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安全上のご注意 

警告 
注意 

ご使用の前に、必ずお読みください。また、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してく
ださい。 
＊ここに示した注意事項は、本製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための
ものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を『危険』と『警告』と『注意』に区分しています。安全に
関する重要な内容ですので、必ず守ってください。 

図記号の意味と例 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示
しています。 

危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが
想定される内容を示しています。 

　 記号は、「しなければならないこと」を意味しています。 
図の中に具体的な指示内容（左図は差し込みプラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。 

　 記号は、「してはいけないこと」を意味しています。 
図の中に具体的な禁止内容（左図は分解禁止）が描かれています。 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を
示しています。 

危 険　（バッテリー） 

禁止 

分解禁止 

分解・改造はしない 
液漏れ・発熱・発火の原因になります。 

ニカドバッテリーを単独で充電しない 
バッテリーが液漏れ・発熱・破裂の原因になりま
す。 

禁止 

リード線をかみ込ませたり切断したりしない 
バッテリーがショートし、液漏れ・発熱・破裂・発
火の原因になります。 

禁止 

バッテリーを落下させたり衝撃を与えたりしない 
バッテリーの液漏れ・発熱・破裂の原因になります。 

禁止 

本体電源接点の端子間を金属などで接触させない 
（金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない） 
バッテリーがショートし、液漏れ・発熱・破裂・発火させる原因になります。 

禁止 

火中に投入したり加熱しない 
液漏れ・破裂・発火の原因になります。 

禁止 

本製品以外の機器に接続しない 
過電流により、バッテリーが液漏れ・発熱・発火
の原因になります。 

注 意　（バッテリー） 

禁止 

標準充電時間以上は充電しない 
破損・異常発熱等・発火の原因になります。 

止まるまで 
使用して充電 

充電は掃除機が止まるまで使用してから行う 
ニカドバッテリーの不活性化やメモリー効果
により使用時間が短くなる原因になります。
（→14ページ） 
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禁止 

禁止 

ぬれ手禁止 

充電用アダプターのプラグは根元ま
で確実に差し込む 
不完全な差し込みは、感電や発熱
による火災の原因になります。 

ぬれた手で充電用アダプターを抜き差ししない 
感電・ショートの原因になります。 

引火性のあるもの（ガソリン、ベンジン、シン
ナーなど）の近くで使用しない 
爆発や火災の原因になります。 

充電用アダプターのコードを傷つけたり、破損
したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張っ
たりねじったり、たばねたりしない。また、重い
ものをのせたり、挟み込んだりしない 
電源コードが破損し、火災・感電の原因になり
ます。 

禁止 

回転ブラシ動作中は回転部分に触れたり、指な
ど入れないたりしない 
けがや故障の原因になります。 

使用禁止 

フィルターが目詰まりしたまま使用しない 
目詰まりしたまま使用すると、モーター故障の
原因になります。フィルターは定期的にお手入
れしてください。 フィルターを 

取り付ける 

フィルターは必ず取り付ける 
モーターなど内部にゴミが入ると、故障や発火
の原因になります。 

充電用アダプターのプラグは定期的に掃除する 
感電や発熱による火災の原因になります。 

禁止 

使用禁止 

本体の吸気口や排気口にピンや針金などの異
物を入れない 
感電やけがの原因になります。 確実に 

差し込む 

掃除する 

安全上のご注意 

警 告（本体、スタンド、充電用アダプター） 

使用禁止 

禁止 

100V以外 
禁止 

分解禁止 

プラグを抜く 

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、
分解したり修理をしない 
火災・感電・けがの原因になります。修理はお
買い上げの販売店または当社サービスセン
ター（→16ページ参照）にご相談ください。 

充電時以外は、充電用アダプター
をコンセントから抜く 
感電・漏電火災の原因になります。 

充電用アダプターのコードや差し込
みプラグが痛んだり、コンセントの差
し込みがゆるい時は使用しない 
感電・ショート・発火の原因になり
ます。 

灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のある
もの、タバコの吸殻など火の気のあるものやト
ナーなど可燃物を吸わせない 
火災の原因になります。 

風呂場などの水場では絶対に使用しない。ま
た、本体を水につけたり、水をかけたりしない 
感電・ショート・故障の原因になります。 

本体電源接点の端子間に金属のピンで触れた
りゴミを付着させない 
ショート・故障の原因になります。 

交流100V以外では使用しない 
火災・感電の原因になります。 

水場での 
使用禁止 

お願い 
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禁止 

禁止 

使用禁止 

禁止 

注 意（本体、スタンド、充電用アダプター） 

火気禁止 

充電用アダプターは、必ずアダ
プター本体を持ってコンセント
から引き抜く 
感電やショートして発火するこ
とがあります。 

排気口をふさがない 
過熱による本体の変形
や故障、発火の原因にな
ります。 

吸引口をふさいで長時
間運転しない 
過熱による本体の変形
や故障、発火の原因に
なります。 

ノズルを床などに強く押しつけたり、横方向に
すべらせない 
床などを傷つける原因になります。 

充電用アダプターを抜き差しするときは、必ず
電源スイッチを「切」にしてから抜き差しする 
感電・故障の原因になります。 

火気に近づけない 
本体の変形によるショート、発火の原因になり
ます。 

禁止 

本体を引きずらない 
床や本体を傷つける原因になります 

プラグを持って 
抜く 

ぬれているダストケースやフィルターを使用し
ない 
感電・故障の原因になります。 

禁止 

ノズルを壁や家具にぶつけない 
壁や家具を傷つける原因になります。 

使用禁止 

充電中に本体を使用しない 
充電用アダプターは充電専用です。事故や故
障の原因になります。 

スタンドを立てて置くときは、倒れないよう水
平な場所に置く 
けがをしたり破損する原因になります。 

電源スイッチを 
「切」にする 

安全上のご注意 

お願い 注意 
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ご使用にあたってのお願い 

●このクリーナーは家庭用です。業務用として使用しないでください。 
●掃除の目的以外に使用しないでください。 

充電用アダプターのコードを持って引っ張ったり、釘などに掛けないでください。 
・コードがいたむ原因になります。 

充電用アダプターやコード付け根に無理な力を加えない 
・充電用アダプターの故障の原因になります。 

本体を床にこすりつけたり、引きずったりしない 
・床や本体を傷つける原因になります。 

吸引口やすきまノズルを床や家具などに強く押し付けない 
・床や家具などを傷つけたり、本体やノズルなどに無理な力が加わり故障の原因になります。 

ビニールや紙くずなどの大きなゴミはあらかじめ取り除いておく 
・吸引口やすきまノズルをつまらせる原因になります。 

次のものを吸わせない 
・故障の原因になります。 
◆水などの液体や湿ったゴミ 
◆多量の砂や粉末などフィルターが目詰まりするもの 
◆ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの 
◆殺虫剤などの薬品類 

バッテリーの消耗により運転が停止した場合は再運転せず、速やかに充電を行う 
・バッテリーの過放電となり、バッテリー寿命を縮める原因になります。 

フィルターは必ず取り付けて運転する 
・モーターなど内部にゴミが入り込み故障や発火の原因になります。 

窓を閉めきった自動車の中など高温となる場所への放置はしない 
・高温による本体の変形、バッテリーの液漏れなど、故障や事故の原因になります。 

ゴミ捨てはお早めに 
・ゴミをたくさんためたままで使用を続けると吸引力が弱くなり、モーター故障の原因になり
ます。 

フィルターは定期的にお手入れを 
・フィルターがゴミなどで目詰まりしたままで使用を続けると、モーター故障の原因になりま
す。フィルターは定期的にお手入れしてください。 

回転ブラシをお手入れするときは、必ずスタンドから本体を取りはずす 
・不用意に電源スイッチが「ブラシ」になると、けがや故障の原因になります。 

ヒモやコードなど、回転ブラシに巻きつく可能性のあるものは吸わせない 
・ヒモやコードなどが回転ブラシに巻きつくと、回転の妨げとなり、故障の原因になります。 

事故や故障を防ぐために、必ずお守りください。 

お願い 

お願い 
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各部の名称 
スタンド 
 

本体 

付属品 

フィルターユニット 

お願い 

切 

入 

ブラシ 

max

充電端子 

スティックハンドル 

本体取りはずしボタン 

スティックハンドル伸縮ボタン 

電源接点 
※回転ブラシを動作させるための、 
本体との接続部です。 

すきまノズル 

電源スイッチ 

排気口 

充電確認ランプ 

ダストケース 

ゴミ捨てライン 
※このラインはゴミ捨ての 
目安です。 

吸引口 

ダストケース 
取りはずしボタン 

フロアノズル 

吸引口 

充電用アダプター 

アダプター 

吸気口 

フィルター 

スティックハンドル 
取りはずしボタン 

回転ブラシ 



7

ご使用になる前に 

充電のしかた 

スティックハンドルを取り付ける 

●初めてご使用するときや、長期間ご使用にならなかった場合は必ず充電してください。 
●電源は必ず交流100Ｖで、付属の充電用アダプターを使用してください。 

濡れた手で充電用アダプターをコンセントに抜き差ししない 
感電、ショートの原因になります。 
浴室などの水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない 
感電、ショート、故障の原因になります。 

警告 

電源スイッチが「切」になっていることを確認して、本体の充電端子に、充電用アダプターのプラグを差し込み
ます。 

電源スイッチが「入」または「ブラシ」になっていると、充電することはできません。 

1

充電用アダプターをコンセントに差し込みます。 

充電確認ランプが点灯し、充電を開始します。 
2

充電が終了したら充電用アダプターをコンセントから抜きます。 

標準充電時間は約7時間です。充電が終了すると充電確認ランプが消えます。 
掃除機を短い時間使用して再充電すると、短い時間で充電確認ランプが消えることがあり
ます。 
これは、本体で満充電を検出して充電を停止する機能のためです。 
充電が終了したら充電用アダプターをコンセントから抜いてください。 
充電を終了した後も充電用アダプターをコンセントに差し込んだままにすると、少量の電
力を消費し続けます。 

3

お願い 

スティックハンドルを取り付けるときは、指や手を挟まないように注意してください。 
けがの原因になります。 注意 

開封時はスティックハンドルが取り付けられていません。 
スタンドをしっかりと持ち、スティックハンドル先端の突
起の位置を確認して、スタンドのスティックハンドル差
し込み口にスティックハンドルをまっすぐ差し込んでく
ださい。 

切 

スティックハンドル 
差し込み口 

突起 

切 

入 

ブラシ 

切 

入 

ブラシ 

充電確認ランプ 

充電端子 
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使いかた 

電源の入れかたと切りかた 

スティッククリーナーとして使用する 

本体の充電端子から充電用アダプターのプラグを
抜き、電源スイッチを「入」にします。 
回転ブラシを使用するときは電源スイッチを「ブ
ラシ」にします。 

1

ご使用が終わったら、電源スイッチを「切」にします。 

電源スイッチを「入」または「ブラシ」の状態で放置すると過放電となり、バッテリー寿命を縮める原因になります。 
2

本体をスタンドに取り付けてスティッククリーナーとして使用する場合は、スティックハンドルを持って使用します。 

スティックハンドルは、伸ばして使用することもできま
す。スティックハンドル伸縮ボタンを押しながら、カチっ
と音がしてロックされるまで、スティックハンドルを引っ
張ります。 
スティックハンドルを収納するときは、スティックハンド
ル伸縮ボタンを押しながら、カチっと音がするまでスタ
ンドに収納します。 

スティックハンドルは、必ずカチっと音がしてロックされるまで伸び縮みさせてください。 
しっかりロックされていないと、不用意にスティックハンドルが伸び縮みして、けがや破損の原因に
なります。 
スティックハンドルを縮めるときは、指や手を挟まないように注意してください。 

注意 

充電についてお願いとお知らせ 

●充電中、充電用アダプターと本体が少しあたたかくなることがありますが、故障ではありません。 
●最長標準充電時間は約7時間です。 
●満充電時の連続使用時間は、約15分間です。ただし、スティッククリーナーで回転ブラシを使用するときは約10
分間になります。（使用状況や環境によっては、使用時間が異なる場合があります。） 

●充電が不十分な場合は、使用時間が短くなります。 
●本体に内蔵のバッテリーの寿命は、約7時間充電と約15分使用の繰返しで約300回です。（周囲温度、使用時間など
使用する条件により、バッテリーの寿命が異なりますのでご了承ください。） 

お願いお願い お願い 
バッテリーの性能を維持するため、完全に停止するまで使用してから充電することをおすすめします。
（バッテリーについての詳細は14ページをご参照ください） 

ご使用になる前に 

回転ブラシを使用するときは、指などを巻き込まないよう注意してください。 
けがや故障の原因になります。特にお子様のそばで使用するときは注意してください。 注意 

入 

ブラシ 

切 

入 

ブラシ 

スティックハンドル 
伸縮ボタン 
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スタンドの内側に収納されているすきまノズルを
とりはずします。 1 本体の吸引口に、すきまノズルを差し込みます。 2

すきまノズルをスタンドに収納するときは、向き
に注意して、図のように収納します。 3

すきまノズルの使いかた 

ハンディークリーナーとして使用する 
スタンドから本体を取りはずしてハンディークリーナー
として使用する場合は、スタンドをしっかりと持ち、本体
取りはずしボタンを押しながら本体を取りはずします。 

スタンドに取り付けるときは、図のように本体の吸引口
部分をスタンドに差し込んでから、カチっと音がするま
でしっかり取り付けます。 

すきまノズルは、必ず正しい向きで収納してください。 
間違った向きで収納したままスタンドに本体を取り付けると、すきまノズルや本体に無理な力が加わり、
破損の原因になります。 

注意 

使い方 

お願い 

① 

② 

ハンディークリーナー
として使用中、本体の
電源接点に金属など
が触れないように注
意してください。 

本体取りはずしボタン 

すきまノズルの吸引口を
上図の向きで収納してく
ださい。 

本体 
電源接点 

奥までしっかり 
差し込みます 
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使い方 

お願いお願い お願い 

ゴミがたまると吸引力が弱くなり、モーターの故障の原因になります。ゴミ捨てラインまでゴミがたまる前に、こまめに
ゴミを捨ててください。 

本体をしっかりと持ち、ダストケース取りはず
しボタンを押しながら、ダストケースを取りは
ずします。 

ダストケースからフィルターユニットを取りは
ずし、ダストケースにたまったゴミを捨てます。 

ダストケースにフィルターユニットを取り付
け、本体に取り付けます。 

2

本体がスタンドに取り付けられている場合
は、スタンドをしっかり持ち、本体取りはずし
ボタンを押しながら、本体を取りはずします。 

1

3

4

・ダストケースをはずすときは、ゴミをこぼさないように注意してください。 
・ダストケースが落ちないようにしっかりと支えてください。 

ゴミの捨てかた 

① 

② 

ゴミを捨てるときは、必ず電源スイッチを「切」にしてください。 
けがや故障の原因になります。 注意 

m
ax

m
ax

max

m
ax

m
ax

max

フィルターユニット 

ダストケース 
取りはずしボタン 

カチッ 

本体取りはずしボタン 

ゴミを捨てます 
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お手入れと保管 

不用意に電源スイッチが「入」になると、モーターが急に作動し、けがをしたりゴミをまきちらしたりするおそれがあり
ますので、お手入れ中は電源スイッチに触れないでください。 

お手入れするときは、必ず本体をスタンドから取りはずしてください。 
不用意に本体がはずれ、けがをしたり、破損したりする原因になります。 注意 

本体をしっかりと持ち、ダストケース取りはずしボ
タンを押して、ダストケースを取りはずします。 1

ダストケースからフィルターユニットを取りはず
します。 2

フィルターを、アダプターとの間にすきまができ
ないように注意しながら、フィルターフック全周
に被せるようにして取り付けます。 

フィルターを取り付けたら、フィルターの袋側の隅
を、内側に折り込みます。 

ダストケースを本体に取り付けます。 

4

6

ダストケースにフィルターユニットを取り付けます。 5

フィルターのお手入れ 

フィルター部分を図のように取りはずし、付着したゴ
ミなどを取り除きます。 3

フィルターにゴミが付着したまま使用すると吸引力が弱くなり、モーター故障の原因になります。定期的にお手入れし
てください。 

特に砂や粉末はフィルターの目詰まりをおこすおそれがあります。このようなものを吸い込んだときは、すぐにフィル
ターを水洗いしてください。 

フィルターをはずしたまま使用しないでください。 
フィルターを取り付けずに使用すると、モーターなど内部にゴミが入り、故障の原因になります。 警告 

フィルターの汚れが気になるときや吸引力が弱くなったときは 
●フィルターを水洗いしてください。 
●フィルターは水で軽く押し洗い、水をよく切ってかげ干しして、よく乾燥させてください。 
●フィルターを揉み洗いすると破損する場合があります。 

・シンナー、ベンジン、ミガキ粉などを使用しないでください。（ひび割れや変色の原因になります） 
・ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。（変形や変色の原因になります） 
・フィルターを水洗いしたときは、よく乾燥させてから使用してください。（濡れたまま使用するとモー
ターに負荷がかかり、故障の原因になります。） 

お願いお願い お願い 

フィルター 
フック 

アダプターとの間
にすきまがないか
確認します。 

アダプター 

フィルター 
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お手入れと保管 

お願い お願い 

やわらかい布に水または水でうすめた中性洗剤を少量ふくませてふき、最後にからぶきしてください。 

本体やノズルにゴミがついたり、つまったりした場合は取り除いてください。 

・本体の丸洗いはしないでください。 
・シンナー、ベンジン、ミガキ粉などを使用しないでください。変質・変色の原因になります。 

お願い お願い 
・フロアノズルの丸洗いはしないでください。 
・シンナー、ベンジン、ミガキ粉などを使用しないでください。変質・変色の原因になります。 

本体・スタンドのお手入れ 

ダストケースが汚れたときにお手入れしてください。 

本体をしっかりと持ち、ダストケース取りはずしボタンを押して、ダストケースを取りはずします。 1
ダストケースからフィルターユニットを取りはずし、中のゴミを捨て、ダストケースに付着したゴミやほこりをや
わらかい布などで拭き取ります。 2

スタンドから本体を取りはずします。 1 はさみなどを使用して、回転ブラシに巻きついたゴミ
を取り除きます。 2

ダストケースにフィルターユニットを取り付けます。 4
ダストケースを本体に取り付けます。 5

ダストケースのお手入れ 

回転ブラシのお手入れ 

ダストケースの汚れが気になるときは、水洗いします。 
水洗いしたあとは、必ず十分に乾燥させてください。 3

回転ブラシをお手入れするときは、必ずスタンドから本体を取りはずしてください。 
回転ブラシのお手入れ中に回転ブラシが作動すると、けがや故障の原因になります。 注意 

フロアノズルをスタンドから取りはずすことはできません。 

本体取りはずしボタン 

スタンド 

本体 

回転ブラシ 

フロアノズル 
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お手入れと保管 

充電用アダプターをコンセントから抜き、電源コードを軽く束ねます。 

立てて保管するときは、スタンドを垂直に起こしてフロアノズルを固定し、倒れないよう壁際に置いて保管してください。 

保管のしかた 

お願いお願い お願い 
・立てて保管するときは、必ずスタンドを垂直に起こしてフロアノズルを固定してください。フロアノズル
が固定されていないと、スタンドが倒れて、けがをしたり床などを傷つける原因になります。 

スティックハンドルの取りはずしかた 
スティックハンドルをスタンドから取りはずすときは、
スティックハンドル伸縮ボタンと、スタンド背面にある
スティックハンドル取りはずしボタンを同時に押しなが
ら、スティックハンドルを引き抜きます。 

立てて保管するときは、図のように壁際などへ置き、倒れないよう注意する。 
不用意に倒れると、けがや破損の原因になります。 注意 

本体側面 

スティックハンドル伸縮ボタンとス
ティックハンドル取りはずしボタン
を、同時に押しながら引き抜きます。 

スティックハンドル 
取りはずしボタン 

スティックハンドル 
伸縮ボタン 

① 

① 

② 
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消耗部品・交換部品について 
フィルターは消耗部品です。お手入れしても汚れが取れなくなった場合は、下記品番のフィルターを交換してください。 

消耗部品/交換部品のお求めは、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。（→16ページ参照） 

バッテリーについて 

消耗部品 

 

交換部品 

フィルター 

アダプター（フィルター用） 

ダストケース 

すきまノズル 

充電用アダプター 

EX-641-00 

EX-642-00 

EX-649-00 

EX-650-00 

EX-651-00

品　番 種　別 名　称 

ニカドバッテリーの性能を十分に発揮させるために、次のことを守ってください。 
（1） 3ケ月以上使用しなかった場合やニカドバッテリーが完全放電する前に充電すると、次に充電しても使用時間

が短くなることがあります。 

 [ニカドバッテリーの不活性化（充電反応の鈍化）やメモリー効果によるものです]

（2） 初めてお使いのときもニカドバッテリーの不活性化があります。満充電しても使用時間が短い場合は、上記の
ニカドバッテリーを復活させる方法にしたがって充電してください。正常に戻ります。 

（3） 周囲温度が5～35℃以内で充電してください。 

不活性化やメモリー効果を起こしたニカドバッテリーを復活させる方法 

ニカドバッテリーは消耗品です。寿命を過ぎている場合は復活致しません。 

掃除機が止まるまで使い切って、満充電（約7時間）まで充電する。 

同様の操作にて充放電を2、3回繰り返す。 

ニカドバッテリーの寿命により交換する場合 
内蔵のニカドバッテリーは、約300回の充放電が可能です。 
内蔵のニカドバッテリーが寿命により、充電できない、充電しても使用時間が短いなどの場合には、当社
のサービスセンターへご相談ください。 
ニカドバッテリーは消耗品ですので、有料にて交換対応を致します。ニカドバッテリー交換をご要望の場
合にはニカドバッテリーを取り出さず、製品本体を当社サービスセンターへご送付ください。（→16ペー
ジ参照） 

お願いお願い お願い 
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修理サービスを依頼される前に 

製品の廃棄について 

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない 
火災、感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセンターにご相談
ください。 

警告 

このようなとき 
 
運転できない 
 
 
吸引力が弱い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ダストケースが閉まらない 
 
 
運転音が大きくなった 
 
 
 
 
 
運転音がおかしくなった 
 
本体がスタンドに取り付
けられない 
 
 
充電できない 

お調べいただくこと 

 
充電されていますか？ 
 
 
ダストケースのゴミが一杯になっていませんか？ 
 
 
吸引口やノズルにゴミがつまっていませんか？ 
 
 
フィルターの汚れがひどくありませんか？ 
 
 
ニカドバッテリーが消耗していませんか？ 
 
 
フィルターは正しくセットされていますか？ 
 
 
フィルターの汚れがひどくないですか？ 
 

吸引口またはノズルに大きなゴミがつまっていま
せんか？ 
 
 
ニカドバッテリーが消耗していませんか？ 
 

すきまノズルが間違った向きで収納されていま
せんか？ 
 
電源スイッチが「入」または「ブラシ」になってい
ませんか？ 

なおしかた 

 
充電してください。 
 
 
ゴミを捨ててください。 
 
 
つまっているゴミを取り除いてください。 
 
 
フィルターをお手入れしてください。 
 
 
充電してください。 
 
 
フィルターを正しくセットしてください。 
 
 
フィルターをお手入れしてください。 
 
 
つまっているゴミを取り除いてください。 
 
 
充電してください。 
 

すきまノズルを正しい向きで収納してく
ださい。 
 
電源スイッチを「切」にしてください。 

参照ページ 

11ページ 

12ページ 

10ページ 

7ページ 

9ページ 

12ページ 

7ページ 

7ページ 

8ページ 

11ページ 

11ページ 

故障かな？と思ったときは 
修理サービスを依頼される前に次の点をお調べください。 

修理サービスを依頼される場合は「保証とアフターサービス」（→16ページ）をご覧ください。 

この製品には、リサイクル可能なニカドバッテリーを使用しております。ニカドバッテリーはリサイクル可能な貴重な資
源です。ご使用にならなくなった本製品を廃棄する場合は、分解しないで本体ごと下記の弊社サービスセンター『電
池リサイクル係』に着払いでお送りください。 

ご使用にならない充電式バッテリーは希少資源の有効活用のため、リサイクルにご協力
ください。 
リサイクルはゴミを減らし環境を守ることにもつながります。 

八潮サービスセンター『電池リサイクル係』 
〒340-0801　埼玉県八潮市八條1477（名鉄運輸　八潮営業所内） 

TEL.048-933-3388

充電式ニカド電池は 
リサイクルへ 
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品 番  

電 源  

 

電 池  

充 電 時 間  

付 属 品  

集 塵 容 積  

HA-3043 

入力：AC100V 50-60Hz 

出力：DC15V 200mA 

ニカドバッテリー DC 9.6V 

約7時間 

充電用アダプター 

約250mL

スティッククリーナー：約15分（満充電時） 

〔回転ブラシ使用時：約10分（満充電時）〕 

ハンディークリーナー：約15分（満充電時） 

幅265×奥行180×高さ760/1000mm 

約2.9kg（付属品含む） 

本体：約1.1Kg 

約1.8m

連続使用時間 

 

 

外 形 寸 法  

質 量  

 

充電用アダプターコードの長さ 

愛情点検  

この製品についてのご質問は 
八潮サービスセンター 

1 3

2

この製品には保証書がついています。 
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容を
よくお読みのうえ大切に保管してください。 

保証期間はお買い上げの日から1年間です。 
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みくだ
さい。 

保証期間後の修理は・・・ 
販売店または当社サービスセンターにご相談ください。 修理によって機
能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ただし、補修
用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後６年です。 
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品
です。 

長年ご使用のクリーナーの点検を!

このような症状はありませんか？ 

●電源を入れても、ときどき運転しないことがある。 
●コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。 
●本体が変形したり、異常に熱い。 
●こげくさい臭いがする。 
●その他の異常、故障がある。 

このような症状のときは、
事故防止のため、すぐさま
ご使用を止めていただき、
必ず販売店または当社サー
ビスセンターに点検をご相
談ください。 

本　　社： 〒１１１-００４３　東京都台東区駒形2丁目5番4号 ＴＥＬ.（03)5806-3507(ダイヤルイン） 
大阪支店： 〒５５０-０００２ 大阪市西区江戸堀1-8-14 肥後橋SKビル4階 TEL.（06）6444-2122（代） 

〒340-0801　埼玉県八潮市八條1477（名鉄運輸　八潮営業所内） 
TEL.048-933-3388 / FAX.048-933-3372 

営業日　月曜～金曜（但し、祝日は除きます。） 
お電話受付時間　9：30～17：00

仕様 

保証とアフターサービス 


