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• 掃除機は、掃除機の使用に関して保護者の指示・監督を受けない限り、身体能力又は感覚・思考能力が
減弱している方（お子様を含む）が単独で使用することはできません。

• お子様が掃除機で遊ばないよう注意を払ってください。

• 感電を防ぐため、充電アダプター、バッテリー、充電ソケットを水または他の液体に浸さないでくださ
い。

• 感電を避けるために、屋外または濡れた表面上では使用しないでください。

• 電源コードや電源プラグが破損した状態で掃除機を使用しないでください。電源コードや電源プラグが
破損した場合は、事故を避けるために、〈Ultenicサポートチーム〉へご連絡ください。

• 本製品および充電アダプターは、部屋内での使用のみを目的としています。

• 電源コードを引っ張って抜かないでください。充電アダプターを抜くには、電源コードではなくプラグ
を持ちます。オーストラリアおよびニュージーランドの電気安全認証延長コードだけを使用してくださ
い。

• 電源コードを引って張ったり電源コードの上に重いものを載せないでください。また、鋭角な物や場所
の周りで電源コードを引って張らないでください。電源コードの上で本製品を使用しないでください。

• 濡れた手で本製品を扱ったり操作したりしないでください。また、常に電気的な安全対策に従ってくだ
さい。

• 階段を掃除する場合は特に注意してください。

• 本製品の電源を入れたままアタッチメントを交換しないでください。メーカー推奨の付属品のみを使用
してください。

• 掃除機を高温や低温などの極端な環境で使用したり、保管したりしないでください。

• ガソリンなど引火性液体または可燃性液体を吸い込まないでください。また、引火性液または可燃性液
体の蒸気がある場所やその近くで使用しないでください。

• 有毒物質（塩素系漂白剤、アンモニアなど）の吸引に使用しないでください。

• フィルターが取り付けられていない状態で使用しないでください。

• 掃除機をかける前に、フィルターの損傷を防ぐために、床や掃除面から大きな物や鋭い物を取り除いて
ください。

• 吸い込み口またはヘッドブラシがふさがっている場合は、すぐに掃除機の電源を切ります。掃除機を再
起動する前に、詰まっているものを取り除いてください。

• お手入れやフィルターの洗浄を行う前に、必ず掃除機の電源を切ってください。

• 顔や体からヘッドブラシを離してください。

• 掃除機が破損している場合は、使用しないでください。接続ケーブルが破損している場合は、すぐに交
換してください。

安全上の警告 · 注意
注意! 洗浄、お手入れ、または未使用時には、必ず掃除機の電源を切ってください。充電アダプター
は、定格ラベルに記載されている電圧でのみAC電源に接続する必要があります。本製品は、この取扱
説明書に記載されている目的にのみ使用してください。

フィルターがない状態で掃除機をオンにしないでください。

はじめてお使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みください。

本製品をご使用になる前に、本取扱説明書のすべての内容をよくお読みください。



• 掃除機や付属品、特に電気接続部は、水や液体クリーナーで絶対に掃除しないでください。

• 掃除機や充電アダプターに変更を加えようとしないでください。

• 本製品と充電アダプターは、必ず屋内の涼しく乾燥した場所に保管してください。

• 乾燥した家庭用のみを汲み上げないでください。

• ヘッドブラシは、屋内のほこりや乾燥した物質の吸引にのみ使用してください。

• 電源コードに損傷を与える可能性があるため、ヘッドブラシで電源コードを越えないでください。

• 掃除機の電源が入っているときは、絶対にローラーブラシに触れないでください。

• ヘッドブラシの不必要な摩耗を防止するため、動作中は常に動かしてください。

• 不適切な使用またはこの取扱説明書の指示に従わなかったために生じた損傷は、保証を無効にします。

• 本製品の充電には、弊社の充電アダプターのみを使用してください。

• バッテリーの充電には、特別に指定された充電アダプターのみを使用してください。

• 掃除機を使用しないときは、ペーパークリップ、コイン、キー、釘、ネジ、またはある端子から別の端
子に接続できるその他の小さな金属物体など、他の金属物体から離してください。アプライアンスの端
子を一緒に短絡すると、火傷や火災の原因となる可能性があります。

• 極端な状況では、バッテリーが発火して爆発する恐れがあります

• 掃除機を屋外または車内に充電または保管しないでください。バッテリーの充電または保管は、温度が
5℃を超え45℃未満の乾燥した屋内エリアでのみ行ってください。充電アダプターは屋内専用です。

• いかなる理由であれ、バッテリーを分解としないでください。バッテリーケーシングのプラスチックハ
ウジングが壊れたり、ひびが入ったりした場合は、すぐに使用を中止し、再充電しないでください。バ
ッテリーは修理可能な部品ではありません。

• 充電アダプターは修理可能な部品ではありません。

• バッテリーを廃棄する前に、掃除機を停止するまで実行して、バッテリーを完全に放電してください。

• 掃除機にはリチウムイオン電池が含まれています。アプライアンスを地元のゴミと一緒に廃棄しないで
ください。バッテリーを安全に廃棄する方法については、地方自治体にお問い合わせください。

• 充電アダプターを使用して非充電式バッテリーを充電しないでください。

バッテリーの使用とお手入れ



床ブラシリリースボタン

排気フィルター

強弱切替ボタン

延長パイプリリ
ースボタン

延長パイプ

ダストボックスの
ふたリリースボ
タン

ダストボックス

ダストボックス
リリースボタン

オン/オフスイッチ

バッテリーパック

バッテリーリ
リースボタン

床ブラシ組立

あなたの製品について

充電ソケット

ブラシノズル

壁掛けブラケット 
(ねじは含まれません)

充電アダプター

ソファー吸引ブラシ

仕様:

定格電圧:DC 25.9V 
定格入力電力: 400W
集じん容積: 0.6L
バッテリーの種類: 2200mAh Lion

利用時間: 35 mins* 
充電時間: 4-5h
 製品質量: 2.34Kg

 



ご使用の前に

本製品は、これらの指示に従って操作する必要があります。また、家庭用カーペット、床材、壁、およ
びファブリックの乾燥した汚れやほこりを取り除くために、屋内の清掃にのみ使用してください。本製
品は工業用掃除機として使用するには適さないため、不適切な使用をするには製造元の保証が無効にな
ります。

この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。

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。

洗浄、お手入れ、アクセサリーの取り付けまたは取り外し、または未使用時には、必ず掃除機の電源を切
ってください。充電アダプターは、定格ラベルに記載されている電圧でのみAC電源に接続する必要があ
ります。本製品は付属の充電アダプターでのみ充電してください。本製品は、次の手順で説明されている
目的のためだけに使用してください。

注意：

1. 火気・暖房器具などに近づけない。

2. ぬれた手で充電アダプターの抜き差しをしない。

3. 掃除機の電源をは入れる前に、フィルターの損傷を防ぐために、床またはクリーニン
グ面から大きな物を完全に取り除きます。

4. コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを
引って張らないでください。

5. いかなる液体も吸わないでください。

警告:



取り付け

注意：取り付けるまたは取り外す前に、バッテリーが本体から取り外されていることを確認します。

1. 「カチッ」というロック音が聞こえるまで、延長パイプを
床ブラシに挿入します。

2. 延長パイプを本体に取り付ける際は、「カチッ」というロ
ック音が聞こえるまで延長パイプのブラグエンドをハンド
ヘルド部品のソケットに差し込んでください。

製品の組み立てと使用

1. バッテリーを本体に合わせ、所定の位置にしっかり収まるよ
う、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

2. 本体にあるバッテリーリリースボタンを押し、バッテリーを
本体から外してください。

バッテリーパックの取り付け

1. 「カチッ」というロック音が聞こえるまで、アクセサリー
を本体に挿入します。

2. 取り外す場合、アクセサリーのリリースボタンを押して、
アクセサリーを引き抜くだけです。

アクセサリーと本体の接続



使い方

掃除機をオンにする
オン/オフスイッチを押して、掃除機をオンにします。

強弱切替

強弱切替ボタンを押して、強弱モードに切り替えます。

充電

注意：使用中に充電インジケータライトが点滅すると、掃
除機のバッテリーが低すぎなり、充電が必要になります。

充電アダプターを充電ソケットに差し込みます。

注意: 掃除機の性能を最大限に維持するために、使用後は毎回充電することをお勧めします。

注意: 掃除機は充電は�～５時間かかります。ただし、掃除機を最初に�回使用する前に、��時間
の連続充電が必要です。

注意! バッテリーを分解して自分で修理しようとしないでください。

注意:安全対策として、充電中は掃除機電源を入れることはできません。

充電インジケーター:

赤いの点滅：バッテリーが充電必要あります。３つの青いLEDライトがすべて点滅を停止したとき
、バッテリーは完全に充電済みます。



アクセサリー

床ブラシは、カーペットやハードフロアの日常清掃に最適です。

床ブラシ

注意:ヘッドブラシがブロックされると、モーターは自動的にオフになります。この場合、掃除機の
電源を切り、バッテリーを取り外してください。ヘッドブラシから異物を取り除き、掃除機の電源
を入れなおしてください。掃除してもヘッドブラシが再び作動しない場合は、ヘッドブラシを取り
外さないでください。〈Ultenicサポートチーム〉にお問い合わせください。

ソファーブラシ

ブラシノズルは、手の届きにくい場所や狭い隙間の掃除に使用
できます。

ソファーブラシは、様々な表面を掃除するための柔らかいソフ
ァーブラシとして、また、家具を掃除するための布張り道具と
して使用できます。

ブラシノズル



お手入れ

1. 壁掛けブラケットを壁面取付ねじで壁面に取り付けます。（ね
じが含みません）

2. 壁掛けブラケットに掃除機を挿入し、所定の位置に確実に固定
します。

3. 付属品は壁掛けブラケットに差し込んでおくことができます。

収納

ダストボックスのふたリリースボタンを押し、ダストボックス
の底が開き、ごみをこそぎ落とします。

ごみ捨て

1. ダストボックスリリースボタンを押して、ダストコンテナ組
を回転させ、ダストボックスを取り外します。

ダストボックスとフィルターシステムの洗浄

2. フィルターはダストボックスの中にあります。

注意: フィルターは、半年ごと、または目に見える汚れが付いた
ときに交換することをお勧めします。

注意！お手入れ前に、本体の電源を切り、バッテリーを取り外すことを確認します。ダストボックス
は、毎回使用した後、またはごみがごみすてライン（目安）に達したときに捨てることをお勧めしま
す。

注意: 長期間掃除機を使用しない場合は、バッテリー寿命を維持するために、保管中に掃除機からバッ
テリーを取り外すことをお勧めします。



1. ロックねじを解除（     ）の方に回し、ローラーブラシを取り
外します。

ローラーブラシの洗浄

3. フィルター組立を取り外します。

2. ローラーブラシを溝から外して清掃または交換します。

4. 排気フィルターを取り外すには、フィルターキャップを反時
計回りに回します。次に、排気フィルターをフィルターキャッ
プから引き抜きます。

注意: 排気フィルターは、半年ごと、または目に見える汚れが付
いたときに交換することをお勧めします。



掃除機が作動できない

吸引力が低下

充電後の利用時間不足

バッテリーが切れています

充電アダプターが掃除機
に完全に挿入されていない

充電アダプターが主電源
に接続されていない

充電アダプターを掃除機に再
び挿入し、しっかりと固定さ
れていることを確認します

充電アダプターを主電源に接続します

ライトが赤から青に
断続的に点滅します

バッテリーが掃除機に正
しく挿入されていません

バッテリーを取り外し、
「カチッ」と音がするま
で掃除機に再度挿入します。

解決策問題 原因

掃除機を充電してください

ダストボックスを空にします

フィルターの清掃または交換します

吸い込み口が清掃します

ダストボックスがほこ
りだらけになっています

フィルターがブロックさ
れています

吸い込み口が詰まっています

故障排除

問題が発生した場合は、トラブルシューティングのヒントのチェックリストを使用してから、
Ultenicカスタマーケアに連絡してください。

問題と解決策

充電中に充電インジケー
ターが青く点灯しない
（LEDが1～3回青く点滅
して充電状態を示す）

バッテリーの老朽化

充電時間不足

新しいバッテリーを購入します

充電セクションに記載されてい
るように 、バッテリーを完全に
充電してください
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