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危 険

警 告 注 意

ショートして液
漏れ、発熱、破裂
の原因になります。

液漏れ、発熱、破
裂の原因になり
ます。

液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

○＋○－端子を針金などの金属
で接続したり、金属製のネッ
クレスやヘアピンなどと一緒
に持ち運んだり、保管しない
でください。

電解液が吹き出
したりして破裂
の原因になります。

分解禁止

火の中に投入したり加熱しな
いでください。

液漏れ、発熱、破
裂の原因になり
ます。

ニカド電池自体の分解や改
造をしないでください。

TCーE101以外の機器に接続し
たり使用したりしないでくだ
さい。禁　止

禁　止

禁　止

強い衝撃を与えたり、投げつ
けたりしないでください。

禁　止
液漏れ、発熱の

原因になります。

電池単独で充電しないでください。

禁　止

電池端子がさび

たり発熱の原因

になります。

水や海水につけたり、濡らし
たりしないでください。

水ぬれ禁止

電池がショートして液漏れ、発熱、

破裂の原因になります。

外装チューブをはがしたり
キズを付けたりしないでく
ださい。禁　止

内蔵のニカド電池について

安全上のご注意  必ずお守りください。
●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、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。

●本製品はニカド電池を使用していますので、製品及びニカド電池をお取扱いになる際は
十分ご注意ください。
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本体・充電台・ACアダプター・パワーブラシについて

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。

吸込口や排気口に棒等を入
れないでください。

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
になります。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

ぬれ手禁止
感電や事故の原
因になります。

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
因になります。
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ピン・ゴミ
ほこりなど

本体・充電台・ACアダプター・パワーブラシについて

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・感電の原因になります。

火災・感電の原因になります。

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。

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・感電の原因になります。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
●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。

パワーブラシの回転部、ブラ
シ停止スイッチなど、パワーブ
ラシ底面に手を触れないでく
ださい。

禁　止

禁　止

付属のACアダプター（TCーCH39）以外は使用しないでください。

禁　止

手などをけがす
ることがあります。

専用の充電台以外は使用し
ないでください。

禁　止
電池の液漏れ、
破損、破裂の原
因になります。

充電台からはずした状態で本
体を立てて置かないでくださ
い。禁　止

本体が倒れてけ
がをしたり、床面
を傷つける原因
になります。

充電台やACアダプターの端子
部に金属のピンやゴミを付着
させないでください。禁　止

感電・ショート・
火災の原因にな
ります。

充電台は専用

強　制

コンセント
の単独使用

警 告
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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…

パワーブラシ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。
※パワーブラシ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

注 意

禁　止

過熱による本体の変形・
発火及びフィルターの破損・
故障の原因になります。

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）

絶縁劣化による感
電・漏電火災の原
因になります。

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になります。

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

禁　止
壁やタンスを傷つ
ける原因になります。

吸込口を壁やタンスに強くぶ
つけないでください。

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
になります。

過熱による本体の
変形・発火の原因
になります。

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。

ゴミの吸込口が狭
くなり、ゴミを吸
込むことができま
せん。

本体が回転・落下
してけがや、床面
を傷つける原因
になります。

禁　止

垂直の状態では吸わせないで
ください。

禁　止

ハンドルを起こすとき指をはさ
まないように注意してください。

禁　止

収納状態でハンドルを持ち運
ばないでください。

本体が変形したり、ショートによる発熱でやけどや発火の原因になります。禁　止

炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないで
ください。

ダメだ！！
吸込まない
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運転
充電

各部の名称と使いかた…
購入後、初めてご
6時間充電してか

本　体

吸込口ボタン

穴

ピン
取付け

取りはずし

パワーブラシに異物（毛足の長い
カーペット、ひも等）がからみ込むと
ブラシのモーターが自動で停止します。
この場合は、スイッチを「切」にし、異
物を取り除いてください。
取りにくい場合は「お手入れのしかた」
パワーブラシの項（13ページ）をご覧
ください。
安全装置は、スイッチを「切」にした後、
20～30秒で解除されます。
（周囲の温度により異なります。）
その後、再びご使用になれます。

パワーブラシ

パワーブラシの安全装置パワーブラシの取付け・取りはずし

ピンを穴に合わせて、パワーブラ
シを本体に差し込みます。
●パワーブラシが確実に取付け
られているかご確認ください。

●本体を置いた状態で行ってください。

吸込口ボタンを押し
ながら、パワーブラ
シを本体から引き抜
きます。

伸縮ホース

サイクロン集じん部

紙パックフィルター部

すき間ノズル

充電表示ランプ（赤）

運転表示ランプ（緑）

メッシュフィルター

ゴミ捨てライン

ゴミ捨てライン
このラインを目安に

ゴミを捨ててください。

ハンドルボタン運転時に緑色に点灯します。

吸込口

ハンドル
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使用になるときや、長時間放置したときは電池が自己放電していますので、必ず
らお使いください。

サイクロン集じん部

紙パックフィルター部

サイクロン集じん部
着脱レバー

電源コード

充電用端子部
　（充電台側）

プラグ

電源プラグ

ACアダプター
（TCーCH39）充 電 台

位置によりパワーブラシの入・切を切替え
できます。
●ご使用後や充電時は必ずスイッチを「切」
　にしてください。

「切」

ボタンを押すことで標準／強を切替える
ことができます。

パワーモード切替ボタン

「吸込み」：本体「入」、パワーブラシ「切」

「ブラシ入」：本体「入」、パワーブラシ「入」

後　　　側

電池ふた

排気口

DCジャック

吸込口ボタン

ブラシ停止スイッチ

　注意

●パワーブラシを浮かした状態でブラシ停止スイッチに触
れないでください。
　回転ブラシが回転して危険です。
●ブラシ停止スイッチよりカラカラと音がしますが、故障で
はありません。

●パワーブラシは床面にゆっくりと降ろしてご使用ください。
床面を傷つけたり、ブラシ停止スイッチが作動して、回転ブ
ラシが回転しないことがあります。

ブラシ停止スイッチ

充電用端子部
（パワ－ブラシ側）

ブラシカバー

回転ブラシ

〈パワーブラシ底面〉

電源スイッチを「ブラシ入」で運転中、パワーブラシが床面か
ら浮くと、安全のため、ブラシ停止スイッチが作動して回転ブ
ラシが止まります。

ハンドル

起こす

たたむ

押す

●ハンドルは「カチッ」と音がする
までゆっくり起こします。

●たたむときは、ハンドルボタンを
押しながらハンドルを本体後方
へたおします。

●ハンドルの起こしかた

カ
チ
ッ

電源スイッチ／パワーモード切替ボタン
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ご注意とお願い

一度に多量のゴミ、10～15mm角以上の目立って大き
いゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミを吸わせな
いでください。

吸込口やゴミの通り道にゴミがつまったり、はり付いたりして、
ゴミを吸い込ことができなくなります。あらかじめ手で拾うか、
ほうきで掃くなどして取り除いてから本製品をご使用ください。

ゴミは早目に捨ててく
ださい。

故障の原因になります。

灯油、ガソリン、タバコ
の吸殻などを吸わせな
いでください。

火災の原因になります。

強　制

禁　止 禁　止

●細かく砕かれた多量
   の紙くず

●目立って大きいゴミやセロ
   ハンなどの薄くて軽いゴミ

ゴミがつまります。 ゴミが吸込口やゴミの通り道を
ふさいだり、はり付いたりします。

紙パック・フィルター部

1.ふたをはずします。 2.紙パックロックボタンを押しなが
ら、紙パックを取り出します。

3.新しい紙パックをセットして、
ふたを取付けます。

4.サイクロン集じん部を取付けます。

サイクロン
集じん部
ロックボタン

取付る

ふた

ふたつまみ

紙パックロックボタン

紙パック

紙パック

押す
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トン
トン

ゴミが散らないように、ゴミ箱等の上
で開けてください。
ゴミを捨てたら必ず閉めてください。

ゴミの捨てかた

サイクロン集じん部

1.サイクロ集じん部ロックボタンを押してはずします。

2.ゴミを捨てます。

3.メッシュフィルターをはずして、ゴミを捨てます。

4.逆の順序で元に戻してください。

サイクロン集じん部ロックボタン

ダストケースフタ

ワンタッチゴミ捨て
ボタン

押す

はずす

はずす

メッシュフィルター

①押す

②開く

●ゴミを捨てるときは必ずスイッチを「切」にしてください。
●ゴミ捨てラインを超え、メッシュフィルターにゴミが付着すると吸引力が低下します。
●ゴミの種類により、ゴミ捨てラインまでゴミが溜る前でもメッシュフィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが
必要になる場合もあります。   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　また、カーペットのお掃除や粉末物を吸い込んだ後は、ダストケースにゴミが溜っていなくても、フ
ィルターに小さなゴミがついて吸込みが弱くなることがあります。そのときは「お手入れのしかた」
（11・12ページ）に従ってフィルターをお手入れしてください。

ゴミは、こまめに捨ててください。メッシュフィルターへのゴミの付着は吸引力の低下や、モータ
ーの故障の原因になります。

　注意
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充電のしかた

　注意

●差し込みが不十分ですと、充電されなかったり、本体がはずれ、転倒の恐れがありますのでご
注意ください。

●じゅうたんや水平でない不安定なところでは差し込みが不十分になり、充電されないことがあ
りますので、必ず平らな床面で充電してください。

●充電中は電源コードに足を引っかけないでください。

●購入後、初めてご使用になるとき。　　●長時間放電したとき。

次のようなときは充電してください。

1.本体にパワーブラシをはめて充電台に差し込みます。

充電するときは必ずスイッチを「切」にしてくだ

さい。

「切」にしないと充電できません。

充電後・保管時・収納時

①

節電のため、電源プラグとプラグを抜いてください。
●本体が倒れないよう
　なたいらな場所に保
　管してください。

転倒しないように、
安定した状態で保
管してください。

　注意

　注意

充電中はACアダプターや
本体が温かくなりますが
異常ではありません。

2.ACアダプターを充電台のジャックと交流100Vのコンセントに差し込みます。
①ACアダプターのプラグを充電台のDCジャックにし
っかり差し込みます。

②ACアダプターの電源プラグを交流100Vのコンセン
トにしっかり差し込みます。

③充電表示ランプが赤色に点灯します。
④充電6時間後に、充電表示ランプが消灯します。

充電表示ランプ点灯
（赤色）

②

①
差し込む

すき間ノズル

DCジャック

差し込む

はずす 差し込む

抜く
②

DC
ジャック

抜く

伸縮ホースを使ったお掃除

上手な掃除のしかた

　注意

●たたんだ状態でハンドルを持って、お掃除したり本体を持
ち上げないでください。　　　　　　　　　　　　　　　
手をはさんだり、本体が落下してけがをしたり、床やクリー
ナーを破損することがあります。

●床やじゅうたんに強く押し付けると床やじゅうたんを傷める
ことがあります。

●ホースは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。　
ホースの変形や、破れ、故障の原因になります。

　注意

●パワーブラシを床面に強く押し付けたり、横にすべらせて掃除しないでください。
●使用後は、必ずスイッチを「切」にしてください。

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。

せまいところ・部屋のすみ

すき間ノズル
はせまいとこ
ろや、部屋の
すみなどの
お掃除に使
います。

床目にそって軽く動かし

ましょう。

フローリング

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。

1.本体後部の伸縮ホースの下側を
　 はずします。

3.ハンドルを持ってご使用ください。

4.使用後は、伸縮ホースを取付けてください。

2.すき間ノズルを差し込んでください。

じ ゅ う た ん
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お手入れの際には必ず、スイッチお手入れのしかた…

本体・充電台・ACアダプター

ダストカップ・すき間ノズル・メッシュフィルター　

●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。
●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。

ゴミを落とします。

汚れがひどいときは、歯ブラシなどを

使うと便利です。

（メッシュフィルターに限る）

●大きなゴミ、長いゴミ、大量のゴミを一度に吸い込むと、図の矢印部分（本体の吸込口、伸縮ホース内
部、パワーブラシ内部、ダストカップの通気口）にゴミが詰まっていることがあります。

●急に吸込力が落ちた時やゴミが詰まった時は、各部を取り外して点検した後、ピンセットや割り箸な
どでゴミを取り除き、お手入れしてください。

お願い

●メッシュ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の熱風で乾燥させないでください。
●すすぎが不十分ですと、使用のときに、泡が出たり目がつまる原因になります。

●汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、ゴミを落としてからつぎのように水洗いしてく
ださい。

1.中性洗剤を少しつけて、軽くなでるように洗浄してください。

2.水で十分すすいだのち、陰干しで十分乾燥させます。

中性洗剤をつけ、表面を軽くなでるように洗います。
●強くこすらないでください。
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　　　　　　　　　　　　　　　を「切」にして、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。

パワーブラシ 伸縮ホース

糸くず、毛髪などがからみ付いたときは、回転ブラシ
のお手入れをしてください。

伸縮ホースを本体からはずして内側のゴミを取り除
きます。

●通常のお手入れ
　回転ブラシに巻き付いた異物は、回転ブラシを手
でゆっくり回しながら取り除いてください。

パワーブラシは掃除機本体より取りはずしてから
お手入れしてください。
（5ページをご覧ください。）

モーター保護フィルター

●モーター保護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器など熱風で乾燥させないでください。
●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.モーター保護フィルターをつ
まみ出して、ゴミを落とします。

2.モーター保護フィ
ルターを水で洗
います。

3.陰干しで十
分 乾 燥 さ
せます。

モーター保護フィルター

伸縮ホース

確実に取付ける

確実に取付ける

はずす

はずす

　注意
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ご注意とお願い

消耗部品と交換について

ゴミの捨てかた

交換用の紙パックについて

紙パックの取付け

紙パックは必ず当社指定の紙パックをお使いください。

●指定以外のものを使用すると故障の原因となる場合があり、性能・品質を保証できません。
●紙パックは、直射日光を避け、できるだけ包装用袋に入れたまま小児の手の届かないところに保管してください。

お願い

1.ふたを開ける。

3.本体ケース内にこぼれたゴミ
　 を捨てる。

2.ふたのつめを本体のくぼみに
　 合わせてふたを閉める。

2.紙パックフックを①引き、紙
　 パックを②取り出し、捨てる。

紙パックは破れたまま使用しないでください。
故障の原因になります。

紙パックを必ずセットして使用してください。
入れ忘れるとふたが閉まらず、無理に閉めると故障の原因
になります。

ゴミは早目に捨ててください。
故障の原因になります。

紙パックの外にゴミがこぼれ
たときは取り除いてください。
故障の原因になります。

強　制

強　制

強　制

禁　止

紙パックの入れ忘れや、
正しくセットされてい
ないときはふたがし
まりません。

紙パックの端を挟み
込まないように、ケー
ス内に入れてください。

こぼれたゴミを捨て
ないとフィルターの
目づまりや、本体内部
に入り込みモータ故
障の原因となります。

1.紙パックはボール紙を下の溝に
差し込み、紙パックフックを引き
ながらボール紙の上端を紙パッ
クフックのつめに引っかけます。

溝

紙パックフック
のつめ

閉める

ふた

ふたつまみ

紙パックフック

紙パック

押す

紙パックについて…紙パックを交換する前には必ず本体のスイッチを「切」にしてから
交換してください。

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表
示しています。
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

〒９５９-０２９２　新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田２０８４-２

ツインバード工業（株） 「お客様サービス係」　

TCーKP01
（5枚入）

製品番号 製　品　名 価　　　格

消臭・防菌
2層紙パック

630円
（本体価格600円）

TCー4330
（10枚入）

製品番号 製　品　名 価　　　格

防虫・防菌
2層紙パック

1,050円
（本体価格1,000円）
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1.パワーブラシを裏返し、ブラシ
　 カバーをはずします。

2.回転ブラシをはずします。

4.回転ブラシを取付けます。

5.ブラシカバーを取付けます。

3.ゴミを取り除きます。

①ブラシカバーの溝にコインを入れ「ひらく」
    の位置まで回します。

②ブラシカバーを持ち上げてはずします。

①プーリーをベルトに通します。
②右側の溝に軸受けを差し込みます。
③左側の溝に軸受けを入れます。

①ブラシカバーの凹部をパワーブラシの凸
部にかけてブラシカバーを取付けます。

②ブラシカバーの溝にコインなどを入れ「しま
る」の位置まで回してブラシカバーを閉め
ます。

③回転ブラシが回ることを確認してください。

軸受け
軸受け

溝（左側）
溝（右側）

ベルト

プーリー

①

③

お願い

●薬剤、漂白剤などは使用しないでください。
●毛の硬いブラシなどで洗わないでください。
●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
●パワーブラシ（吸込口部）は水洗いしないでください。

回転ブラシが回せないときのお手入れ

●お手入れの際に回転ブラシが回せないときや、ゴミが取りにくいときは、以下の手順でお手入 
れしてください。

回転ブラシの両端のゴミを取り除いてください。
汚れがひどい場合は、水洗いした後、乾いた布で水を
拭き取り、陰干しして、十分に乾燥させてください。
回転ブラシに注油しないでください。
（樹脂が割れたりします。）

切り欠き部

ブラシカバーの凸部

②

凹部

①回転ブラシの左側を持ち上げます。
②プーリーをベルトからはずします。

ベルト

①
②

プーリー

ブラシカバー
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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。

調べるところ 処　　　　置こんなときは？

スイッチを入れても
モーターが回らない。

スイッチを操作しな
くても停止してしまう。

電池が消耗していませんか？ 充電してください。　　→9ページ

充電してください。　　→9ページ

つまったゴミを取り除いてください。
　　　　　　　　→12・13ページ

メッシュフィルターのお手入れをし
てください。　　　　　→11ページ

取り除いてください。 
　　　　　　　　→12・13ページ

電源プラグをコンセントに差し込ん
でください。　　　　　 →9ページ

スイッチを「切」にしてから本体を充
電台にセットしてください。

本体を充電台にセットし直してく
ださい。　　　　　　 →9ページ

再充電しても使用時間が著しく短
い場合、電池の寿命が尽きたもの
と考えられます。　　→15ページ

パワーブラシにゴミがつまっていま
せんか？

電池の充電エネルギーが不足すると
自動的に運転を停止します。

メッシュフィルターが目づまりして
いませんか？

パワーブラシの安全装置がはたらい
ていませんか？

サイクロン集じん部のゴミがゴミ捨
てラインを越えていませんか？

同じ紙パックのまま使い続けていま
せんか？

伸縮ホースがはずれていませんか？

伸縮ホースにゴミが詰まっていませ
んか？

パワーブラシの安全装置の項を参考
にお手入れしてください。
　　　　　　　　　  →5・6ページ

サイクロン集じん部内にあるゴミを
捨ててください。　　　→8ページ

伸縮ホースのゴミを取り除いてくだ
さい。　　　　　　　　→12ページ

伸縮ホースを本体に確実に差し込ん
でください。　　　　　　　

パワーブラシと本体の接続が不充分
ではありませんか？

確実に差込んでください。

新しい紙パックに交換してください。

回転ブラシやブラシ停止スイッチに、
糸くずやゴミがはさまっていませんか？

電源プラグがコンセントから抜けて
いませんか？

本体が充電台にきちんとセットされ
ていますか？

スイッチは「切」になっていますか？

プラグを充電台のジャックに差し
込んでください。　　 →9ページ

プラグが充電台のジャックから抜け
ていませんか？

スイッチを入れて動かなくなるまで、
電池を使った後、スイッチを切って
再度正しく充電してください。

充電表示ランプが
点灯しない。

吸込力が弱い。

回転ブラシが
回らない。

使用時間が短くな
った。
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電池交換について

ニカド電池について…ニカド電池は、消耗品ですので保証適応外となります。

●取り出す前に完全に停止するまで運転させてください。
●取り出す時は本体のスイッチを「切」にしてください。

ニカド電池の取り出しかた

製品廃棄のときは

ニカド電池の取付けかた

1.ネジをはずし、電池ふたを開けます。
1.電池を本体にセットします。

ネジ

電池ふた

電池をセット

ツメ

コネクター

ニカド電池

3.取り出したニカド電池
はリサイクル協力店へ
お持ちください。

3.電池ふたのツメを本体の凹に合
わせてネジで固定します。　　
交換した後は、必ず充電してか
らお使いください。

①矢印の部分を押しながら、
②引っ張ります。

（●リード線をはさまないように電池ふた　　を閉めてください。   　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2.コネクターをはずして電池を取
り出します。

2.コネクターを差し込み、図のよう
に納めます。

①

①

②

②

約6時間充電しても1～2分程度で動かなくなるような時はニカド電池の寿命が考えられますので、修理・交
換等については17ページの当社「お客様サービス係」までご相談ください。

この製品に使用しているニカド電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。製品が古くなりお
使いにならない場合はニカド電池を取り出して協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力く
ださい。

内蔵のニカド電池は、約500回の充放電ができます。ただし、周囲温度や使用時間などで変わります。

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表
示しています。
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

〒９５９-０２９２　新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田２０８４-２

ツインバード工業（株） 「お客様サービス係」　

TCーAF49

製品番号 製　品　名 価　　　格

ニカド電池パック 4,725円（本体価格4,500円）

●取付けるときは本体のスイッチを「切」にしてください。
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仕 様

電 源 方 式

充 電 電 源

（ ACア ダ プ タ ー ）

電 池

充 電 時 間（約）

使 用 時 間（約）

製 品 寸 法（約）

製 品 質 量（約）

ACアダプターコード長さ

使 用 温 度 範 囲

付 属 品

充電式

入力：AC100V　50／60Hz　16VA

出力：DC30V　300mA  　 　　

ニカド電池

6時間

標準：15分 

強：8分

4.0kg（付属品含）（本体：3.2kg）

約1.8m

0℃～40℃

充電台…1、ACアダプター…1、パワーブラシ…1、

すき間ノズル…1、紙パック…1（本体セット済み）

本　体：255×175×1015mm

収納時：255×255×570mm
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アフターサービス
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当社「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。

4.補修用性能部品の最低保有期間
●このコードレス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。

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）0120－337－455
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

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。

〈修理料金のしくみ〉
  修理料金は、技術料・部品代などで構成されて  
　 います。

技術料

部品代

故障した商品の修理および部品交換
などの作業にかかる料金です。

修理に使用した部品代金です。
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