
商品一覧

ハイブリッドスチームクリーナー・お掃除キットセット

ハイブリッドスチームクリーナーとマジカルお掃除キットのセットです。
ハイブリッドスチームクリーナー単体でも充分ご使用いただけますが、
ハンディクリーナーの状態で使用するのにマジカルお掃除キットはとっても
便利！本体を持ち上げる必要なく、スチーム掃除がラクラク出来ます。
お掃除キットだけのモップや手袋などもついてくるので、よりスチーム掃除が
便利＆カンタン＆楽チンになります。

ハイブリッドスチームクリーナー
マジカルお掃除キットセット

メーカー希望小売価格 :22,800 円

商品名 ハイブリッドスチームクリーナー・お掃除キットセット

販売元 フュージョンマーケティング株式会社

給水タンク 350ml

電源 100 V （ボルト） 50/60 Hz （ヘルツ）共用

サイズ 本体：約 100～120cm

ＪＡＮ 4582397340052

ハイブリッドスチームクリーナー

これ 1台でどこでもお掃除。フローリング、じゅうたん、壁紙、窓のサッシ、
エアコンなどなど、高温のスチームでサッと汚れを落とします。
キッチンの油汚れも溶かして落とし、さらに除菌も可能！ 100％の除菌率（※
日本ラボテック株式会社調べ）で夏も大活躍！お子さんのいる家庭にもオススメ
です。タンクは 350ml の大容量、本体も 2kg と超軽量！ハンディタイプとして
スチームモップとして大活躍！ 2Way のスチームクリーナー！
スチームクリーナーとしては珍しく、浄水機能もついたスグレモノです。

ハイブリッド
スチームクリーナー

メーカー希望小売価格 :19,980 円

商品名 ハイブリッドスチームクリーナー

販売元 フュージョンマーケティング株式会社

給水タンク 350ml

電源 100 V （ボルト） 50/60 Hz （ヘルツ）共用

サイズ 本体：約 100～120cm

ＪＡＮ 4582397340229

ルンバ　対応バッテリー

商品名

容量

電圧

サイズ

ＪＡＮ

ニッケル水素電池パック

3300mAh

14.4Ｖ

142mm x 55mm x 46mm

4582397341448

ルンバの対応バッテリー。アイロボット純正品ではありません。

対応機種：ルンバ 510・527・530・537・560・570・577・ 620・630・650 ・
760・770・780
※ルンバ 550 とルンバ・レッド、ルンバ・ディスカバリー、
ルンバ・スケジューラーにはご使用になれません。

使用する前に、満充電 ( 充電中の CLEAN ランプ点滅 が終わるまで最大 16
時間 ) を行う必要があります。

ルンバ 　対応バッテリー

メーカー希望小売価格 :10,500 円

ルンバ メインブラシ・フレキシブルブラシ

ルンバに付属しているメインブラシ・フレキシブルブラシの互換品。
長期ご使用の方のための交換用ブラシ。

ルンバ 500 シリーズ（ルンバ 530. ルンバ 537. ルンバ 560. ルンバ 577）
対応ブラシ 
メインブラシ×1個
フレキシブルブラシ×1個

ルンバ メインブラシ
フレキシブルブラシ 500用

メーカー希望小売価格 :6,980 円

商品名 ルンバ  メインブラシ・フレキシブルブラシ
サイズ 約 13cm

セット内容 メインブラシ ×1
フレキシブルブラシ ×1

ＪＡＮ
販売元 フュージョンマーケティング株式会社

4582397341547



商品一覧

ルンバ メインブラシ・フレキシブルブラシ

ルンバに付属しているメインブラシ・フレキシブルブラシの互換品。
長期ご使用の方のための交換用ブラシ。

ルンバ 600/700 シリーズ
（ルンバ 620、ルンバ 630、ルンバ 650、ルンバ 760、ルンバ 770、ルンバ 780）
対応ブラシ 
メインブラシ×1個
フレキシブルブラシ×1個

ルンバ メインブラシ
フレキシブルブラシ 600/700

メーカー希望小売価格 :6,980 円

商品名 ルンバ  メインブラシ・フレキシブルブラシ
サイズ 約 13cm

セット内容 メインブラシ ×1
フレキシブルブラシ ×1

ＪＡＮ
販売元 フュージョンマーケティング株式会社

4582397341523

iRobot ルンバ エッジクリーニングブラシ 3個

ルンバ 500/600/700 シリーズ対応エッジクリーニングブラシ。
壁際や隅の取れにくいゴミなどを回転しながら前方にかきだします。
ブラシが磨耗したとき、破損したときに交換してください。

●対応機種：
525/530/530J/570/570J/527/537/577/620/630/650/760/770/780/
ウォーリーモデル /ブラックモデル /ハローキティモデル /
ピンクリボンモデル 

iRobot Roomba エッジ
クリーニングブラシ 3個

メーカー希望小売価格 :6,300 円

商品名 iRobot Roomba エッジクリーニングブラシ

数量 3個

販売元 フュージョンマーケティング株式会社
ＪＡＮ 4582397341431

ルンバ500シリーズ フェイスプレート

ルンバ 500 シリーズ対応のフェイスプレートです。
ルンバをオシャレに着せ替えられるルンバカバー！
ベーシックなホワイトカバーは、どんなお部屋にも合います。
ルンバの傷隠しにもオススメです。

※ハンドル付きのルンバにはご使用いただけません。
※600・700 シリーズにはお使いいただけません。

ルンバ フェイスプレート
500用カバー

メーカー希望小売価格 :3,000 円

ＪＡＮ
販売元 フュージョンマーケティング株式会社

4582397340076

対応機種 3枚入商品名 ルンバ カバー フェイスプレート 500 用

材質 プラスチック

販売元 フュージョンマーケティング株式会社
ＪＡＮ 4582397341493

ルンバ　対応フィルター 3枚

ルンバ 500 シリーズ対応　フィルター 3 枚セット

ルンバのゴミの吸引力が落ちてきた時に交換してください。
ルンバ 500 シリーズ専用のフィルターになります。 
600、700 シリーズではお使いいただけません。

ルンバ　対応フィルター3枚

メーカー希望小売価格 :3,900 円

商品名 ルンバ　対応フィルター 3枚
数量 3個

販売元 フュージョンマーケティング株式会社
ＪＡＮ 4582397341431



商品一覧

iRobot ルンバ エアロバキュ フィルター

ルンバ 550. ルンバ 595. ルンバ 630. ルンバ 650 対応の交換フィルター。
ルンバ　エアロバキュ フィルター 3個セット。

ルンバの吸引力が落ちてきたら交換してください。

※純正品ではありません。

ルンバ エアロバキュ
フィルター

メーカー希望小売価格 :8,200 円

商品名 ルンバ　エアロバキュフィルター
数量 3個

販売元 フュージョンマーケティング株式会社
ＪＡＮ 4582397341592

ブラーバ 互換バッテリー 2500mAh

アイロボット社の拭き掃除ロボット「ブラーバ」の互換電池です。
通常使用では年に 1回の交換をおすすめいたします。

対応機種：
Braava 380t/Braava 380j/Mint Plus 5200 

ブラーバ 互換バッテリー
2500mAh

メーカー希望小売価格 :7,980 円

商品名 ブラーバ 　互換バッテリー 2500mAh
電圧 7.2V

容量 2500mAh

ＪＡＮ
販売元 フュージョンマーケティング株式会社

4582397341806
バッテリー規格 ニッカド電池

ブラーバ 互換バッテリー 1800mAh

ブラーバ互換バッテリー
1800mAh

メーカー希望小売価格 :6,980 円

商品名 ブラーバ 　互換バッテリー 1800mAh

販売元 フュージョンマーケティング株式会社
ＪＡＮ 4582397341813

電圧 7.2V

バッテリー規格 ニッカド電池
容量 1800mAh

アイロボット社の拭き掃除ロボット「ブラーバ」の互換電池です。
通常使用では年に 1回の交換をおすすめいたします。

対応機種：
Braava 320/Mint 4200

ルンバ対応 HEPAフィルター 6個 

ルンバ 700 シリーズ対応 HEPA フィルター 2 個×3セット
ルンバの消耗品はフュージョンにおまかせ！
ルンバ 760,770,780 専用

0.3 ミクロンの微粒子をキャッチして、キレイな空気を排出します。
※ルンバの吸引力が落ちてきたら交換してください。
※ルンバ専用フィルターです。

ルンバ対応 HEPAフィルター
6個（3セット）

メーカー希望小売価格 :4,500 円

商品名 ルンバ対応 HEPA フィルター 
数量 6個

販売元 フュージョンマーケティング株式会社
ＪＡＮ 4582397341622



商品一覧

ダイソン掃除機対応 延長ホース

ダイソンのコードレス掃除機対応の延長ホースです。
先端に専用ノズルなどをとりつけてご使用ください。

対応機種：DC16,DC31,DC34,DC35,DC44,DC45,DC61,DC62

ダイソン掃除機対応
延長ホース

メーカー希望小売価格 :5,400 円

商品名 ダイソン掃除機対応 延長ホース

ＪＡＮ 4582397341714
販売元 フュージョンマーケティング株式会社

サイズ 最小約 38cｍ~最大約 143cm
材質 プラスチック

ダイソン 互換バッテリー 2200mAh

ダイソンの互換バッテリーです。
純正バッテリーより容量が大きく、長めに使えるのが特徴。
韓国の大手電子メーカー SAMSUNG製セルを使用しています。

※こちらはネジ式タイプの互換バッテリーですので、ボタン式タイプの
ダイソンコードレスクリーナーには使用出来ません。

対応機種：DC34,DC35,DC44,DC45（ネジ式のみ対応）

ダイソン互換バッテリー
2200mAh ネジ式タイプ

メーカー希望小売価格 :11,400 円

商品名 ダイソン互換バッテリー 2200mAh

ＪＡＮ 4582397341820
メーカー フュージョンマーケティング株式会社

容量 2200mAh
バッテリー規格 リチウムイオン電池

ダイソン 互換バッテリー 1500mAh

商品名

容量

製造国

ダイソン互換バッテリー 1500mAh

1500mAh

中国

ＪＡＮ 4582397341578

販売元 フュージョンマーケティング株式会社

Dyson コードレス掃除機 DC31/34/35/44/45 に対応している互換バッテリー
1500mAh です。
DC31/34/35 の純正品より容量が大きいため、使用時間は長くなります。
DC45/DC44 にも使用できます。
韓国の大手電子メーカー LG製セルを使用。

※このバッテリーはボタン電池式のものであるため、ネジ止め式のバッテリー
にはお使いいただけません。

ダイソン互換バッテリー
1500mAh

メーカー希望小売価格 :7,800 円

ダイソン 掃除機対応 ふとんツール

ダイソンのコードレス掃除機対応 ふとんツールです。
ダイソンのコードレス掃除機全般に取り付けることが可能です。

対応機種：DC16,DC31,DC34,DC35,DC44,DC45,DC61,DC62

ダイソン掃除機対応
ふとんツール

メーカー希望小売価格 :4,320 円

商品名 ダイソン 掃除機対応 ふとんツール

製造 中国

ＪＡＮ 4582397341707

販売元 フュージョンマーケティング株式会社

材質 プラスチック



コーラルモップパッド

サンゴのようなこのモコモコが汚れをキャッチ！
小さなゴミやほこりをラクラクふき取ってくれます！！

※モップパットは洗って繰り返し使えるタイプです。

※こちらのパッドは、ハイブリッドスチームクリーナー専用になります。
その他の商品にはご使用頂けません。

コーラルモップパッド

メーカー希望小売価格 :2,000 円

商品名 コーラルモップパッド
数量

製造 中国
ＪＡＮ 4582397340083
販売元 フュージョンマーケティング株式会社

サイズ 約 15 ｘ 27cm
1枚

商品一覧

マイクロファイバーモップパッド 3セット

ハイブリッドスチームクリーナー専用の交換パッド。
洗って繰り返し使用出来ますが、繊維が弱ったり汚れが酷くなってきた場合に
お取替え頂きます。
髪の毛の 100 分の 1の細さのマイクロファイバーを使用。
小さなゴミやほこりも、グングンと見事にキャッチ！

※ハイブリッドスチームクリーナー専用品のため、その他のスチーム
クリーナーではお使いいただけません。

マイクロファイバー
モップパッド 3セット

メーカー希望小売価格 :3,700 円

マイクロファイバーモップパッド 6セット

ハイブリッドスチームクリーナー専用の交換パッド。
洗って繰り返し使用出来ますが、繊維が弱ったり汚れが酷くなってきた場合に
お取替え頂きます。
髪の毛の 100 分の 1の細さのマイクロファイバーを使用。
小さなゴミやほこりも、グングンと見事にキャッチ！

※ハイブリッドスチームクリーナー専用品のため、その他のスチーム
クリーナーではお使いいただけません。

マイクロファイバー
モップパッド 6セット

メーカー希望小売価格 :7,400 円

商品名 マイクロファイバー モップパッド 6セット
材質 マイクロファイバー
数量 6枚入
サイズ 約 17 ｘ 29.5cm
ＪＡＮ
販売元 フュージョンマーケティング株式会社

4582397341417

商品名 ルンバ  メインブラシ・フレキシブルブラシ
材質 マイクロファイバー

ＪＡＮ
販売元 フュージョンマーケティング株式会社

4582397340076

数量 3枚入
サイズ 約 17 ｘ 29.5cm

シャークスチームモップ対応パッドセット 

シャークスチームモップ対応のパッドセット。
12 枚入りのお徳用。
繊維の劣化、汚れの付着による損傷などを見て交換してください。

※シャーク社の純正品ではありません。

シャークスチームモップ対応
パッドセット 12枚セット

メーカー希望小売価格 :12,000 円

商品名 シャークスチームモップ対応パッドセット

数量 12 枚
サイズ 28.5cm×15cm
製造国 中国
ＪＡＮ 4582397340700
販売元 フュージョンマーケティング株式会社


