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Turbo Handheld Steamer

Questions or Concerns?support@aspiron.co



Turbo

1.Please check your electricity supply before using the turbo handheld steamer. 
(USA: Voltage 120V, Power 1300W，frequency 60Hz)
2.Use this unit only as described in this manual. Other uses not recommended may cause 
burns or electric shock.
3.This unit is not a toy. Close supervision is required when using the unit near children, 
pets and plants.
4.Steam produced by the unit is hot. Care must be taken to avoid burns or other injuries. 
Never point steam nozzle at people or pets.
5.To protect against electrical shock, do not immerse unit, plug or cord in water, or spray 
with liquids.
6.Do not leave the unit una�ended while it is in opera�on.
7.Always allow the unit to cool completely before refilling water, cleaning or storing.
8.Always disconnect the unit from electrical outlet when filling or disposing water as well 
as the reservoir is empty or the unit not being used. 
9.No detergent or chemicals can be added into the reservoir or it will cause damage. Only 
water is allowed to use.
10.To disconnect, grasp the plug and pull it from the wall outlet. Never drag the cord.
11.Steam nozzle and accessory become hot during use. To avoid injuries, do not touch 
nozzle while using this unit. Do not a�empt to remove accessory while unit is emi�ng 
steam.
12.A�er refilling, close the sealing cap and the full capality of the reservoir is 220ML.
13.When the water in reservoir is finished, the pump is s�ll working and this is normal, 
please turn off the unit and disconnect from power outlet. .
14.To reduce the risk of contact with hot water emi�ng from steam vents, hold the unit 
away from human being or pets.
15.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabili�es, or lack of experience and knowledge, unless they 
have been given supervision or instruc�on concerning use of the appliances by a person 
responsible for their safety. 
16.While the machine is working, do not let children play with it, in order to avoid any 
sudden scald.  



On/Off Bu�on

Indicated Light

Reservoir (Capicity:220ml)

Tank Released Bu�on

Power Cord

Steam Released Bu�on

Static Brush

Non Woven Storage Bag



Click

Click

Pic1.Pull the tank released 
bu�on to take the tank out

Pic2.Filling water

Pic4.Press on and the light 
flicker for 25s

press the steam bu�on for con�nues steaming.

Pic3. Unveil the tank silicon cap 
and filling water to the tank

25s

Pic5.When the light stay on, press 
the steam released bu�on for steaming

Press the On/off bu�on to start the unit,

turned off



IMPORTANT:Pull the tail of the clothes
slightly tight with your free hand to make 
the steaming effectively.



SPECIFICATION
Capacity: 220ml

Problem     Possible Reasons       Solu�on 

Unit fails to heat up. - Unit is not plugged in  
-  Power bu�on is not ac�vated 

-  Plug into outlet with proper voltage. 
- Press on to heat up. If s�ll not work,  

bring it to Service Center 
Power light is on , but 
fails to steam 

-  Refill water (refer to Opera�ng 
Instruc�on) 

-  Press the steam bu�on a�er heated up 
- Bring to Service Center for repair 

- The Reservoir is empty  
- Forget to press the steam 

bu�on 
-  The unit is broken 

When the machine is 
opera�ng some slight 
sound & vibra�on 
observed 

- This steamer operates with 
Pump-system design, sound is 
vibra�on is thus observed 

-  The steamer is opera�ng 
without water, large sound is 
observed 

- This is normal as resulted from the 
working pump 

- Please switch off the machine 
Refill water and switch on the unit 
again 
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Made in China

Intertek
5010846
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Thanks for choosing aspiron Garment Steamer. This product is covered with aspiron 
product and labor warranty for 12 months from the date of its original purchase. The 
warranty will not apply in cases of:

Accident, misuse, or repairs performed by unauthorized personnel. 
Any unit that has been tampered with or used for commercial purpose. 
Normal wear and tear of wearable parts. 
Use of force, damage caused by external influences. 
Damage caused by non-observance of the User Manual, e.g. connection to an unsuitable 
mains supply or non-compliance with the instructions. 
Partially or completely dismantled appliances. 
Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service, or 
alteration to the product or any of its parts that have been performed by a repair 
person not authorized by aspiron. We can only provide after sales service for products 
that are sold by aspiron or aspiron authorized retailers and distributors. If you have 
purchased your unit from a different place, please contact your seller for return and 
warranty issues. 

Questions or Concerns? support@aspiron.co
www.aspiron.co
Manufacturer: Shenzhen Danya Technology Co.,Ltd. 
Address: Room 3323,Building C,Galaxy World Phase Ⅱ,Minle Community,Minzhi 
Street,Longhua District,Shenzhen,China

WARRANTY AND SERVICE

WEEE Compliance
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its 
electronic accessories should not be disposed of with other household waste at the end of their 
working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled 
waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them 
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should 
contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, 
for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. 
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase 
contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial 
wastes for disposal.



 

 

ごご使使用用のの前前にに、、取取扱扱説説明明書書ををよよくくおお読読みみくくだだささいい。。  

ターボハンドヘルドスチーマー

モデル

取扱説明書 
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ターボハンドヘルドスチーマーをお買い上げいただきありがとうございます。この製品を使用する
前に、本取扱説明書を必ずお読みください。

 ターボハンドヘルドスチーマーを使用する前に、電源を確認してください。
（米国 電圧 、電力 、周波数 ）

本ユニットは、取扱説明書に従って使用してください。取扱説明書に従って正しく使用し
ないと、火傷や感電の原因となることがあります。

本ユニットは玩具ではありません。子ども、ペット、植物の近くでユニットを使用する場
合は、十分な注意を払ってください。

ユニットからは熱い蒸気が吹き出します。火傷を負ったり、その他のけがをしないように
注意してください。人やペットにスチームノズルを向けないでください。

感電を防止するために、ユニット、プラグ、または、コードを水に浸したり、液体を吹き
付けたりしないでください。

動作中は、ユニットのそばを離れないでください。
水を入れる前、または、お手入れや保管の前には、ユニットを完全に冷まします。
水を入れたり捨てる場合、タンクが空の場合、あるいは、ユニットを使用しない場合には

コンセントを抜いておきます。
タンクに洗剤や化学薬品を入れないでください。洗剤や化学薬品を入れると破損します。

タンクに入れることができるのは水のみです。
プラグを持って壁コンセントから抜きます。コードを引っ張らないでください。

使用中は、スチームノズルと付属品が熱くなります。けがを回避するために、ユニットを使用
中はノズルに触れないでください。ユニットから蒸気が出ている間は、付属品を取り外さないでく
ださい。

水を入れたら、シーリングキャップを閉めます。タンクの容量は です。
タンクの水がなくなっても、ポンプは動作し続けますが、これは異常ではありません。ユ

ニットの電源を切って、コンセントから抜きます。
スチーム吹き出し穴から出る湯滴に触れる危険を低減するために、人やペットにユニット

を近づけないでください。
本器具は、身体的、感覚的または精神的な問題を持つ方、または、経験や知識に乏しい方

（子どもを含む）の使用に適していません。そういった方が使用する場合は、安全責任を持つ保護
者が、器具の使用を監督または指導してください。

子どもの火傷を防ぐため、動作中のスチーマーで遊ばせないでください。
感電リスクを回避するために、使用しない場合やお手入れの前には、ユニットをコンセントから抜

いてください。電源コードが破損している場合は、リスクを回避するために、製造元、サービスエ
ージェント、または、同様の資格のある人に交換を依頼しなければなりません。

重要な安全上の注意事項 重要な安全上の注意事項 

注記 
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各部の名称 

背面図 
付属品 

インジケーターライト 

オン/オフボタン 

計量カップ 

ノズルプレート 

スチームノズル 

スチーム解除ボタン 

前面図 

タンク解除ボタン 

電源コード 

タンク（容量: 220ml） 

静的ブラシ

収納バッグ（不織布製）
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 ご使用の前に、家庭用電圧がユニットの仕様と一致していることを確認してください。
 タンクのシーリングカバーを取り外し、計量カップを使ってタンクに水を入れます。
 オン オフボタンを押してユニットを始動します。熱くなるまで約 秒間、インジケータ

ライトが点滅します。連続スチームの場合は、スチームボタンを押します。
 使用後は電源を切り、電源コードを抜きます。

 家庭用電圧が製品仕様に対応していることを確認します。
 タンクの水がなくなっても、ポンプは動作を続けますが、これは異常ではありません。その

ような場合には、ユニットの電源をお切りください。電源を切らないと、破損や事故につな
がることがあります。

手順 

注意 

図  1. タンク解除ボタン
を引いて、タンクを取り

出します。  

図  2. 計量カップ
に水を入れます。  

図  3. タンクのシリコンキ
ャップを外して、タンクに水
を入れます。  

図  4. ボタンを押すと、ライト
が  25 秒間点滅します。  

図  5. ライトが点灯したら、スチーム解
除ボタンを押して、スチームを出しま

す。  

25s

Click

Click
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 衣類をハンガーにかけます。
 スチームノズルを衣類の上から下へ動かしてスチー

ムをあてます。

重要 効果的にスチームがあたるように、もう一方の手で

衣類の裾を軽く引っ張ってください。

 衣類やズボンを平らな耐熱性の面に置きます。
 スチームノズルプレートを衣類に近づけて、前後に

動かします。

スチームをあてる際のヒント 

縦向きにスチームをあてる 

スチームアイロンとして使用する 
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 電源コードを抜きます。
 ユニットを完全に冷まします。
 タンクを空にします。
 ユニットは、子どもの手の届かない涼しく乾燥した場所に保管してください。

問題 考えられる原因 解決策
ユニットが熱くな
らない。

- ユニットのプラグがコン
セントに差し込まれてい
ません

- 電源ボタンが押されてい
ません

- 正しい電圧のコンセントに差し
込みます。

- ボタンを押して加熱します。問題
が解決されない場合は、サービス
センターまでお持ちください。

電源ライトはオン
になっているが、
蒸気が出ない

- タンクが空です
- スチームボタンが押され

ていません
- ユニットが壊れています

- 水を入れます（操作説明書を参照
してください）

- 熱くなったら、スチームボタンを
押します

- サービスセンターに修理を依頼
してください

スチーマーが動作
中に、かすかな音
と振動がある

- このスチーマーはポンプ
システム設計で動作する
ため、振動があります。

- 水がない状態でスチーマ
ーが動作すると、大きな
音がします

- 作動ポンプによるものです。異常
ではありません。

- スチーマーの電源を切って、水を
入れ、もう一度電源を入れてくだ
さい。

仕様
容量
電圧 、電力
周波数

保管 

トラブルシューティング 

仕様 

Made in China


