
コードレス掃除機V17

取  扱  説  明  書

(家庭用)

保証書付 （別紙）
このたび、JASHENコードレス掃除機をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
・この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
・お読みになったあとは、大切に保存してください。

Jashen家電品のお客様サポート

公式サイト：www.jashen-tech.jp
LINE：JashenCleaning
お問合せ先　メール：support-jp@jashen-tech.com

・家電品のお問い合わせ
・お知らせ
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本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意
」を必ずお読みください。お読みになったあとは保証書とともに大切に保管してください。ご使用方法
を誤りますと製品の故障、大きな事故につながりかねません。本製品は家庭用です。業務用や屋外
やお掃除以外の目的に使わないでください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、
次のように説明します。
※表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説
明しています。

警告
この表示の欄は「死亡また
は重傷などを負う可能性が
想定される」内容です。

注意
この表示の欄は「傷害を負
う可能性または物的損害の
みが発生する可能性が想
定される」内容です。

絵表示の例

してはいけないこと
（禁止） を示します。

しなければならないこと
(指示） を示します。

警告 注意
濡れた手で電源プラグや本製品を
触らない
感電の原因

水洗いや、風呂場などの濡れ
た表面では絶対に使用しない
感電の原因水ぬれ禁止

使用中に異常・故障が起こるとき、
すぐに使用を中止する
・感電
・モーターの温度が高すぎる
・異常な音がする
・臭いにおいがする
※JASHENカスタマーサポートへご
連絡ください。

引火性のあるものや火の気のあるも
ののそばで使用しない、吸わせない
・火の消えていないたばこの吸殻、
 マッチ、熱灰など
・ガソリン、アルコール、灯油、シンナー
・トナーなどの可燃物
  爆発・火災の原因

床ブラシ裏面の回転部と本体の排
気口に近づけない、巻き込まない
・髪、指、衣類など体の部位
・ホース、パイプ、ツール ・けがの原因
※特に小さい子供にご注意ください

次のような物を吸わせない
・水や液体などの湿ったもの
・ガラス、ピン、針、鉄釘などの尖ったもの
・石灰、セメント、木屑、石膏粉、炭粉などの細かい粉状のごみ
・溶剤、垢抜き剤などの危険もの
・酸性物質、洗浄剤などの化学物質

次のような方が使用する場合は、必ず本製品の安全な使い方を理解した保護者、
または介護者の補助のもとで使用する
・子供
・この掃除機の使用において、補助が必要な方
  火災・やけど・けが・感電などの原因　

絶対に分解したり修理・改造しない

分解禁止

感電・火災・けがの原因

※Jashenカスタマーサポートへご連絡ください。

専用のACアダプターと充電ベース
以外使用しない
バッテリーが漏液・発熱・故障の原因

傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆ
るんだコンセントは使用しない
感電・ショート・火災の原因
※JASHENカスタマーサポートへご
連絡ください。

水
油 火

使用完了した後、湿気がある場所
に放置しない
電気の寿命を短くする

掃除機をお手入れするとき、潤滑
剤、洗剤などを使用しない
故障、ひび割れ、
変色の原因
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カチッカチッ

カチッ

本体の組み立て
バッテリーの着脱

ご使用前に

ご使用前に

押す

各部の名前

バッテリー

本体

ダストカップ

金属パイプ

床ブラシ

隙間ノズル  多機能ブラシ

ねじ充電台

ACアダプター

矢印の方向に着脱してください。

標準付属品
隙間ノズル：カーテンや階段や窓のサッシには・・・

多機能ブラシ：机の上やソファーなどに・・・

掃除する場所に合わせて、
ノズルを使い分け！
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ご使用前に

ブラシの取り付け

充電台の取り付け

目安の高さ: 85-90cm

ご使用前に

本体の充電

充電方法2充電方法1

4hrs

充電中 充電完了

約4時間で満充電になります。
（※室温やバッテリー残量によっ
て変わります）

お 願 い
長時間使用しないときは、
ACアダプターをコンセントから
抜いてください。ただし、バッ
テリーを充電しないで放置す
ると、バッテリーの劣化につな
がります。バッテリーの劣化を
防ぐために2か月に一回は
ACアダプターを差して満充
電になるまで充電してくださ
い。

予備バッテリーの充電

初回のご使用時は
ゴム栓を外します。

充電台

※予備バッテリーのご購入はお買い上げのオンラインストアよりお買い求め頂けます。
バッテリーを矢印の向きに取り付けます。

充電台の拡大図
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お手入れする

4 53

1 2

ゴミの捨てかた

ダストカップのお手入れ

掃除機使用

LCDディスプレイ

MIN　POWER【弱】：運転音を抑えて静かにお掃除したいとき

AUTO　POWER【標準】：通常のお掃除

MAX　POWER【強】：強い吸込力でお掃除したいとき
                             ※強モードを使い続けるとバッテリーの消耗が激しくな        
                             ることがあります。

お 願 い
吸込力を持続させるために、お掃除が終わったらこまめにごみを捨てて、ダストカップ
のお手入れをしましょう。
※排気口が詰まると吸引力が弱くなったり、モーターが熱くなったりする可能性があり
ます。掃除機の耐用年数が短くなります。

お 願 い
フィルターを長持ちさせるために、水洗いした後、よく振って水を切り、陰干しして24
時間以上十分に乾かしてください。フィルターは6ヶ月に一回交換のをお勧めします。
専用のフィルターはお買い上げいただいたオンラインストアでお求めいただけます。

フィルターお手入れランプ：ダストカップのフィルターが詰まると「お手入れランプ」が
速く点滅して、ダストカップ、フィルターがお手入れ時期になっている事をお知らせ
します。

自動切替モード：ゴミ検知センサーで掃除面のゴミ量に合わせて、モードが自動
的に「強」と「弱」へ切り替えます。強モードになると表示ランプが点灯します。

バッテリー残量ランプ：バッテリー残量表示の目盛でバッテリー残量をお知らせし
ます。

●運転が途中で止まる　●吸引力が弱くなる。●本体が熱くなる
●運転音が変化したり、大きくなる。●細かい粉類を吸わせた。

お手入れの目安

1、ダストカップを本体から取り外す。
2、フィルターをダストカップから取り出す。
3、フィルター類を取り外す。
4、水洗いをする。
5、風通しがよい場所で十分にフィルター類を乾かす。
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各パーツ部品の名称

立体図

バッテリー

排気口

本体

ダストカップ

取り外しボタン

取り外しボタン

金属パイプ

取り外しボタン

ディスプレイ

充電口

充電台

隙間ノズルと
多機能ブラシ

電源スイッチ

モードスイッチ

取り外しボタン

床ブラシ
LEDライト

.......................

予備バッテリー(別売品)

充電口

取り外しボタン

お手入れする

ブラシのお手入れ

フィルターのご使用とお手入れについて：

1、取り外しボタンを矢印の方向に動かし、回転部を外します。
2、回転部に絡みついたゴミははさみで切り、ピンセットなどで取り除きます。

取り外しボタン

1 2

*掃除するときには、フィルターは取り付けていることを必ず確認してください。（モーターの発煙．発火. 
  故障の原因）
*フィルターを取り外す前に、製品が充電器から取り外されていることを確認してください。感電またはけ
  がをする恐れがあります。
*フィルターは無理な力を加えないでください。（フィルターの破れの原因）
*フィルターを水洗う際は、水道水ですすぎ洗ってください。（お湯、洗剤は使用しないでください）
*フィルターを洗浄する際に洗濯機や食器洗浄機を使用しないでください。また乾燥させる際、電子レン
  ジやオーブン、乾燥機を使用しないでください。火の気の近くでの乾燥も止めてください。
*各部品は十分に乾かしてから取り付けてください。（雑菌が繁殖し、排気のにおいの原因）お手入れ
  してもにおいが取れないときは、匂いのついている部品の交換が必要です、お買い上げオンラインスト
  アにご相談ください。
*フィルターが破損したまま、及びお手入れが不十分なまま使い続けないでください。（モーターのは発煙
  発火．故障の原因）

10 www.jashen-tech.jp support-jp@jashen-tech.com 11



製品情報

製品データ

25.2

350

2500

0.5

3.5-4.5

15-40

31V-800mA

1.5

項目    

稼働電圧（V）   

定格消費電力（W）     

バッテリ容量（mAh） 

集塵容量（L）        

充電時間（H）        

稼働時間（min）          

ACアダプタ-             

本体重量（kg）

以上のデータは当社の実験室によるものです。実際の使用状況は使用環境により異なる可能性があ
ります。

このような時 解決策

本体作動しないとき
●バッテリーの残量が無くなっていませんか？➨バッテリーを満充電まで充電後、お試しください。 
●本体が過熱していませんか？➨本体を30分～1時間程度放置し、保護装置が解除された
   後、電源を入れてください。 
●ヘッド(吸口)やホース、つぎてにゴミや異物が詰まっていませんか？➨ゴミが詰まっていないか
   確認して、ゴミを取り除いてください。

フィルターお手入れ
ランプが点滅するとき

●ダストカップにゴミが多くたまっていませんか？➨ダストカップのゴミを捨て、お手入れしてください。
 （P9）

床ブラシの回転部
（ブラシ）  が止まる

●毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、ブラシが回転しなかったり、回転が遅くなっ
   たりする場合があります。➨運転を停止して、もう一度運転をしてください。
●床ブラシはしっかり接続されていますか？➨しっかりと接続してください。（P4、P10）
●ブラシにゴミやひもが巻き付いたり、詰まっていたりしませんか？➨ゴミを取り除いてください。   
  （P10）
●大きなゴミや異物が巻き込んでいませんか。➨ヘッド（吸口）とダストカップのゴミと異物を取
   り除いてください。（P9、P10）

吸引力が弱いとき

●各フィルターが目詰まりしていませんか➨お手入れしてください。（P9）
●床ブラシ、吸気路、金属パイプ内にゴミが詰まっていませんか？➨詰まっているゴミを取り除い
   てください。
●水などの液体や湿ったゴミを吸い込んでいませんか？➨すぐに運転を停止して、掃除機を十
   分に乾燥してください。
●各部品を水洗い後、十分に乾燥していますか？➨各部品を取り外して、乾燥させてください。
●バッテリーの残量が無くなっていませんか？➨バッテリーを満充電まで充電後、お試しください。 
 （P6、P7）

運転音が高くなっ
た、大きな音がする ●各フィルター、金属パイプ、回転部に目詰まりしていませんか？➨お手入れしてください。 （P9）

排気からゴミ
のにおいがする ●においの強いゴミを吸ったまま放置していませんか？➨各フィルターをお手入れしてください。 （P9）

充電できないとき
●本体が充電台にやACアダプターに確実に取り付けられていますか？
   ➨本体を充電台やACアダプターから取り外し、再度しっかりと取り付けてください。（P7）
●電池は正しく取り付けられていますか？➨本体に電池をカチッという音がするまで確実に差し
   込んでください。（P5）
●専用のACアダプターで充電していますか➨製品専用のACアダプターを使用してください。

充電時間が
長くなったとき

●本体や電池が熱くなっていませんか？
   ➨電池の温度が高い場合、充電に適した温度になるまで自動的に待機することがあります。
   温度が下がるのを待ってから充電してください。"

製品の保証登録
オンラインショップのご注文番号で購入証明となりますので、ご注文番号を商品同梱の保証書
にある注文番号の欄に必ずご記入いただき、大切に保管してください。

カスタマーサポートにお問い合わせの際、製品とご注文番号をお手元にご用意ください。ご購入
された製品とご注文番号をお伝えいただければ、迅速に問題解決させて頂きます。

12 www.jashen-tech.jp support-jp@jashen-tech.com 13



www.jashen-tech.jp

連絡先：+0465-20-4236
受付時間：9：00AM～15：00PM(土日祝日除外)

●修理、使いかたなどのご相談
●お取り扱い、お手入れのご相談
●公式サイトお得なキャンペーン情報
●特別クーポンなどの配信

Jashen　お客様ご相談センター

@jashen.jp @JashenVacuum_JP


