
「ツインローラー掃除機」
取扱説明書

初期不良以外は基本的に交換はいたしかねますのでご了承ください。
受注生産品のため、到着日から7日までに故障・破損した場合は在庫
限りの修理・交換となります。

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ず本書を最後までお読み頂き、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。
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注意事項
●平らなところで使用してください。
●本製品を分解・改造しないでください。
●製品は電気で動作しております。万が一、煙が出たり、異臭がしたりした場合は、本製品の電源を
切り使用中止し、お買い上げの販売店または弊社のアフターサービスまでご連絡ください。
●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
●本製品の上に重い物を置かないでください。
●本製品のお手入れをする場合には、柔らかい布で拭いてください。
●濡れた手で本製品の操作や、USB ケーブルの抜き差しはしないでください。
●内部に水が入った場合は、すみやかに USBケーブルを抜いて使用を中止してください。
●本製品付近での可燃性スプレーの使用は避けてください。
●本製品を高温、多湿の場所で使用しないでください。
●小さなお子様の手の届くところに設置や保管はしないでください。

製品仕様
製品名：ツインローラー掃除機
製品重量
・本体：915ｇ
・ツインローラー：1012ｇ
・2in1ブラシ：43ｇ
材質：ABS / PC（本体）
タンク容量：0.3L
騒音：≦78B 
稼働時間：通常約20分 、ハイパワー約10分 
吸引力：通常7000Pa、ハイパワー13000Pa
サイズ：235x158x1140mm

充電電圧：5V 
充電電流：1A / 2A / 3A
固定出力：130W
固定電圧：14.4V
バッテリー容量：2500mAh
充電時間
・5V/1A：約8.5時間
・5V/2A：約4.5時間
・5V/3A：約3.0時間



各部説明
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持ち手

ハンドル

ブラシレスモーター

ダストカップ

ノズル

２in1ブラシ

Type-C充電ケーブル

スタンド

お手入れ用ブラシ

ツインローラー
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本体取付方法
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図1-1 図1-2

図１ー1：ノズルがロックされるまで、矢印の方向にそって本体に挿入する。
図１ー2：ヘッドがロックされるまで、矢印の方向にそってノズルに挿入する。



　地面から約85cmの高さの壁に、直径6mm
（穴間隔89.5mm）の穴を2つ開け、拡張パイ
プを挿入し、4mmのネジを留める（2mm程の
隙を残す）。スタンドの穴にネジを引っ掛け、取
付完了。

スタンド壁掛け用穴

　ウォールステッカーをはがし、表面のフィル
ムをはがし、片面をスタンドの裏側に貼り付け
、もう片面を壁に貼り付けます（スタンド取り
付け位置は地面から85cmの高さです）。

スタンド設置方法

使用説明

方法１6mm

電源・モード切り替え　　　

ゴミが詰まると

　
赤色に点灯　

　

インジケーターライト

ダストボックスが満タンになると点灯

ウォールステッカー

方法2
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1.充電する前に、ケーブルが本体とアダプタにしっか
りと接続されていることを確認してください。
2.充電中は、リングライトが白く点滅します。
3.完全に充電されると、点滅が終わります。

充電時間：
　　1A充電時間：<8.5時間
　　2A充電時間：<4.5時間
　　3A充電時間：<3時間

1.電源ボタン：電源ボタンを長押しでオンにします。もう一度押すとハイパワーに切り替わります。
再度長押しするとオフになります。
 
2.充電ランプ：電力が20％未満の場合、リングライトは赤色に点灯します。充電中は、リングライト
が白く点滅します。バッテリーが完全に充電されると、白で点灯します。

3.ハンドルには、ゴミ詰まりやダストボックスが満タンになったことを知らせるインジケーターライ
トがあります。（ｐ4参照）

充電方法
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1.電源ボタンを長押ししてオンにします。デフォルトは
　標準モードで、もう一度押すとハイパワーに切り替
　えることができます。
2.ハンドルを持ち、ヘッドを前後にスライドして掃除機
　をかけ、床を掃除します。シーンに応じて、2in1ブラ
　シに付け替えることもできます。
3.もう一度長押しすると、動作が停止し清掃終了
　します。

掃除機操作

1.付属品は収納スタンドに入れて保管することが
　できます。 

 2.2in1ブラシを、図に示されている方向に従って、
　スタンドに少しきつく感じるまで垂直に挿入しま
　す。
 
3.図が示す方向に従って、お手入れ用ブラシをスタ
　ンドに収納することがきます。

部品収納
お手入れ用ブラシ

2in1ブラシ

スタンド
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ダストボックスの取り外し

1.内部の清掃やメンテナンスをする前に、必ずケーブルを抜いて電源を切ってください。
2.吸引力が落ちる原因になるので、定期的にダストボックスを清掃することをおすす 
   めします。
3.ゴミ箱の上でダストボックスを清掃することをおすすめします。
4.清掃中にバッテリーが濡れないように注意してください。

  1.ノズルのボタンを押しながら、矢印の方向に
　　引っ張り取り外す。

 2.           が            マークに合うように回し、
　　ロックを解除する。

メンテナンス
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 3.ダストボックスを外す。

 4.矢印の方向にフィルターを取り出し、ゴミを
　捨てる。

  5.ゴミを捨てた後、フィルターは丸ごと水洗
いすることができます。　
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ツインローラーブラシのお手入れ方法

  1.ロックを外し、フタを開け、ブラシを    
　取り出してお手入れすることができま
　す。

2.お手入れ終了後は差し込み直してしっかりと
   ロックしてください。
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製品を使用する前にこのマニュアルを一読し、大切に保管してください。

1.強い衝撃を与えないように注意して取り扱ってください。
2.火気やその他の高温となる環境に掃除機を置かないでください。
3.極寒・猛暑など悪条件の下で掃除機を使用および保管しないでください。0℃～35℃の室内での使用
をおすすめします。
4.適温で湿度の低い場所に保管してください。
5.長期間使用しない場合は、バッテリーの劣化を防ぐため１か月に1回程度充電することをおすすめしま

1取扱説明書の指示に従って操作してください。無理な使用は製品が故障したり、怪我をする恐れがあり
ます。
2.充電する前に、アダプターや充電ケーブルが破損していないかどうかを確認してください。
3.長期保管後は、完全に充電してからご使用ください。
4.掃除機を初めて使用するとき、またはフィルターを交換するときは、フィルターが所定の位置に取り付け
られていることを確認してからご使用ください。

安全に関する注意事項

長時間放置する場合

使用前

1.この製品は一般的な家庭を想定した屋内環境で使用します。工場などの産業環境では使用しないでく
　ださい。 
2.小さなお子さまに本製品を使用または操作させないでください。
3.充電コードのプラグに触れたり、濡れた手で製品を使用したりしないでください。
4.火気の近くで掃除機を使用しないでください。
5.可燃性のある液体、塩素漂白剤、アンモニア、水などの液体や、燃えているも（消火されていないたばこの
吸い殻、マッチなど）を吸引しないでください。
6. 硬いものや鋭利なもの（装飾廃棄物、ガラス、鉄の釘など）を吸引しないでください。
7.セメント、石膏粉末、壁粉末などの小さな粒子など産業廃棄物は吸引しないでください。
8.掃除機が作動しているときは、人やペットの手足などを回転位置に近づけないでください。
9.長時間使用しないでください。
10.吸引口と空気出口を塞がないでください。
11ダストカップおよびフィルターが取り付けられていないときは掃除機を使用しないでください。
12.破損を防ぐため、椅子やテーブルなどの高くて不安定な場所に掃除機を置かないでください。
13.使用中にモーターに異音が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
14.正常に動作しない場合は、弊社のアフターサービスまでご連絡し、無断で分解しないでください。

使用中
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故障分析＆解決策
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動作しない

現象 考えられる原因 解決策

吸引力が弱く
なった

バッテリーの電力が不
足している 充電してから再度稼働させてください。

時間をおいてから稼働させてください。

アフターサービスまでご連絡ください。

本体が熱くなっている

モーターもしくはバッ
テリーが損傷している

ダストカップがいっぱい ゴミを捨ててください。

取り除いてください。

お手入れし、完全に乾かしてからご使用ください。

吸引口が異物で塞がっ
ている

フィルターが詰まって
いる

音が大きい

ダストカップがいっぱい ゴミを捨ててください。

取り除いてください。エアダクトが異物で塞
がっている

ローラーが
回らない

ホコリや髪の毛が絡まっ
ている 取り除いてください。

アフターサービスに連絡してください。電力が供給されていな
い

充電出来ない

インジケータ
ーランプが点
灯しないある
いは点滅し
ない

ケーブルの差し込みが
あまい

ケーブルとアダプタ、本体をしっかりと繋げる。

部品を交換してください。

充電コードと電源アダプターがしっかりと接続され
ているか確認してください。 

時間をおいてから充電してください。

アダプタの差しこっみが
あまい

いずれかの部品が壊れ
ている

充電されていない

バッテリーの温度が高
い
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よくある質問
Q.ローラーブラシは取り外しができますか。
A.取り外し可能です。お手入れの際は、取り外してゴミを取り除いてください。

Q.フィルターの継続販売はしますか。
A.はい。3年間の継続販売を予定しております。ご不安な方は、ストックとして多めにご
注文いただけますよう、よろしくお願いします。

Q.充電しているのに動きません。故障ですか。
A.安全のため、充電器をさした状態では稼働しない仕様となっております。十分に充
電してからコードレスでご使用ください。

Q.何度押してもモードが変わりません。故障ですか。
A.バッテリー残量が少なくなると、ハイパワーモードに切り替わりません。充電してか
ら再度お試しください。※閲覧の環境により実際の商品の色合いと異なって見える場
合があります。

Q.スムーズにヘッドが回らないことがあります。故障ですか。
A.毛の長いラグや絨毯の上では、スムーズにヘッドが回転しないことがございます。
ご了承ください。

※解決できない場合は直ちに使用を停止し、ケーブルを抜き、アフターサービスにご連絡ください。

充電しても
動作時間が短い

室温が低すぎるまたは
高すぎる 5-35℃の直射日光をさけて、充電してください。

5-35℃の直射日光をさけて、充電してください。

本体の変換が必要となります。バッテリーの寿命が
近い

充電しても
バッテリーランプ
が消える

室温使用時間などによ
り、充電時間が長くなる
場合がある。 ご使用のアダプターのアンペア数をご確認ください。

その充電時間を大幅に超えるときはアフターサービ
スに連絡してください。

現象 考えられる原因 解決策
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次の場合、保証期間内であっても有償または保証対象外となります。
●保証書の紛失、またはレシートや購入履歴が不明または書き替えがあった場合
●製品の改造、分解などがされている場合
●使用方法の誤りや不注意などお客様理由が原因による破損・故障の場合
●故障の原因がお客様による輸送・移動中の落下等の衝撃による破損・故障の場合
●水没(水への落下・水濡れ事故など)による故障
●一般家庭用以外に使用された場合の破損・故障
●天災（地震・風水害・落雷・その他天変地異や異常電圧、指定以外の使用電源（電
圧・周波数）などによる破損・故障
●消耗品、本体以外の付属品の消耗
●摩耗や劣化などによる寿命のある部品の交換
●通常使用の範疇を越える状況下での故障

本製品の保証範囲は日本国内に限り有効です。

保証について
初期不良（お届けより7日以内）は不具合状態を確認した上で、交換対応をいた
します。

お問い合わせの前に
下記項目のご準備をお願いいたします。
・購入者氏名:
・購入店舗名:
・購入店注文番号:
・購入日:
・製品名:

1.いつから
2.どんなときに（何をしたときに）
3.どんな症状か
4.発生頻度
5.症状の再現の有無（動画撮影のご協力をいただく場合がございます）
6.症状が出る前に行ったこと

不具合についてはわかる範囲で構いませんので、可能な限り詳しくお伝え下さい
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ツインローラー掃除機保証書

お　

客　

様

お名前

ご住所

電話番号

お届け

〒

年　　　月　　　日

保証期間：お届けより6か月

テイクワンテクノロジー株式会社
〒060-0001 北海道札幌市中
央区北1条西7丁目1-15あおい
ビル

お問い合わせLINE：
＠547dyshh
お問い合わせメール：
customer@take1tech.com

take1collection

@take1collection@take1tech

@take1tech

テイクワンテクノロジー

お得情報や最新情報はSNSがおすすめです！


