
ご使用上のご注意

  ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有
しています。
  この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お
客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ
利用することができます。

１.お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
 
２.お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件
   を一緒に付す必要があります。
 
３.お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、
   上映等に利用することはできません。

  当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテン
ツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をラ
イセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容
についてもいかなる保証をするものでもありません。
  またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権

表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはＷｅｂ上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも
  製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替
  えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点
  のものです。

※デザイン､仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。
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安全上のご注意 必ずお守りください。

注 意

過熱による本体
の変形・発火の
原因となります。

禁　止

吸込口や排気口を長時間ふさ
いで運転しないでください。

他のコンセントを併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあ
ります。また、火災・感電の原因となります。

定格15A以上、交流100Vのコンセントを単独で使ってください。

禁　止

過熱による本体
の変形・発火及
びフィルターの
破損・故障の原
因となります。

水や吸込口につまりそうなものや、
先のとがったものを吸わせない
でください。
（ガラス・カミソリ・押しピン・ 針など）

禁　止

吸込口を壁やタンスに強くぶつけないでください。

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。
使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

プラグを抜く

感電やショートして発火することがあります。またコード断線の原因となります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持っ
て引き抜いてください。

プラグを
持って抜く

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張
ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、
挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。
●傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

禁　止

火気禁止

火気に近付けて使用しないでください。

排気で炎が大きくなり、火災の原因となります。

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、ご使用
の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

分解禁止 水ぬれ禁止

警 告

発火したり、異
常動作してけが
をすることがあ
ります。

修理技術者以外の人は、絶
対に分解したり修理・改造
は行わないでください。

感電する場合が
あります。

水洗い、風呂場での使用は
しないでください。

本体の吹込口窓や排気口に
棒等を入れないでください。

禁　止

禁　止

故障や手などを

けがすることが

あります。

プラグにほこり
等がたまると、
湿気等で絶縁不
良となり、火災
の原因となります。
プラグを抜き乾
いた布でふいて
ください。

電源プラグのほこりなどは
定期的にとり除いてください。

強　制

排気口

吹込口窓

コンセント
の単独使用

強　制

火災・感電の原因となります。

交流100V以外では使用しないでください。

ぬれ手禁止 感電や事故の原
因となります。

お手入れの際は必ず電源プ
ラグをコンセントから抜い
てください。また、ぬれた
手で、抜き差ししないでく
ださい。

プラグを抜く

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
いでください。また、それらの
ものを吸わせないでください。

禁　止

爆発や火災の原

因となります。

ご注意とお願い

●水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用
ワックスを薄く塗り乾燥させてください。

●市販の床用ワックスで取れない場合は自動車用のワックス（コンパウン
ドの入っていないもの）をお使いください。その際ワックスがけをした
床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取っ
てください。

※自動車用のワックスは研磨剤（コンパウンド）の入っていないものをお使
いください。

万一光沢の差がでたら…

吸込口を床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除しないでください。

※吸込口の移動により床面に光沢の差がでることがあります。

強く
押し付けない

横にすべらせない

壁やタンスを傷つける原因となります。
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各部の名称と使いかた…このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

準　備 使いかた

注意

●火気に近付けて使用しない
でください。

●落下防止のため、製品を持
ち運ぶ際は、ハンドルを持
ってください。

●使用中は、電源コードに足や
物を引っ掛けないでください。

1.ハンドルとハンドルバーを
組み立てます。

1.電源プラグをコンセントに
差し込みます。

2.本体とハンドルバーの接続
をします。

3.本体と吸込口を接続します。

2.スイッチを入れます。

3.スイッチを切り、コンセン
トから電源プラグを抜きます。

①図のようにハンドルをハンドルバ
ーのネジ穴に合わせ、差し込みます。

②ハンドルのネジ穴にボルトとナッ
トを取付けます。

③コイン等で両側から回して固定します。

①図のようにハンドルバーを本体の
ネジ穴に合わせ、差し込みます。

②本体のネジ穴にボルトとナットを
取付けます。

③コイン等で両側から回して固定します。

お願い

コードフック

完 成 図

コード
フック

コードフック

コードフック

スイッチ

ダストケース
ダストケースボタン

吸込口

電源コード

排気口

電源プラグ

① ② ③

① ② ③

コイン

電源プラグをコンセントに差し込まずに組み立ててください。

使用後は、電源
コードをコード
フックに巻きつ
けて収納してく
ださい。

コイン

ハンドル

ハンドルバー

本　体

ネジ穴（ハンドル側）
※ハンドルバーの端から
ネジ穴までの距離が短
い方がハンドル側です。

ネジ穴（本体側）
※ハンドルバーの端からネジ
穴までの距離が長い方が
本体側です。

吸い込んだごみがたまります。

セット内容

本体 吸込口 ハンドルバー ハンドル
ナット
　 …2

ボルト
　 …2

本体へのご
みの浸入を
防ぎます。

フィルター

ダスト
ケース
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おそうじのしかた

保管のしかた

●吸込口を床面に強く押し付けないでください。床を傷めることがあります。
●使用後は必ずスイッチを切ってください。

た た み

たたみの目にそっ
て、ゆっくりと軽
く動かしましょう。

じゅうたん/カーペット

まずは一定方向に往復し
次に直角の方向に動かし
ましょう。

フローリング

床目にそって軽く動
かします。

注意

注意

※本製品は自立しません。   
製品が転倒しないように、壁に
立てかける等、安定した状態で
保管してください。

必ず電源プラグを抜いて保管して
ください。

5

ごみの捨てかた

1.ダストケースをはずし
ます。

1.フィルターをダストケースに確実
にセットします。

2.ダストケースを本体に合わせます。

3.ダストケースを本体に取付けます。

2.フィルターを
取出します。

3.ごみを捨て、もとのよう
に取付けます。

必ずフィルターをセットしてからお使いください。
セットしないで使用すると故障の原因となります。

ダストケースボタンを引いて、

ダストケースをはずします。

※フィルターが
止まる位置ま
で押し込んで
ください。

※本体の下を支えて
ください。

ロックボタンのツメをダストケー
スボタンにカチッと音がするまで
確実にはめ込みます。

注意

注意

ダストケースの取付けかた

ダストケース内のごみを捨てます。

ごみはこまめに捨ててください。特にフィルターへのごみの付着は吸込力
の低下や、モーターの故障の原因となります。

ダストケースのツメ

お願い

ごみ捨ての際には、必ず、スイッチを切ってから、電源プラグをコンセントから
抜いてください。

フィルターは、軽くたたいてごみを落とします。

フィルターにごみが付着し
ている恐れがあります。
ごみが散らからないように、
ごみ箱などの上でフィルター
を取出してください。
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お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

1.保証書
●裏表紙に添付しています。
●保証書は「お買い上げ日と販売店名」の

記入をお確かめのうえ、販売店から お受

け取りください。
●保証書をよくお読みになり大切に保管し

てください。

2.保証期間
お買い上げ日から1年間です。

3.修理を依頼されるとき
取扱説明書の内容をお確かめいただき、直

らないときは電源プラグを抜いてからお買

い上げの販売店または「お客様サービス係」

に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。

商品に保証書を添えてお買い上げの販売

店か当社「お客様サービス係」までお申

し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様の

ご要望により有料修理させていただきます。

お買い上げの販売店か当社「お客様サー

ビス係」にご相談ください。

5.アフターサービスについてご不明の場合
当社「お客様サービス係」にお問い合わせ

ください。

お客様サービス係
　　（フリーダイヤル）0120－33－7455
FAX　　　　　　（0256）93－1077
お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前９時～午後５時
〒９５９-０２９２　新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田２０８４-２

仕　様

アフターサービス

4.補修用性能部品の最低保有期間
●このスティック型クリーナーの補修用性能
　部品の保有期間は製造打切り後6年です。

●性能部品とはその商品の機能を維持するた
　めに必要な部品です。

お手入れ

●製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわ
らかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布
でふきとるときれいになります。

●水洗いをして水
分をふきとります。

●汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、つぎのように水洗いしてください。

1.フィルターをはずし、
ごみを落とします。

2.フィルターを水で洗います。 3.かげ干しします。よ
く乾燥させてください。

フィルター

本体・ハンドル・ハンドルバー・吸込口 ダストケース

こんなときは
修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんな時は？ 調べるところ 処　　　　置

モーターが回転
しない。

吸込力が弱い。
ダストケース内や、フィル
ターにごみがいっぱいたま
っていませんか？

吸込口にごみがつまってい
ませんか？

スイッチを入れていますか？

電源プラグがコンセント
から抜けていませんか？

ごみを捨て、フィルター
のお手入れをしてください。

吸込口のごみを取り除いて
ください。

スイッチを入れてください。

電源プラグをコンセントに
差し込みます。

電 源

消 費 電 力

電源コード　　

※ 吸 込 仕 事 率

製 品 質 量 　 　

製 品 寸 法 　 　

AC100V  50-60Hz

100W

4.5m

ーーW

1.6kg

250×135×1150mm

（約）

（約）

（約）

お願い

お願い

ご注意

シンナー・ベンジン・スプ
レー式クリーナー類では
絶対にふかないでください。

※吸込仕事率はJIS C 9108に規定する測定方法では測定できないので記載してお   
　りません。

●フィルターは洗濯機で洗わないでください。
●ヘアードライヤーや乾燥機など熱風で乾燥させないでください。

お手入れの際には、必ずスイッチを切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
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