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IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your vacuum cleaner, basic safety precautions should always be followed. Read all below 
instructions before using.

WARNING: to avoid the risk of fire, electric shock or injury:

1. Use the system only for its intended use.

2. To avoid a risk of electric shock, do not immerse any part of the appliance in water or other liquids.

3. Never yank the cord to unplug it from the socket, instead please grasp plug to unplug it from the 
socket.  

4. Do not allow cord to touch hot surfaces.

5. Do not operate the system with a damaged cord or plug, or if the appliance or any other part of the 
system has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble or 
attempt to repair the vacuum cleaner. Return the unit for examination and repair. Incorrect 
re-assembly or repair can cause a risk of electrical shock or injury to persons when the vacuum 
cleaner is used.

6. Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave the 
appliance unattended while it's plugged.

7. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from opening and moving parts.

8. Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where 
they may be present.

9. Do not pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, matches or hot ashes.

10. Pay extra attentions when cleaning on stairs in case of falling or tripping.

11. Do not use the vacuum without the dust cup filter installed in place.

12. This appliance is intended for household use only. Follow all user instructions in this manual.

13. Unplug the power cord when not in use and before servicing.

14. Use only as described in this manual. Use only manufacturer’s recommended accessories.

15. Do not pull cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or 
corners. 

16. Turn off the power switch before unplugging it from the socket.

17. Do not handle plug or vacuum with wet hands or operate without shoes.

18. Do not put any objects into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, 
hair and anything else that may reduce air flow.

19. Store your appliance indoors in a cool, dry area.
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GETTING TO KNOW YOUR VACUUM CLEANER

20. Do not immerse the vacuum in water or other liquids.

21. Keep end of hose, wands and openings away from your face & body.

22. Use the appliance on dry surfaces only.

23. Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Correct 
voltage is listed on rating label.

To reduce the risk of injury from moving parts-Unplug before maintenance.

To reduce the risk of injury of electric shock-Unplug before cleaning or maintenance.

To reduce the risk of electric shock-Do not use outdoors or on wet surfaces.

For Household Use Only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FURTHER REFERENCE

WARNING:

1. Extension tube handle          

2. Release cord hook 

3. Handle assembly              

4. Extension tube

5. The main body                

6. On/Off power switch

7. Dust cup lock     

8. Dust cup

9. Floor brush assembly           

10. Crevice tool

11. Air exhaust                  

12. On/Off power switch

13. Power cord               
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

Note: 

Always remove the power plug from the wall outlet before assembling or removing accessories 

Hold the hand vacuum and the extension tube, make the node (Fig.1) on the extension tube to be in 
line with the hole(Fig.2) on the vacuum cleaner then insert the tube into the hand vacuum hole.

Inserting the metal extension tube into the main body 

Model Number          ST600

Voltage                          120V

Power                          600W

Dust cup capability          0.5L

Suction Power          15Kpa
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Push the tube into the vacuum cleaner until you heard a "click" sound as the tube will be locked into 
place.(Fig. 3)

Pull the handle upwards to make sure the tube is locked into the hole(Fig.4)

Push the floor brush into the suction hole opening.

To detach the extension tube, press the release button on the side of vacuum cleaner and pull out(Fig. 5) 

Attaching the floor brush to the main body 
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RECOMMENDATIONS FOR ACCESSORY USAGE

WINDING & UNWINDING THE POWER CORD

Caution:

The suction opening must be o pen and free of any obstructions at all times. Otherwise, the 
motor will overheat and could get damaged.

Push the end of crevice tool back(Fig.6) and turn it 180 degree(Fig.7), then push the other end of 
crevice tool into the suction hole(Fig.8).

Crevice tool: for radiators, crevices, corners, base-boards and between cushions.

Floor brush: for all kinds of flooring, including carpeted and tiled floors.

This vacuum cleaner is equipped with a convenient cord storage feature.

• This unit also has a quick release cord hook.

• Wind power cord around the quick release cord hook and the cord winding hook.(Fig.9 & Fig.10).

• To unwind the power cord, simply twist the quick release cord hook to the left or right.

Using the crevice tool 
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POWER SWITCH 

USING THE APPLIANCE AS AN UPRIGHT VACUUM 

USING THE APPLIANCE AS A HANDHELD VACUUM 

• There are two On/Off power switch on the appliance. (Fig.11 & Fig.12)

• Push on the “I” side to turn the vacuum ON.

• Push on the “O” side to turn the vacuum OFF.

• Insert the extension tube into the hand vac.

• Choose the appropriate accessory (crevice tool or floor brush) and use it as suction opening on the 
hand vac.

• Press the “I” position on the On/Off power switch turn the unit on.

When finished using the unit, press the “O” position on the On/Off power switch to turn the unit off.

• When finished using the unit, wind the power cord around the cord winding hooks for easy storage.

• Disassemble the extension tube from the hand vac by releasing the handle port from the locking clip 
and removing the extension tube from the hand vac handle. 

• Note: You may choose to leave the crevice tool or floor brush attached to the hand vacuum when 
operating as such.

Press the “I” position on the On/Off power switch to turn the unit on. When finished using the unit, 
press the “O” position on the On/Off power switch to turn the unit off.
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CLEANING & CHANGING THE DUST CUP FILTER 

In order to achieve the best performance, empty the dust cup and clean the dust cup filter after each 
use.

1. To remove the dust cup, press down on the dust cup release button (Fig. 13) and separate the dust 
cup from the main body. (Fig. 14)

2. Pull out the dust cup filter assembly(Fig. 15), then twist the HEPA filter frame to take out HEPA 
filter(Fig.16).

3. Dump the dust from the dust cup.

4. Rinse the dust cup filter in cold water, and then let it air-dry for 24 hours before placing it back in the 
dust cup.

Changing and cleaning the dust cup filter 

07

13
14

15

16



TROUBLESHOOTING 

Note: 

It is recommended that the dust cup filter be cleaned every week(depending on usage) to ensure 
peak performance of the unit.

Important Note:  DO NOT use a washing machine to clean the dust cup filter. 
                                    Do NOT use a hair dryer to dry it. 
                                    AIR-DRY ONLY.

5. Install the dust cup filter carefully into the dust cup compartment. 

    NEVER operate the vacuum cleaner without the dust cup filter installed in place.

6. Attach the dust cup to the main body of the unit.

If you have a query about your APOSEN appliance, please contact the APOSEN customer service 
email: usa@iaposen.com

Problem POSSIBLE REASONS POSSIBLE SOLUTION 

Vacuum does not 
operate

Vacuum cleaner does 
not pick up dust or 
the suction power is 
weak

No electricity comes from the  
socket. The fuse and breaker 
malfunctions.

1. Check and replace the fuse or 
breaker. 

2. Change the socket for plugging in 
the appliance to try again.

1. Empty dust cup.

2. Remove dust filter and check for 
object(s) in air duct and remove. 
Clean or replace the HEPA filter.

3. Charge the appliance.

1. Dust cup is full.

2. Dust cup filter requires 
cleaning or replacement.

3. The appliance needs to be 
charged.

1. Dust cup is full.

2. Dust cup filter is not 
installed correctly.

3. There are puncture/hole in 
the dust cup filter.

1. Empty dust cup.

2. Review the dust cup filter 
installation instructions.

3. Replace dust cup filter.

Dust escaping from 
the suction hole of 
the vacuum cleaner
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安全上のご注意
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本製品をご使用になる前に、必ず本取扱説明書をお読みください。正しくご使用頂け
るように、下記の注意事項を是非お守り下さい。

警告：下記の注意事項を守らない場合には、火災や感電等不意の事故が発生する恐れがあります。

1. 本製品を本来の用途以外の使い方で使用しないで下さい。

2. 製品を水や液体等に浸らないで下さい。感電の原因となる恐れがあります。

3. 電源コンセントから電源プラグを引き抜く際には、電源コードを引っ張らなく、必ずプラグの先端を持
って引き抜いて下さい。

4. 電源コードを熱源や鋭利な物の近くに置かないで下さい。

5. 本体や付属品は破損した場合には、製品の使用を止めて下さい。ご購入頂いた販売店や修理専門店
にご連絡下さいようお願いします。ご自身で製品を分解や修理する場合には、感電や不意な事故が発
生する恐れがあります。

6. お子様が使用する場合には、必ず安全に配慮できる保護者の指示を受けて、ご使用下さい。保護者は
配慮を配らない際には、お子様の手が届かない所に製品を置いて下さい。

7. 製品の排気口や吸引口に髪の毛・指・身体を当てないようにご注意下さい。不意な事故が発生する恐
れがあります。

8. 製品の掃除区域内には、燃えやすい物や可燃性の液体等（例えば、ガス等）を置かないで下さい。

9. 火や煙が付いてる状態の物（例えば、タバコの吸殻、マッチ等）を吸い込まないで下さい。

10. 階段を掃除する際には、十分気をつけてご注意下さい。

11. 製品を使用前に、必ずフィルターを取り付けてから使用して下さい。

12. 本製品は家庭用の掃除機であり、業務用を意図したものではありませんので、使用目的にご注意下さ
い。

13. 無人状況で製品を電源入れて放置することしないようご注意下さい。製品をご使用しない場合には、  
  電源コンセントから電源プラグを引き抜いて、電源と接続しないで下さい。

14. 子供が本製品を玩具として扱わないようにご注意下さい。本製品で掃除する際には、ペット・植物・子   
 供が近くにいる時、十分気をつけてご注意下さい。

15. 本製品の取扱説明書に従い、正しくご使用下さい。又は、純正品の付属品のみご使用頂けます。

16. 電源を切断してから、製品の電源プラグをコンセントから引き抜いて下さい。

17. 濡れた手や靴を履いてない状態には、電源プラグや本体の取り扱いしないで下さい。

18. 製品の排気口に絡まりが付かないように、異物を置かないで下さい。（例えば、綿の繊維、髪の毛や他 
  の空気の循環を悪くする物）排気口が詰まった状態では、ご使用を止めて下さい。

19. 製品を直射日光に当たる場所や湿度が高い場所で保管しないで下さい。

20. 掃除区域内の光線が目を妨害しないようにして下さい。



各部の名称

·製品の性能を保つするために、お手入れする際には、必ず電源を切断して下さい。

·製品をお手入れやクリーンする際には、必ず電源を切断して下さい、感電や不意な事故が起こる恐
れがあります。

·屋外や濡れた場所に製品を使用しないで下さい。感電となる原因になります。.

警告：
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21.  ホースや延長パイプの吸引口側を顔・身体に当てないで下さい。

22.  乾燥な床面のみ製品をご使用下さい。

23.  本体を電源に接続する前に、銘板に示されているの定額電圧と家庭の主電源電圧が一致しているこ
とを必ずご確認ください。電圧が一致しないと製品が破損する、又は、不意な人身事故が起こる恐れが
あります。

家庭用の掃除機である。
取扱説明書を手元に保管するようお願いします。

１.ハンドル　　　　　　　                   

２．電源コードの収納ホック

3.手持ちの組み立て部品　　

４．延長パイプ

５．本体　　　　　　　　　

６．電源スイッチ

７．取り外しボタン　　　　　

８．ダストボックス

９．フロアーヘッドの部品　　

10.小さい吸引ヘッド

11．排気口　　　　　　　

12．電源スイッチ

13．電源コード



仕様

使い方
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ご注意：
本製品を取り付けるや取り外す前には、必ず電源プラグをコンセントから引き抜いて下さい。 

延長パイプを本体に取り付ける 

本体を持ち、延長パイプの下部にある凸み(Fig.1)を本体の穴(Fig.2)に合わせてから、延長パイプを本体に
差し込んで下さい。

1

2

型番

定額電圧

消費電力

集塵容積

吸引力

ST600

100V

600W

0.5L

15Kpa



12

「カッチャ」と音がすると、延長パイプが正しく取り付けられました。(Fig. 3)

延長パイプが正しく本体に取り付けられたかを確認するため、延長パイプを
上に引いて下さい。(Fig.4)

フロアーヘッドを本体に取り付ける
フロアーヘッドを本体の接続口に差し込みます。

本体にある取外しボタンを押すと、延長パイプが取り外せます。(Fig. 5)

3

4
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ご注意：
吸引口に異物が付いてるとファンモーターは過熱になり、破損する恐れがありますので、吸引口に異
物が絡まり付いてないかを必ず確認して下さい。

小さい吸引ヘッドは隙間、隅な所、ベースボードや座布団の下部に最適使用となります。

フロアーヘッドは様々な床面や絨毯に最適使用となります。

本製品は電源コードの収納ホックが付いておりますので、電源コードの取り扱いがと
ても便利です。
·電源コードを収納ホックに掛けたり解いたりすることが便利です。(Fig.9 & Fig.10)

·電源コードを収納ホックに掛ける際には、収納ホックを上に回します。

·電源コードを収納ホックに解く際には、収納ホックを下に回します。

小さい吸引ヘッドの使い方
小さい吸引ヘッドが本体に付着されており、取り外しボンタンを後方に推し進み(Fig.6)、180度に反転して
から(Fig.7)、本体の方向に軽く押し込みます。(Fig.8)

6

7

8

9
10

吸引ヘッドの使用場所

電源コードの収納
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· 製品には二つの電源スイッチが付いております。(Fig.11 & Fig.12)

· 「I」側に押すと、電源を入ります。

· 「O」側に押すと、電源を切ります。

· 延長パイプを本体に差し込みます。

· 適切な付属品を選んで頂き（小さい吸引ヘッドやフロアヘッド）、それを本体の吸引接続口に取り付けて
下さい。

· 電源スイッチを「I」側に押し、電源を入ります。

· 使用完了後には、電源スイッチを「O」側に押し、電源を切ります。そして、電源コードを収納ホックに掛けて
収納して下さい。

· 本体にある取り外しボタンを押し、延長パイプを取り外します。

· 手持ち掃除機として使う際には、使い場所によって、フロアーヘッドか小さい吸引ヘッドか、最適な吸引ヘ
ッドを選んで頂きます。

· 電源スイッチを「I」側に押し、電源を入ります。使用完了後には、電源スイッチを「O」側に押し、電源を切り
ます。そして、電源コードを収納ホックに掛けて収納して下さい。

11 12

電源スイッチ

立て掛け式掃除機として使う

手持ち掃除機として使う



1. 取り外しボタン(Fig. 13)を押し、ダストボックスを本体から取り外します。(Fig. 14)

2. フィルターをダストボックスから引き出し(Fig. 15)、HEPAフィルターをロック解除側に回してフィルター
から引き出せます(Fig. 16)。

3. フィルターのほこりやごみ等を捨てます。

4. フィルターを水で洗ってから乾燥させて下さい。乾燥したフィルターをダストボックスに取り付けます。

15

フィルターのお手入れや交換

13
14

15
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フィルターのお手入れや交換

本製品のより良い性能を維持するため、掃除後毎にフィルターのお手入れをすることをお勧めします。



APOSEN製品に関するご質問がある場合は、APOSENカスタマーサービスの電子メールにてご連絡下さい。
（aposenco@gmail.com)

5. フィルターを正しくダストボックスに取り付けてます。

　 フィルターを取り付けていない場合には、掃除機の使用が禁止されております。

6. ダストボックスを本体に取り付けます。

ご注意：
洗濯機でフィルターを洗わないよう、ドライヤーでフィルターを乾燥させないようご注意お願いし   
ます。フィルターを自然風のみ乾燥させて下さい。

異常問題 可能な原因 解決方法 
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ご注意：
製品のより良い性能を維持するために、一週間一回程（使用状況にもより）フィルターをお手入れ
するを勧めします。

FAQ

掃除機は運転しませ
ん

電源に接続していません。ある
いは、電源線路が破損しました。

1. 電源に接続しているかを確認しま
す。
2. 電源線路をチェックします。

1. ダストボックスのごみを捨てます。
2. フィルターを取り外し、中に異物
がないかを確認し、フィルターの
お手入れや交換をします。
2. 製品を充電します。

１．ダストボックスのごみを捨てま
す。
２．正しくダストボックスのフィル
ターを取り付けます。
３．ダストボックのフィルターを交
換します。

1. ダストボックスのごみがいっ
ぱいになりました。
2. ダストボックスのフィルターが
正しく取り付けられませんでし
た。
３． フィルターに穴があります。

1. ダストボックスのごみがいっ
ぱいになりました。
2. ダストボックのフィルターのお
手入れや交換する必要があり
ます。
３． 製品の電量残高が不足にな
り、充電する必要があります。

掃除機は埃等を吸引
しません、吸引力が弱
い

埃等が吸引口から出
る


