp/clean/lineup/cvpa300/
http://kadenfan.hitachi.co.jp/clean/lineup/cvpa30/
http://kadenfan.hitachi.co.jp/clean/lineup/cvpy8/spec/
http://ctlg.panasonic.com/jp/soji/soji-pack/MC-PB5F.html
http://www.sharp.co.jp/souji/products/ecsx200.html
http://aqua-has.com/komono/product/aqc01/SX1C/
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/cleaner/product/stickcleaner/
http://aqua-has.com/komono/product/aqc01/AQC-SF10C/
http://www.atom-denki.co.jp/image/katarogu/km/rx-a50.pdf


2月度クリーナー定番品、スポット品画像一覧
 ♪掃除機・家事家電スポット♪ ※黄色枠は特選品カタログ掲載品です。 表示は本部倉庫、センコー倉庫在庫品です。 2/2

《重要》商品在庫について、特選品カタログ掲載品はアトム規定通り
※画像をクリックするとメーカー商品ページにジャンプします。

です。その他の定番品、スポット品については在庫確認の上ご販売ください。原則品切れナシ
意味は別紙確認〔　　　　　　　〕

シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-PX210(R)

シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-PX210(R)

●手元サインでお手入れ時期をわかりや
すくお知らせ

本体質量：2.7kg
吸込仕事率：330W
本体質量：2.7kg
吸込仕事率：330W

ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾗｼ
タイプ

サイクロン シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-VP1(R)

シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-VP1(R)

●手元サインでお手入れ時期をわかりや
すくお知らせ

※NO LINK※NO LINK

本体質量：2.7kg
吸込仕事率：300W
本体質量：2.7kg
吸込仕事率：300W

ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾗｼ
タイプ

サイクロン

三菱
布団乾燥機
AD-U70LS(T)

三菱
布団乾燥機
AD-U70LS(T)

●ふとんはもちろん、ブーツも衣類も
清潔乾燥！
幅275×奥行160×高さ329ｍｍ幅275×奥行160×高さ329ｍｍ

ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾗｼ
タイプ

シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-NX500(G)

シャープ
サイクロン式クリーナー
EC-NX500(G)

●軽量高性能、省スペース収納

本体質量：3.4kg
吸込仕事率：300W
本体質量：3.4kg
吸込仕事率：300W

サイクロン

三菱
紙パック式クリーナー
TC-FXD5J

三菱
紙パック式クリーナー
TC-FXD5J

紙パック

●フローリングの拭き効果をプラス

本体質量：2.4kg
吸込仕事率：500W
本体質量：2.4kg
吸込仕事率：500W

ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾗｼ
タイプ

三菱
サイクロン式クリーナー
TC-ZXD30P(R)(W)

三菱
サイクロン式クリーナー
TC-ZXD30P(R)(W)

●体の負担が少なく操作しやす
い「フィジ軽グリップ」搭載

本体質量：3.7g
吸込仕事率：230W
本体質量：3.7g
吸込仕事率：230W

サイクロン

67,800円

(

税
込) 30,800円

(

税
込) 23,800円

(

税
込)

12,800円

(

税
込)22,800円

(

税
込)

10,800円

(

税
込)

22,800円

(

税
込)

ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾗｼ
タイプ

三菱
紙パック式クリーナー
TC-FXD8P(P)(S)

三菱
紙パック式クリーナー
TC-FXD8P(P)(S)

紙パック

●絨毯でも軽い力でぐんぐん進む
　自走式パワーブラシ

本体質量：2.4kg
吸込仕事率：500W
本体質量：2.4kg
吸込仕事率：500W

http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/cleaner/product/fujin/zxd30p.html
http://www.sharp.co.jp/souji/products/ecnx500.html
http://www.sharp.co.jp/souji/products/ecpx210.html
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/cleaner/teaser/be-k_201404.html
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/cleaner/teaser/be-k_201404.html
http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/displayProduct.do?pid=5000002986&categoryCode=611136
http://www.atom-denki.co.jp/image/katarogu/km/ec-vp1.pdf

