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「ブルーエア空気清浄機」がラインナップを拡充 

ファミリーユースを想定した普及価格モデルを増強 
2018 年 11 ⽉ 9 ⽇（⾦）より順次発売〜キャンペーンも同時開催〜 
 

スウェーデンの空気清浄機「Blueair（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（本社：東京都千代⽥区 / 代表取締役社⻑ 室﨑 肇）は、ブルーエア空気清浄
機のスタンダードシリーズ「Blueair Classic」と、カジュアルシリーズの「Blue Pure」に
それぞれ普及価格モデルとなる新製品を導⼊し、ラインナップを拡充。2018 年 11 ⽉ 9 ⽇
より全国の家電量販店、⼀部百貨店、及びブルーエア公式ウェブサイト（http://blueair.jp/）
にて順次発売します。 
 
 
 
 
 
 

 
 
スタンダードシリーズ「Blueair Classic」には、新たに 605/405/205 の 3 モデルを 11 ⽉

9 ⽇に発売します。当製品は、空気清浄機の性能を⽰す世界基準※「CADR（Clean Air Delivery 
Rate）」によって証明されたブルーエアならではの⾼い清浄性能はそのままに、特にユーザ
ーニーズの⾼い機能を厳選し、より⼿に取りやすい普及価格を実現しました。 

また、2016 年の発売以来ご好評いただいている既存の 680i/480i/280i の３モデルも、普
及価格帯ラインナップ強化の⼀貫として、同⽇よりお求めやすい新価格に改定します。 

既存製品のカジュアルシリーズ「Blue Pure 221」はカラフルなプレフィルターが印象的
な「Blue Pure 231」にリニューアルし、12 ⽉の発売を予定しています。 

 
今回のラインナップは、いずれも LDK など暮らしのメインスペースとなる広い空間に対

応し、ファミリーユースを想定しています。ブルーエアは普及価格モデルの増強とラインナ
ップの拡充によって、より多くのご家庭できれいな空気がもたらす暮らしの質向上を体感
いただけるよう、世界で、そして⽇本で選ばれるグローバルブランドを⽬指します。 

Blue Pure 231 （12 ⽉発売予定） Blueair Classic 605/405/205（11 ⽉ 9 ⽇発売） 

※：⽶国家電製品協会（AHAM）によるクリーンエア供給性能に関する基準 CADR がアメリカ、カナダ、中国、韓国などで利⽤さ

れていることから事実上の世界基準とする（2018 年 10 ⽉現在） 



 
 

――――――――【  製品特⻑《Blueair Classic》  】―――――――― 
■HEPASilent®テクノロジーによる圧倒的な空気清浄⼒ 
ブルーエア製品は⾼性能フィルターと、粒⼦イオン化技術を融合したブルーエア独⾃の空
気清浄技術「HEPASilent®テクノロジー」を採⽤しています。これにより、ハイスピード清
浄でありながら、ウイルスレベル 0.1μm までの有害物質を 99.97％※除去します。⾼い除
去性能とハイスピード清浄を両⽴する理想的なテクノロジーです。 
 
① パワフルなファンが、さまざまな粒⼦サイズの汚

れを含んだ空気を吸引。 
② イオナイザーで粒⼦をマイナスに帯電。 
③ あらかじめプラス帯電を施した多層構造のフィ

ルターがマイナスに帯電した有害物質を静電気
の⼒で強⼒に吸着し除去。 

④ 0.1μm 以上の有害物質を 99.97%※除去。多層構
造と静電気で吸着させる除去⽅法により、⽬詰ま
りを起こしにくい。 

※Camfil 社による実証データ。実際の効果は、部屋の状況や使⽤⽅
法により異なる。 

 
■シンプルなメンテナンス性と操作性 
ブルーエアのユーザーは、専⽤アプリによるスマート操作や、フィルター清掃が不要で約 6
ヶ⽉ごとのフィルター交換※のみというメンテナンスの⼿軽さを⾼く⽀持しています。ブル
ーエア 605/405/205 は、⽀持の⾼いそれらの機能を厳選しました。既存モデルからオート
モードを省きユーザーニーズの⾼い機能に特化することで⼿に取りやすい価格帯と、徹底
的な使いやすさを追求しました。 
※24 時間使⽤の場合の⽬安 

 
 
 
 
 
 
■⾼い空気清浄⼒が評価され、スウェーデンの“Best in test”を獲得 

Blueair Classic 405 は、スウェーデンのテスト＆リサーチ会社で
ある Testfakta による“Best in test”に選ばれました。空気清浄⼒
や静⾳性、環境性能、使いやすさの 4 項⽬で採点され、総合評価
で最⾼ランクを獲得しました。 
 
またカナダでもっとも信頼されている⼦育てメディア“Todayʼs 
Parent”において専⾨家やパパママ達の⾼い評価を獲得し、2018
年⽇⽤品部⾨の推奨商品に選ばれています。 
 
――――――――【  製品特⻑《Blue Pure 231》  】

――――――――― 
■360°全⽅向からのワイド吸引でハイスピード清浄を実現 
「Blue Pure 231」はブルーエアのカジュアルシリーズ「Blue by Blueair」のラインナップ
のひとつで、空気清浄のみに特化したシンプル機能と、360°全⽅向からのワイド吸引が 



 
 

特⻑です。緻密に計算された独⾃構造により、低電⼒・低騒⾳でありながら部屋中に効率よ
くきれいな空気を循環させる⼤⾵量と安定気流を実現しました。 
8 畳を約 8 分※できれいにするハイスピード清浄で、吹き抜けのある空間や LDK など   
〜64 ㎡（〜39 畳）までの⼤空間に対応します。 
※⽇本電機⼯業会 JEM1467 規格に基づき算出（スピード 3 運転時） 
 
 
 
 
 
■粒⼦イオン化技術と⾼性能フィルターで PM2.5 やニオイにも効果を発揮 
粒⼦イオン化技術と、⾼性能フィルターの組み合わせにより、空気中
の花粉、ホコリ、ダニ、PM2.5 などの有害物質を 99.97%※除去しま
す。今回新たに「除臭カーボンシート」を備え、空気の汚れとともに、
気になる⽣活臭にも効果を発揮します。 

またフィルターは今回より、保管や廃棄に便利な折りたたみ式の
新形状になりました。 
※Camfil 社による実証データ。実際の効果は、部屋の状況や使⽤⽅法により異なる。 

 
■北欧らしい⾊合いから選べるカラーバリエーションを⽤意 
北欧らしい 5 ⾊のプレフィルターを⽤意しました。「Diva Blue（ディーバブルー）」「Dark 
Shadow（ダークシャドウ）」「Buff Yellow（バフイエロー）」「Crystal Pink（クリスタルピ
ンク）」「Lunar Rock（ルナロック）」の 5 ⾊で、本体には予め「Diva Blue（ディーバブル
ー）」「Dark Shadow（ダークシャドウ）」が 1 枚ずつセットになっています。プレフィルタ
ーは別売りで、インテリアやライフスタイルによってお好みの⾊に付け替え可能です。また
⽔洗いが可能なので、汚れが気になったタイミングで、⼿軽にお⼿⼊れしていただけます。 



 
 

――――――――――――【  製品仕様  】―――――――――――― 
※1 ANSI/AHAM AC-1 規格に基づく試験結果。各項⽬の最⾼値は次の通り。タバコの煙︓450cfm / ホコリ:400cfm / 花粉:450cfm 

※2 ⽇本電機⼯業会 JEM1467 規格に基づく数値。 ※3 CADR 値から算出された推奨値 ※4 使⽤する環境により異なる 
※5 スピード 1 運転時。単位電気代 27 円/kWh で計算。実際の使⽤⽅法や環境により異なる。 
  

―――――――【 価格改定 《Classic 680i/480i/280i》 】―――――― 
2018 年 11 ⽉ 9 ⽇より Blueair Classic 680i/480i/280i の価格を下記の通り改定します。 

品名 
Blueair 

Classic 605 
Blueair 

Classic 405 
Blueair 

Classic 205 
Blue Pure 231 

（2018 年 12 ⽉発売予定）  

 

 
  

 

公式ストア価格（税別） 89,800 円 64,800 円 49,800 円 39,000 円 

品番 103682 103681 200403 103984 

CADR※1 
タバコ煙︓500 
ホコリ︓500 
花粉︓640 

タバコ煙︓280 
ホコリ︓300 
花粉︓300 

タバコ煙︓180 
ホコリ︓200 
花粉︓200 

- 
- 
- 

製品⼨法 
幅 500×奥⾏き

340mm×⾼さ 660 
幅 500×奥⾏き

275mm×⾼さ 590 
幅 440×奥⾏き

210mm×⾼さ 530 
幅 330×奥⾏き 330mm×

⾼さ 522 

適⽤床⾯積（JEMA）※2 〜123 m2（75 畳） 〜55 ㎡ (33 畳) 〜41 ㎡ (25 畳) 〜64 ㎡ (39 畳) 
推奨フロア⾯積※3 〜72m2（44 畳） 〜40 ㎡ (24 畳) 〜26 ㎡ (16 畳) - 

吸込 → 供給 
底⾯＆側⾯ 

→天⾯＆側⾯ 
側⾯ → 側⾯ 背⾯ → 天⾯ 

本体下部 360° 
→天⾯ 

清浄空気供給量 255-1105 ㎥/h 204-595 ㎥/h 128-374 ㎥/h 230-620 ㎥/h 

質量 約 14kg 約 14kg 約 10kg 約 7kg 
消費電⼒※4 80W 60W 52W 42W 

1 時間あたりの電気代※5 0.3 円 0.2 円 0.4 円 0.6 円 
運転⾳ 32-62db(A) 32-52db(A) 32-56db(A) 37-55db(A) 

Wi-Fi 機能 あり あり あり - 

フィルター交換時期お知
らせ機能 

あり あり あり あり 

品名 
Blueair Classic 

680i  
Blueair Classic 

480i 
Blueair Classic 

280i 
改定前価格（税別） 130,000 円 90,000 円 70,000 円 

改定後価格（税別） 99,800 円 74,800 円 59,800 円 



 
 

――――――――――【  キャンペーン概要  】―――――――――― 
新商品の発売を記念して、2018 年 11 ⽉ 9 ⽇より全国の百貨店・家電量販店ならびにブル
ーエア公式サイトにて「新商品発売キャンペーン」を開催します。 
 
キャンペーン名称：ブルーエア新商品発売キャンペーン 
キャンペーン概要：ブルーエア本体と交換⽤フィルターを同時購⼊いただいたお客様は、 

フィルターを 30%OFF でお買い求めいただけます。 
キャンペーン期間：2018 年 11 ⽉ 9 ⽇（⾦）〜2019 年 1 ⽉ 14 ⽇（⽉・祝） 
キャンペーン対象商品：Blueair Classic シリーズ、Blueair Sense+、Blue Pure シリーズ 
※本体 1 台につき、割引対象はフィルター1 個までとなります。※Blue Pure シリーズのプレフィルターは対象外です。 

※本体と交換⽤フィルターは同⼀モデルに限ります。 
 
◆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、ウェブ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、HEPASilent 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、ルンバはロボット掃
除機のベストセラー商品になりました（2017 年 3 ⽉末でアイロボットジャパン合同会社
にアイロボット事業を譲渡済み）。 
現在は、2010 年よりスウェーデンのブルーエア社「ブルーエア空気清浄機」の輸⼊販売事
業と、2017 年より韓国の RF 社「窓掃除ロボット ウインドウメイト」の輸⼊販売事業に
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。 
 


