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特化型空気清浄機のパイオニア『
特化型空気清浄機のパイオニア『ブルーエア
のパイオニア『ブルーエア
ブルーエア』から
から
コンセプトもプライスも“
コンセプトもプライスも“カジュアル
カジュアル”な新モデル
カジュアル”な新モデル
Blue by Blueair 「Blue
Blue Pure 411
411」を 2017 年 10 月 25 日（水）より発売
日（水）
発売

スウェーデンの空気清浄機「
スウェーデンの空気清浄機「Blueair（
（ブルーエア
ブルーエア）
」の⽇本総代理店
⽇本総代理店 セールス・オンデマンド株式会社（本社：東
京都新宿区 / 代表取締役社⻑ 室﨑 肇）は、昨年発売しシンプルな機能と高い清浄性能から多くの⽀持を得ている
肇）は、昨年発売しシンプルな機能と高い清浄性能から多くの⽀持を得ている
昨年発売しシンプルな機能と高い清浄性能から多くの⽀持を得ているブ
ルーエアのカジュアルライン
ルーエアのカジュアルライン「Blue
Blue by Blueair（ブルーバイブルーエア）
Blueair（ブルーバイブルーエア）
」における新モデル「
」における新モデル「Blue
Blue Pure 411」を
411」を
2017 年 10 月 25 ⽇（水）より
より、一部百貨店、家電量販店、及び
一部百貨店、家電量販店、及び
一部百貨店、家電量販店、及びブルーエア公式ウェブサイト（
ブルーエア公式ウェブサイト（
ブルーエア公式ウェブサイト（http://blueair.jp/
http://blueair.jp/
http://blueair.jp/）
にて販売開始いたします。
にて
たします。

▲
▲新製品 Blue Pure 411

▲カラフルなプレフィルターは

▲
▲置き場所を選ばないコンパクトボディ
置き場所を選ばないコンパクトボディ

水洗い可能(交換用・
水洗い可能 交換用・別売)

左：Saffron
Saffron Red
Red 中央：Diva
中央：
Blue 右：Dark
Dark Shadow

当製品は、カジュアルラインでありながら、空気清浄機専業メーカーであるブルーエアならではの高い空気清浄テ
当製品は、カジュアルラインでありながら、空気清浄機専業メーカーであるブルーエアならではの高い空気清浄テ
クノロジーや、⽇常的なお⼿⼊れが不要という快適性、シンプルな操作性といったフィロソフィー
シンプルな操作性といった フィロソフィーを踏襲しています。
を踏襲しています。
直径 200mm、重量約
、重量約 1.52kg とコンパクトながら、
とコンパクトながら、~22 ㎡（〜
（〜13 畳）*¹
¹もの空間に対応。
もの空間に対応。円筒形の形状を活かし
円筒形の形状を活かし
た 360°全方向吸引で、パワフルに空気を清浄
360°全方向吸引で、パワフルに空気を清浄します
°全方向吸引で、パワフルに空気を清浄します。
ブルーエア独⾃の粒⼦イオン化技術とフィルターの組み合わせにより、ハウスダスト・花粉
ブルーエア独⾃の粒⼦イオン化技術とフィルターの組み合わせにより、ハウスダスト・花粉・PM2.5
PM2.5 などの微粒⼦
をパワフルに除去。
をパワフルに除去。フィルター
フィルター内部には活性炭シートを備えており、気になる生活臭対策にも効果を発揮します。
には活性炭シートを備えており、気になる生活臭対策にも効果を発揮します。
また “空気清浄“という基本機能のみに特化したシンプル設計で、コストパフォーマンス⾯における競争⼒も
“空気清浄“という基本機能のみに特化したシンプル設計で、コストパフォーマンス⾯における競争⼒も大幅に
大幅に
高めました。
高め
置き場所を選ばない形状、圧迫感のないコンパクトさに加え、お求めやすい価格の当製品は、
置き場所を選ばない形状、圧迫感のないコンパクトさに加え、お求めやすい価格の当製品は、
場所を選ばない形状、圧迫感のないコンパクトさに加え、お求めやすい価格の当製品は、いままで空気清浄機
いままで空気清浄機
を取り⼊れたことのない
を取り⼊れたことのないエントリー層や
エントリー層や、寝室・⼦供部屋
エントリー層や 寝室・⼦供部屋などの個室へも、気軽且つ⼿軽にご導⼊いただけます
などの個室へも、気軽且つ⼿軽にご導⼊いただけます
などの個室へも、気軽且つ⼿軽にご導⼊いただけます。
。
一般的な室内の空気は外気の２
一般的な室内の空気は外気の２~5 倍も汚れている
倍も汚れている*²といわれ
といわれており、
空気質の改善は、
空気質の改善は、衛生⾯・健康⾯のみならず、
集中⼒や作業効率アップなど暮らしの
集中⼒や作業効率アップなど暮らしの価値（
や作業効率アップなど暮らしの価値（Quality
Quality of Life
Life）向上
向上においても
においても注目されています。
されています。
「Blue
「Blue Pure 411
411」によって
によって、空気にお悩みの方はもちろん、
にお悩みの方はもちろん、
にお悩みの方はもちろん、空気質改善を通じた暮らしの質向上というポジティ
気質改善を通じた暮らしの質向上というポジティ
ブ志向のニーズにも
ブ志向のニーズにもお応えし、健康で快活な空気環境をお届けします。
お応えし、健康で快活な空気環境をお届けします。

■製品
製品特⻑
● コンパクトなボディでパワフル清浄
直径 200mm、高さ
、高さ 425mm というコンパクトなサイズにもかかわらず、
というコンパクトなサイズにもかかわらず、~22
~22 ㎡
（〜13
（〜 畳）*¹の広さのお
の広さのお部屋にまで対応。ブルーエア独⾃の粒⼦イオン化技術と
部屋にまで対応。ブルーエア独⾃の粒⼦イオン化技術と
フィルターの組み合わせにより、細かな微粒⼦までもしっかり除去します。
フィルターの組み合わせにより、細かな微粒⼦までもしっかり除去します。

● 置き場所を選ばない 360°吸引
360
本体下部 360°全方向からバランスよく空気を吸い込み、天⾯より上方へ清浄された空気を供給し、室内の空気を効率
全方向からバランスよく空気を吸い込み、天⾯より上方へ清浄された空気を供給し、室内の空気を効率
的に循環させます。
360°吸引とファンを融合した独⾃構造で、ファンに負荷
360°吸引とファンを融合した独⾃構造で、ファンに負荷
°吸引とファンを融合した独⾃構造で、ファンに負荷をかけずに低電⼒ながらもパワフルに吸引。
かけずに低電⼒ながらもパワフルに吸引。
かけずに低電⼒ながらもパワフルに吸引。天⾯には、
、中央
から外周に向かって経口
から外周 向かって経口を徐々に拡大した供給口が
を徐々に拡大した供給口が多数配列
を徐々に拡大した供給口が多数配列されており、速さの異なる独⾃の気流を生み出し上方へ
されており、速さの異なる独⾃の気流を生み出し上方へ
空気を供給します。吸引・供給機構が室内の気流にパワフルに働きかけ、部屋の隅々の空気まで
空気を供給します。吸引・供給機構が室内の気流にパワフルに働きかけ、部屋の隅々の空気まで
ます。吸引・供給機構が室内の気流にパワフルに働きかけ、部屋の隅々の空気まで効率よく循環させま
効率よく循環させま
す。

● 24 時間使っても安心
時間使っても安心の
の省エネ設計
省エネ設計
米国環境保護庁とエネルギー省によって定められた
米国
庁とエネルギー省によって定められた Energy Star ®を取得。
1 ⽇あたりの電気代はわずか約 0.8 円*³と
³と電気代を気にすることなく、
電気代を気にすることなく、24
電気代を気にすることなく、 時間／365
時間／
⽇安心して使⽤できます。

● お手入れ簡単なシンプル構造
カラフルなプレフィルターは水洗いが可能で繰り返しご使⽤いただけます。
カラフルなプレフィルターは水洗いが可能で繰り返しご使⽤いただけます。メインフィルターは⽇常的な清掃は不要、
約 6 ヶ月ごとの交換で初期性能にリフレッシュします。
交換で初期性能にリフレッシュします。
また電源 ON/OFF や 3 段階の運転スピードの調整は
段階の運転スピードの調整は天⾯のボタンをタップするだけ。
天⾯のボタンをタップするだけ。操作もお⼿⼊れもシンプルです。

■空気清浄の仕組み
天面からきれいな空気を供給

カーボンシート

気になるニオイに効果を発揮

メインフィルター

プラス帯電したフィルターで細かな粒⼦を除去

汚染物質を含んだ空気を
360°吸引
°吸引

プレフィルター

ホコリなどの⼤きな粒⼦を除去
などの⼤きな粒⼦を除去

■ 製品仕様
品名

Blue Pure 411

公式ストア価格(税抜
公式ストア価格 税抜)

18,000 円

品番（JAN）
品番

101436 （0689122009193
0689122009193）
幅 200 x 奥⾏き 200 × 高さ 425mm

外形寸法

約 1.52kg

質量

Diva Blue（ディーバブルー）
Blue（ディーバブルー）

プレフィルター
適⽤床⾯積（JEMA
適⽤床⾯積（JEMA）

*¹

~22 ㎡(~13 畳
畳)

吸込 → 供給

下部 360° →

清浄空気供給量

天⾯

290－620 ㎥/h

消費電⼒

10W

1 ⽇あたりの電気代*3

約 0.8 円

運転音

17－46
46 dB(A)

センサー

なし

メインフィルター
メインフィルター交換通知機能
交換通知機能

あり（
（LED が赤色に点灯
に点灯）

＊1 電気工業会 JEM1467 に基づく数値（スピード３運転時）
＊2:アメリカ合衆国環境保護庁
アメリカ合衆国環境保護庁
アメリカ合衆国環境保護庁:EPA's
:EPA's Report on the Environment (ROE)
＊3:スピード
スピード 1 で稼動させた場合。単位電気代 1kWh = 27 円

【空気清浄機はフィルター交換が必要で
空気清浄機はフィルター交換が必要です】
空気清浄機はフィルター交換が必要です】
空気清浄機のフィルターは、空気中の汚れを除去する要です。汚れが付着するとともに
空気清浄機のフィルターは、空気中の汚れを除去する要です。汚れが付着すると ともに清浄性能は
は劣化するため、
劣化するため、
衛生⾯からも、性能維持の⾯からもフィルター交換は
衛生⾯からも、性能維持の⾯からもフィルター 交換は必然です。
必然です。
ブルーエアは本来の
ブルーエアは本来の“空気清浄”をお客様に提案するため、フィルターは清掃
“空気清浄”をお客様に提案するため、フィルターは清掃するのではなく、
“空気清浄”をお客様に提案するため、フィルターは清掃
ではなく、交換を
交換を推奨していま
していま
す。24
す。 時間稼動を一⽇とカウントし 180 ⽇ごとに交換することで、交換のたびに新品の性能に
交換することで、交換のたびに新品の性能に
交換することで、交換のたびに新品の性能にリフレッシュ
リフレッシュ。高い
。高い
性能を維持しながら、永くご愛⽤いただけます。

■Blue
Blue Pure 411 専用フィルター仕様
フィルター仕様
品名

Blue Pure 411 Particle
+ Carbon Filter

Pure 411
Pre-Filter
Filter
（Diva
Diva Blue）
Blue

Pure 411
Pre-Filter
（Saffron
Saffron Red
Red）

Pure 411
Pre-Filter
Pre
（Dark
Dark Shadow）
Shadow）

公式ストア価格（税抜
（税抜）

3,000 円

1,000 円

1,000 円

1,000 円

品番

100929

100944

100946

100947

約 6 ヶ月

水洗い可・
劣化したとき
劣化したときに交換
に交換

水洗い可・
劣化したときに交換

水洗い可・
劣化したときに交換

交換目安

◆ブルーエア社について
「⼈は誰でも、きれいな空気を吸う権利がある。」ブルーエア社は創業者のこの思いをもとに 1996 年にスウェーデン
で設⽴されて以来、高性能空気清浄技術を追求し、快適で安心できる空気環境を提供し続けています。空気清浄機の
高級ブランドとして欧米や中国など世界 60 カ国以上で⽀持されています。一般家庭のみならず、病院や高級時計の
工房、大⼿コンピューターメーカーのリペアセンター、大使館など、空気にこだわる組織でも導⼊されています。
ブルーエアに関する詳細は、Web サイトをご確認ください。
（ブルーエア公式ウェブサイト URL：http://blueair.jp/）
※Blueair、Blueair ロゴ、ブルーエア、Blue ロゴはスウェーデン Blueair 社の商標または登録商標です。

◆セールス・オンデマンド株式会社について
セールス・オンデマンド株式会社は、2004 年設⽴以来、米国アイロボット社の⽇本総代理店として「ロボット掃除
機 ルンバ」の輸⼊・販売・サポートを⾏い、ルンバをベストセラー商品に育てあげました。また、2010 年よりスウ
ェーデンブルーエア社「ブルーエア空気清浄機」の輸⼊販売にも事業を拡大。
「発⾒・発創・発動で新たな価値を創造
し、⼈や社会に『これ、いい！』を提供する」をビジョンに掲げ事業に取り組んでおります。

本件に関するお問い合わせ先
ブルーエア⽇本総代理店 セールス・オンデマンド株式会社

／

担当：⽚柳
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