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2 ⽉ 3 ⽇より「ブルーエア 2020 花粉キャンペーン」を開催 

①抽選で 1 名様に JTB 旅⾏券 50 万円分プレゼント 
②本体ご購⼊のうえユーザー登録でフィルタープレゼント 

 
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、花粉の⾶来シーズンの始まりに伴い、2020 年 2 ⽉ 3 ⽇(⽉)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（https://blueair.jp/）にて｢ブルーエア 2020 花粉キャ
ンペーン｣を開始いたします。 

ブルーエア⽇本公式 Instagram アカウント（＠blueair_japan）をフォロー＆キャンペーン投稿を「いいね」して
いただいた⽅から抽選で 1 名様に JTB 旅⾏券 50 万円分をプレゼントします。さらに、キャンペーン期間中にブルー
エア本体をご購⼊のうえ公式ウェブサイトよりユーザー登録をしていただくと、同モデル搭載フィルターを無料でプ
レゼントします。 

 
ウェザーニューズによると、2020 年の花粉シーズンは 2 ⽉上旬から始まり、全国的に春花粉の⾶散開始やピーク

時期も早まる傾向と⾔われています。*1 花粉は、いったん室内に持ち込んでしまうと常に花粉の漂う空間で過ごすこ
とになり、花粉症ではない⼈まで花粉症になるリスクが⾼まります。室内に持ち込まれた花粉が⼈の往来で巻き上が
るため、持ち込み花粉は、部屋で舞い上がる前、帰ってきてからすぐ、スピーディーに除去することが必須です。 

 
ブルーエアの空気清浄能⼒は、⽶国家電製品協会（AHAM）が制定し世界各国で採⽤される空気清浄機の性能評価基

準 CADR（Clean Air Delivery Rate/クリーンエア供給率）において、「タバコの煙」「ホコリ」「花粉」の全項⽬で最⾼
値以上*2 を獲得しています。また、粒⼦イオン化技術と⾼性能フィルター技術を融合した独⾃の『HEPASilent®テクノ
ロジー』によって、花粉はもちろん 0.1μm というウイルスレベルの極⼩粒⼦まで 99.97％*3 除去。空気中の気になる
有害物質を速く徹底的に除去します。 

 
【ブルーエア製品ラインナップとおすすめの花粉対策】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ブルーエア空気清浄機は⽞関、LDK、寝室、⾞内まで様々なスペースに適したラインナップをご⽤意しています。 
当キャンペーンを通じ、多くのご家庭で花粉シーズンを快適に過ごしていただけるようサポートしてまいります。 

 
*1：株式会社ウェザーニューズによるデータ。*2：CADR(クリーンエア供給率)の公開値でブルーエア 600 シリーズが最⾼値以上を取得。  
*3：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。*4：⽇本電機⼯業会 JEM1467 規格に基づく数値。 *5：⾞内の状況や使⽤⽅法
により異なる。  

⽞関から花粉の侵⼊を防ぐ！ 
室内に侵⼊する前に、 
髪や服、マスクについた花粉を 
⽞関でブロックします。 
 
推奨モデル：Blue Pure 411 
（〜13 畳*4） 

快適な睡眠はきれいな空気から！ 
⿐詰まりによる息苦しさも、 
徹底的な清浄で快適な睡眠を 
提供します。 
 
推奨モデル：Blueair Sense+ 
（〜20 畳*4） 

家族団らんの LDK も⼀瞬できれいに 
出⼊りが多いリビングでも、 
花粉が舞い上がる前に、 
スピード清浄します。 
 
推奨モデル：Blueair Classic 
（〜25 畳,〜33 畳,〜75 畳*4） 

おでかけの時も⼀安⼼！ 
⾞内の花粉もスピード清浄で 
快適なドライブができます。 
 
推奨モデル：Blueair Cabin P2i 
（セダン・ハッチバック 5〜6 分で 
清浄可能*5。） 



 
―――――――――――― 【 キャンペーン概要 】―――――――――――― 

 
本格的な花粉シーズンに際し、2020 年 2 ⽉ 3 ⽇（⽉）より全国の百貨店・家電量販店ならびにブルーエア公式
ウェブサイトにて「ブルーエア 2020 花粉キャンペーン」を開催します。 
 
キャンペーン名称   ：ブルーエア 2020 花粉キャンペーン 
 
キャンペーン概要①  ：ブルーエア⽇本公式 Instagram アカウント（＠blueair_japan）のフォロー＆ 

キャンペーン投稿を「いいね」して頂いた⽅から抽選で 1 名様に JTB 旅⾏券を 
50 万円分プレゼントいたします。 

キャンペーン応募期間①：2020 年 2 ⽉ 3 ⽇（⽉）〜2020 年 5 ⽉ 10 ⽇（⽇） 
 
キャンペーン概要②   ：期間中にブルーエア本体をご購⼊のうえ、公式ウェブサイトでユーザー登録をしてい

ただくと、もれなく同モデル搭載フィルターを 1 つプレゼントいたします。 
キャンペーン期間②  ：2020 年 2 ⽉ 3 ⽇（⽉）〜2020 年 5 ⽉ 10 ⽇（⽇） 
キャンペーン応募期間②：2020 年 2 ⽉ 3 ⽇（⽉）〜2020 年 5 ⽉ 24 ⽇（⽇） 
キャンペーン対象商品②：Blueair Classic シリーズ、Blueair Sense+、Blue Pure シリーズ、Blueair Cabin 

※本体 1 台につきフィルター1 個までとなります。 

※Blueair Cabin P2iD のキャンペーンフィルターは本体 2 台分のため 2 個となります。 

※本体と交換⽤フィルターは同⼀モデルに限ります。 

 
キャンペーンサイト ：https://bit.ly/375uZl4 
 
キャンペーン対象 ： 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Blueair Classic（ブルーエア クラシック） 
 
 
 

Blueair Sense+（ブルーエア センスプラス） 
 
 
 

Blue Pure （ブルー ピュア） 
 
 
 

Blueair Cabin （ブルーエア キャビン） 

・Blueair 690i、490i、290i 

・Blueair 680i、480i、280i 

・Blueair 605、405、205 

・Polar White 

・Warm Gray 

・Leaf Green 

・Midnight Blue 

・Ruby Red 

・Graphite Black  

・Blue Pure 231 Particle + Carbon  

・Blue Pure 221 Particle  

・Blue Pure 221 Particle and Carbon 

・Blue Pure 411 Particle + Carbon 

・Blueair Cabin P2i  

・Blueair Cabin P2iD 



 
◆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。空気清浄機専業
メーカー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：https://blueair.jp/） 
※Blueair、Blueair ロゴ、ブルーエアはスウェーデン 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輸⼊・販売・サポ
ートを⾏い、「ロボット掃除機 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」、2017 年より韓国の RF 社「窓掃除ロ
ボット ウインドウメイト」、2019 年より中国の SHENZHEN PERTIE TECHNOLOGY 社「ハイブリッドスマートウォ
ッチ GLAGOM ONE」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。 
 


