
高圧洗浄機 W1200

MADE IN CHINA

ご使用前にこの説明書をお読みください。

洗浄機の使用には適切な耳の保護が必要です。

洗浄機をご利用の際は安全眼鏡を着用してください。

警告標識：機器は飲用水の水道本管と連続してはいけません。
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はじめにお読みください
組み立て前の部品一覧

アクセサリー 

※ 本機をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認
ください。

※ 仕様変更により製品の形状と図 が一致しない場合がございます。

ハンドル

高圧ホースホルダー

トリガーガンホルダー

吐出口

スイッチ

電源コード

洗浄剤タンク

給水口

ノズル

バリアブルランス

トリガーガン

高圧ホース

水道ホース

フィルター

カップリング x2

蛇口インターフェース

ねじ x2

スチール針
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高圧洗浄機とは？

電源でモーターを回し、ポンプを使って通常の水道圧力の約 40 倍で水を
噴射し、汚れを落とす清掃機器です。

水の圧力は水道の約 40 倍ですが、同じ時間普通に水道を使った場合と比
べ、使う水の量は水道の 3 分の 1 から 4 分の 1 と、少ない水量でお掃除
する事ができます。

ノズルは水圧が均一なので、ムラなくキレイに短時間で汚れを落とすこと
ができます。

この機器は自動車、床、部屋などを掃除するために使用できます。

仕様一覧
品番

電源

消費電力

常用吐出圧力

最大許容圧力

常用吐出水量

最大吐出水量

給水温度

電源コード長さ

防水性能

騒音音圧

601-446.0（50Hz)/601-447.0（60Hz)

100 V 50 Hz/60 Hz

1200 W

6 MPa

9MPa

300 L/h

360 L/h

<40℃

5 m

IPX5

90 dB
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洗浄方法と注意点

洗浄する対象物から 20 ～ 30cm 程度、ノズルを離して高圧水を噴射しま
す。ノズルは一定の箇所に向けず、必ず上下または左右に動かしながら使
用してください

網戸・ガラスの洗浄方法

網戸・ガラスは、圧力を調整しながら洗浄するとキレイになります。バリ
オスプレーランスは、手元で簡単に圧力調整ができます。

車・バイクの洗浄方法

車全体に高圧水を当て、車に付着している小さな砂やほこりを落とします
。車の上部から始め、下部に向かって流します。

ブロック塀・コンクリート地のコケ等の洗浄方法

ブロック塀・コンクリート地を洗浄する時は、サイクロンジェットノズル
が便利です。広角ノズル使用時に比べて威力がありますので、必ず一度目
立たない所で試してから使用してください。

電気ダイアグラム

100 V 50 Hz/60 Hz

Inductance

Inductance

MICRO SWITCH

Main SWITCH

Brush MOTORC MOT.1~L

N

1 2

3 4



両端にホルダを付けます。本体にハンドルをしっかり差し込みます。抜け
ないように、ねじを締めてください。

組み立て方
① トリガーガンホルダーと高圧ホースホルダーの接続方法
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高圧ホースの向きを確認して先端をトリガーガンにしっかりと押し込み、
留め具をカチッと音が鳴るまではめ込んでください。

高圧ホースの本体側を本体に、ねじ込んで接続します。

② トリガーガンと高圧ホースの接続方法

③ 本体と高圧ホースの接続方法



水道ホースをカップリング-底部弁に通します。

水道ホースをカップリング-本体の差し込み口に挿入し、最後にカップリン
グ-底部弁とカップリング-本体を締めます。

蛇口のインターフェイスを蛇口に取り付けて、ネジで緩く調節します。

組み立てられたカップリングを蛇口インターフェースに挿入して固定しま
す。

取り外し方法：カップリングを押しながら下に引くと固定が解除され、カ
ップリングと蛇口インターフェースが分離されます。
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蛇口インターフェース

カップリング-本体

カップリング-底部弁

④ 蛇口と水道ホースの接続方法



6

フィルター を本体の給水口に接続します。

1、洗浄剤タンクに洗浄剤を入れる

     洗浄剤タンクのキャップを外し洗浄剤をタンクに入れてください。

2、洗浄剤タンクのキャップを閉める

     洗浄剤タンクをトリガーガンに入れて押し、時計回りに回して固定しま
す。

3、バリオスプレーランスを低圧モードにする

⑤ 本体と水道ホースの接続方法

⑥ 洗浄剤を使用する
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     低圧モード以外では洗浄剤は出ません。

     洗浄剤タンクの洗浄剤は、バリオスプレーランスの低圧モードを
使用する事で、自動的に吸引して塗布することができます。

4、トリガーガンのスイッチを押して、使用を開始します。

5、使用し終わったら、洗浄剤タンクのソケットを押した後、反時計  
回りに回転させて取り出します。
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① 水道栓を開ける

     接続が確認出来たら、水道栓を開けてください。

     接続部位より水漏れがないか確認してください

② 電源プラグをコンセントに差し込み 

③ スイッチを入れる

使い方

⑦ ため水を利用する場合

⑧ 透明フィルターメンテナンス

自吸用ホースとフィルターを本体の給水口に接続します。ホースの一端を

バケツの中に入れて水に浸す。トリガーガンからバリオスプレーランスを

外し、本体の電源を入れ、トリガーガンのスイッチを押してバケットから

水を抜き取るようにします。トリガーガンから水が安定して流出できるよ

うになったら、トリガーガンスイッチを解除し、バリオスプレーランスを

取り付けます。噴射し始めたばかりの高圧水柱は不安定であり、一定期間

（通常は数十秒）後に安定になります。自給モードを使用する場合、操作

は面倒であり、使用シーンは主に蛇口のない場所ですが、蛇口がある場合

は蛇口の給水がより便利であることをお勧めします。

本体給水口に取り付けられているフィルターの清掃は、作業終了時に毎回

必ず行ってください。フィルターが詰まると故障の原因になります。フィ

ルター清掃時は必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。思わ

ぬ事故やケガの原因になります。
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本機器はメーカーからの提供や推奨された洗剤の使用に合わせて設計され
ており、他の洗剤や化学品の使用は本機の安全性に悪影響を及ぼす可能性
があります。

防護服を着ていない限り、人のいる範囲では使用しないでください。

爆発の危険があるので、燃えやすい液体を吹きかけないでください。

一般的な安全規則

     スイッチを OFF→　ONに回してください

④ トリガーガンの安全ロックを解除する

     ガンにある安全装置をONにして、使用できます。

⑤ トリガーガンの水圧が安定するまで水を出す

     水道栓の場合

     約 15 秒～ 30 秒間レバーを握るとホースの中から空気が抜けま す。水
が安定して出るようになれば準備完了です。

     ため水の場合

     2 分以内に水が勢いよく出ない場合はやり直してください。

⑥ 水の噴射角度調整

     ガンの先端部分を回すと、水の噴射角度を調整できます。

警告:

人、動物、高電圧ネットにジェットを向けないでください。備品を交換す
る前に、必ず電気と電源の接続を切ってください。

使用者は本機器を使用する前に防護服を着用してください。 

機器を使用した後は、機器とホースが乾燥していることを確認してくださ
い。
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児童や訓練を受けていない人は高圧洗浄機を使用してはいけません。 

逆流防止装置を流れる水は飲用不可とされています。

クリーニング中やメンテナンス中、部品の交換や機器の機能への変換時に
プラグをコンセントから外してください。

十分ではない延長コードのご使用は危険です。

どの排気ガスも吸気口付近にないようにしてください。

マニュアルを読んでいない場合には、本機器の使用はご遠慮ください。 

電源接続は認定者によって行われ、iec 60364-1に準拠している必要があ
ります。このデバイス電源には配線用遮断器を含むべきで、もし地上から
のリーク電流が30 mAを超え、30 msに達すると、その配線用遮断器は電
源を遮断するか、或いは接地回路が正しいことを証明する部品です。

作業エリアを全員から遠ざけるようにしてください。

高圧ホース、継手、カップリングは、機器の安全性にとって非常に重要で
あり、メーカーから推奨されているホース、継手、カップリングのみを使
用できます。

 電源コードまたは電源コードの重要なパーツが破損している場合は、電源
コードを使用しないでください。例えば：安全装置、高圧ホース、トリガ
ーガン

延長コードを使用する場合、プラグとコンセントは水密構造でなければな
りません。

不適切な延長線は危険です。

高圧ジェットが誤用されると危険です。ジェットは人、現場電気設備ある
いは機器自身に向けてはいけません。

服や足の洗濯物を洗うためにジェットを自分や他の人に向けないでくださ
い。

ユーザーメンテナンスを行う前に、電源を切ってください。
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機器の安全を確保するためには、メーカーが提供しているものや製造者の
承認を受けた元の部品のみを使用することができます。

機器の運転中は、機器を無人状態にしないでください。

機器内での洗剤や化学品の使用はご遠慮ください。

事故が発生した場合（例えば、洗剤と接触する：大量の水で洗い流す）、
あるいは故障が発生した場合は、直ちに機器をオフにして、危険な状況が
発生することを防ぎます。

機器を移動してインストールするときは、設備を水平にインストールしな
ければなりません。

安全に使用するために、これらの説明をすべて読んで、操作前に機器をチ
ェックしてください。正式に使用する前に一度お試し頂くことをお勧めし
ます。

使用前に機器、ホース、プラグを検査しなければなりません。欠陥のある
部品はメーカーにお問合せ頂くか、専門家に修理を依頼してください。

ジェットを機器、コンセント、ワイヤー接続に直接向けないでください。

人や動物にジェットを向けないでください。

操作の前にホースの接続を検査し、漏水と欠陥のある部品は直ちに修理或
いは交換しなければなりません。

電気プラグまたは任意のコンセントに濡れた手で触れないでください。

ハンドルを使って機器を動かしてください。電源コードをドラッグして移
動することは禁止されています。

プラグを抜くときは、コードではなくプラグを持ってください。

追加の安全指示



12

ゴム絶縁ハウジングまたは保護ハウジング付きの電源ケーブルのみ使用で
きます。プラグとホースを乾燥したところに置いてください。

最大作動圧力を防ぐために、出口ホースは少なくとも3メートルの長さで
なければなりません。

燃焼しやすい環境で洗浄機を使用するのはご遠慮ください。

トリガーガンをオンにするときは、スプレーアセンブリの反力と突然のト
ルクに注意してください。引き金を引く前に、必ず両手でしっかりとガン
を握ってください。

高圧ホースはしっかり締めてからスイッチを押してください。

防護服、手袋、安全眼鏡を着用してください。裸足またはサンダルでのご
使用は固く禁じられています。

操作により、水ジェットやホースから手を離してください。

反射の水も危険なことがありますので、ご注意ください。

火元や加熱装置に水を引き込まないでください。熱い粒子とスチームは危
険です。

圧力洗浄機を燃えやすいものや有毒な液体、腐食性の洗剤、または危険な
製品と一緒に使用しないでください。

引き金を手で押さえるだけでいいです。トリガーをONの位置に詰まらせ
ないでください。

高圧ホースを解除する前に機器の電源を切り、システム内に圧力がなくな
るまで引金を押圧してください。

ホースを曲げたり、捻じたり、折り曲げたりしないでください。

製造業者から提供された元のスペアパーツのみ使用できます。

波動又は高水圧はホース中の欠陥やカルシウム集積を示す信号です。この
場合、すぐに機器の電源を切ってください。

水がない状態で洗浄機を使わないでください。故障の原因になります。



13

電源を入れる前に、給水の蛇口を完全に開けてください。ホースを曲げな
いように気をつけてください。

機器のホースや配管が冬に凍るときは使用しないでください。保管する前
に、水は機器から抽出しなければなりません。高圧洗浄機は乾燥、寒さを
防ぐ、安全な場所に保管してください。

汚いところで機器を使わないでください。

機器を平らな面に置いてください。

海水はこの機器には適していません。

この機器は長期の工業用には向いていません。

この機器は、安全を確保できる人が、器具の使用を監督したり指導できな
い限り、身体、感覚、能力が低い、または経験や知識が不足している人に
は使用させないでください。

本製品を使用させないように、お子様を監視してください。

安全弁の役割：ポンプの圧力がプリセットバルブを超えた場合、過剰な流
体をインレットシステムに戻します。

圧力スイッチ機能：ガンを切ったとき、圧力スイッチが作動し、電源を切
って保護操作を行います。



この機器を使用する前に
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電源の電圧をチェックしてください。

定格板に表示される電圧は電源電圧と一致しなければなりません。ゴム絶
縁ハウジング付き水密電源プラグとコードのみを使用できます。

十分ではない延長コードは危険です。

ホースをジェットガンに接続してください。

ノズルとジェットガンをつなぎ合わせてください。ロックがしっかりする
まで時計回りにノズルを回して、シールリングが壊れないようにしてくだ
さい。ジェットガンのすべての予備部品にはリングナットが取り付けられ
ています。ホースを機器に接続してください。シールリングが正しく取り
付けられているかどうかを確認してください。

給水システムに接続してください。

これらの機器は携帯型ホースを接続するのに適していません。

機器と給水システムを接続してください（これは水の容器であることがで
きる）。

流入圧力が 0.01MPa と0.3MPaの間に保たれていることを確保してくださ
い。

入口パイプは少なくとも５メートルです。パイプが破損している場合は、
配管を使用しないでください。

この機器を携帯型の水道本管に接続する場合は、汚水が飲用水に逆流する
のを防ぐために、水道管に逆流防止バルブを設置する必要があります。逆
流防止バルブはEN 60335-2-79 ANNEX AA規格を満たしている必要があ
ります。



ユーザーメンテナンスを行う前に、電源を切ってください。

蛇口を閉めて水を供給し、引き金を押して圧力を解放します。

定期的に潤滑油を使用して固定部品をメンテナンスしてください。

水圧が一致しない場合や過大な場合には、ホースに欠陥やノズル内カルシ
ウムの集積を示す信号が表示されます。

すぐに機器の電源を切ってください。

ホースと水入口フィルタはノズル洗浄機を使用して清掃してください。

欠陥のあるフィルターを交換してください。

機器が清潔であることを確保してください。必要に応じて部品を洗ってく
ださい。

それぞれの部品の操作の説明に従ってください。ガン、ホース、その他の
部品を接続するために挿入可能なリングナットが用いられています。別紙
の図をご参照ください。

リングナット接続のシールは破損させてはいけません。

ユーザーのメンテナンスと修理
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この機械は過熱保護装置を備えています。過熱状態になると自動的に電源
が切れます。この場合、洗浄機を閉じてプラグを抜いてください。過熱の
原因を解消できます。過熱状態が解消されたら、もう一度開けて良いです。

ご注意:

塗装や処分された表面の中には高圧洗浄機の損傷を受けやすいものです。
常に表面からの適切な距離を保ってください。

過熱保護
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洗浄タンクを回して泡のノズルに固定してください。

泡ノズルをジェットガンに接続してください。

機器を開けて、洗浄剤を１％の割合で入れてください。警告: メーカーが
提供する洗浄剤やアフターサービスのみを使用できます。

機器の安全を維持し、安全で乾燥した場所に保管してください。子供の手
の届かないところに機器を置いてください。

洗浄機を氷点以下の温度に保管しないでください。

機器が故障した場合は、ただちに電源を切ってください。
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問題と解決策
警告!

ユーザーメンテナンスを行う前には、必ず電源を切ってください。

メインケーブルが破損した場合は、危険を回避するために、製造業者、サ
ービス担当者、または同様の認定者によって交換する必要があります。

発生が予想される問題と解決策：

問題

この機器は
作動できな
い

1、電源がない
2、間違った電源
3、ポンプのロックリングがきつ

すぎる

1、アフターサービスに連絡する

出水不足で
作動圧力が
不均一

ポンプが漏
水する

モーターが
急に止まっ
た

1、フィルタがブロックされてい
る 

2、入口の接続が良くない、イン
レットパイプに空気がある

3、弁が閉鎖されている
4、出口ノズルが滑らかではない

1、フィルターを清掃してください
2、接続をチェックし、シールを締

め、ホースが詰まったり水に入
ったりしていないかをチェック
してください 

3、バルブをきれいにして再度取り
付けてください

4、アフターサービスに連絡する

毎分に3滴程度の水は許容範囲に
設定されているが、より多くの水
が漏れていると、シールが磨耗し
ている可能性がある

1. アフターサービスに連絡する

1、圧力制御が作動している
2、熱保護は、過熱を防ぐために

モータを閉じている可能性が
ある

1、出口ノズルが詰まっていないか
確認してください

　　ノズルを清潔してください
2、洗浄機を閉じて、数分間機器を

冷却する
3、アフターサービスに連絡する

予想される原因 解決策
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検査とメンテナンス

クロスアウトホイールホコリ廃棄処分

安全に使用するために、3ヶ月の清潔を確保してください。作動する前に
、フィルターとノズルをチェックして、不純物がないことを確認してくだ
さい。作動が終了した後、ポンプとホースに水がないことを確保してくだ
さい。

製品が保証期間中に修理が必要な場合は、製品を店に返却してください。
新品交換や修理サービスを得るために、購入証明書を提供する必要があり
ます。

包装する前に機器を洗うべきで、それから密閉包装を使用して、包装はし
っかりしなければなりません。機器を乾燥のところに保管してください。

安全に輸送するためには、機器はISTA基準に適合しなければなりません。

電気機器は未分別の都市ごみとして扱わず、独自の収集施設
を使用してください。

収集システムに関する情報は、現地政府に連絡してください。

電気製品がゴミ埋立地やゴミ捨て場に捨てられると、有害物

質が地下水にしみ込み、食物連鎖に入り、あなたの健康と福祉を損なう可
能性があります。

古い電気製品を新しい電気製品に交換する時、法律上に小売業者はあなた
の古い電気製品を回収する義務があります。少なくとも無料で処理します。
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お客様へ
いつもお世話になっております。

この度は、MOOSOOをご利用頂き誠にありがとうございました。

弊社の商品には12ヶ月間の製品保証がございます。その間、商品の不具合
やお困りのことがございましたら下記のアドレスにご連絡くださいませ。

商品にご満足頂けましたら、ぜひ商品レビューをお願い致します。万が一
、商品に不具合やご不満がございましたら、レビューをされる前に、
Amazonの注文番号を用意してアフターサービスまでご連絡頂けましたら
幸いです。迅速に対応させて頂きます。宜しくお願い致します。

使用上の不明点・部品交換・返品修理に関しまして、お気軽に下記のメー
ルまでにご連絡下さい。

返品修理・アフターサービス窓口：

MOOSOOカスタマーサポート：japan@imoosoo.com

LINE:moosoo
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本製品をご購入いただいたお客様へ

この度は大変お手数をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。わた

くしどもはなるべく早いうちに問題解決するよう努力いたします、どうか安心し

てしばらくお待ちしていただく存じます。

改めてご迷惑をおかけしまして、心よりお詫び申し上げます。

アフターサービスカード

会員名ID（必須）：

お名前（必須）：  

お電話（必須）：

ご住所（必須）：

交換                              返品                         “√”で選んでください（必須）

返品交換の商品（必須）

返品交換の原因商品名

備考：このカードをお書きして、商品と共にお送りください。

返品する住所：

ご不明な点などがございましたら、販売店にご連絡ください

指摘やアドバイス：




