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English

IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS
When using an electrical appliance, you should always follow 

these basic precautions.

READ ALL INSTRUCTIONS 
BEFORE USING YOUR 
VACUUM CLEANER

WARNING - TO REDUCE 
THE RISK OF FIRE, ELECTRIC 
SHOCK, OR INJURY:
• Fully assemble before operating.

• Intended for household use only.

• Do not use outdoors or on wet surfaces.

• Do not leave the vacuum cleaner unattended when it is plugged 

in. Unplug it from the outlet when you are not using it and 

before servicing.

• Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary 

when used by or near children.

• Use only as described in this manual. Use only manufacturer 

recommended attachments.

• For the purposes of recharging the battery, only use the 

detachable power supply unit provided with this device.

• Do not use with a damaged cord or plug. If the appliance is not 

working as it should, or has been dropped, damaged, or dropped 

into water, contact our customer service for advice.

• Do not handle the plug or appliance with wet hands.

• Do not unplug the adapter by pulling on the cord. To unplug, 

grasp the plug, not the cord.

• Do not put any object into openings or vents. Do not use if any 

opening is blocked. Keep free of dust, lint, hair, and anything else 

that may reduce airflow.

• Keep hair, loose clothing, fingers, and other body parts away 

from openings and moving parts.

• Turn off all controls before unplugging.

• Use extra care when cleaning on stairs.

• Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as 

gasoline, or use in areas where they may be present.

• Do not pick up anything that is burning or smoking, such as 

cigarettes, matches, or hot ashes.

• Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, 

screws, coins, etc.

• Do not use without the dust collector and/or filters in place.

• Store your vacuum cleaner indoors, in a cool and dry area.

• Make sure that the outlet voltage corresponds to the voltage 

rating on the charger's label.

• Recharge only with the charger specified by the manufacturer. 

Do not use the charger to charge any other appliance.

• To avoid excessive heat and damage to the appliance or battery, 

do not operate the vacuum cleaner while charging.

• Do not attempt to repair or disassemble the appliance. There 

are no user-serviceable parts inside.

• This appliance is not intended for use by persons (including 

children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 

or lack of experience and knowledge, unless they have 

been given supervision or instruction concerning use of the 

appliances by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play 

with the vacuum.

• This appliance includes a rechargeable lithium-ion battery pack. 

Do not expose battery pack to high temperatures, as it may 

catch fire and/or explode.

• Do not attempt to disassemble the battery pack.

• The battery must be removed from the device before the device 

is disposed of.

• The device must be disconnected from the mains supply when 

removing the battery.

• To remove the battery from the device, you first need to 

dissemble the main body enclosure using a screwdriver. When 

you remove it, you will see the battery pack. Disconnect all the 

quick connectors on the PCB and remove the PCB from the 

battery pack by screwdriver.

• The used battery should be placed in a sealed plastic bag and 

disposed of safely according to local environmental regulations.

• Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If 

any liquid gets on the skin, wash quickly with soap and water. 

If any liquid gets into the eyes, do not rub eyes, immediately 

flush them with clean water continuously for a minimum of 15 

minutes. Seek medical attention immediately.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

日本語

安全上のご注意
本製品をご使用の際は常に以下の点にご注意の上、使用してください。
本製品をご使用になる前に必ず本説明書内の全ての項目に目を通し
てください。
警告 - 火事・感電・人への危害を防ぐために:

• ご使用前に全ての必要な部品を組み立ててください。
• 本製品は屋内でのみ使用できます。
• 屋外や床が濡れている場所では本製品を使用しないでください。
• 本製品をコンセントに接続している間はその場を離れないでくださ
い。ご使用していない時やお手入れの際は本製品をコンセントから外
してください。

• 子供が本製品で遊ぶことがないように注意してください。子供に十分
な注意を払える環境でない場合、本製品を使用しないでください。

• 付属品は推奨されているもののみを使用し、また取扱説明書に記載の
ない方法で使用しないでください。

• バッテリーを充電する際は、必ず付属の取り外し可能な充電器を使用
してください。

• コードや電源プラグに損傷がある場合は使用しないでください。本製
品が正常に動作しなかったり、落下・損傷してしまったり、水に浸か
ってしまった場合は当社のカスタマーサポートにご連絡ください。

• 濡れた手で電源プラグや本製品を触らないでください。
• ACアダプタを抜く際には、コードを引っ張らずに電源プラグを持っ
て抜いてください。

• 吸込口やすき間にものを入れないでください。もしすき間がふさがっ
ている場合は本製品を使用しないでください。ほこりや糸くず、髪の
毛やその他気流に悪影響を及ぼすものは取り除いてください。

• 髪や指などの身体の各部位や衣類を吸込口や動作部に近づけないでく
ださい。

• 本体の電源を切った後に電源プラグを抜いてください。
• 階段でのご使用は十分に注意してください。
• ガソリンなど可燃性の液体は吸い込まないでください。また可燃性の
液体が近くにある場所では使用しないでください。

• たばこやマッチ、灰のような燃えていたり、煙が発生しているものに
対して本製品を使用しないでください。

• ガラスやくぎ、ねじ、小銭のような硬かったり、尖ったものに対して
本製品を使用しないでください。

• ご使用の際は必ずダストケースとフィルターを取り付けてください。
• 本製品は高温多湿を避け、屋内に保管してください。
• 本製品のラベルに記載の定格電圧に対応したコンセントでご使用く
ださい。

• 指定の充電器でのみ充電いただけます。指定の充電器を使って、その
他の製品を充電しないでください。

• 本製品またはバッテリーへの過度な発熱とダメージを防止するため、
充電しながらの使用はしないでください。

• 本製品を分解したり、ご自身で修理したりしないでください。内部に
お客様ご自身で操作できる部分はありません。

• 本製品は身体的または精神的に未成熟な方、経験や知識が十分でない
方(子供を含む)のご利用を意図していません。安全に関して責任を持
つことのできる方が監視または指示できない場合は使用しないでく
ださい。

• 子供が本製品で遊ぶことがないように必ず監視をしてください。
• 本製品は繰り返し充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載してお
ります。発火や爆発の恐れがありますので高温な環境でのご使用を避
けてください。

• バッテリーを分解しないでください。
• 本製品を破棄する前には、必ずバッテリーを機器から取り外してく
ださい。

• バッテリーを取り外す際は、本製品をACアダプタや充電器に接続し
ないでください。

• 本製品からバッテリーを取り外す際は、まずドライバーを使用して本
体の囲みを取り外してください。囲みを取り外すと、バッテリーパッ
クが見えます。電子回路基板上にあるコネクターをすべて取り外し
て、その後ドライバーを使用して、バッテリーパックから電子回路基
板も取り外してください。

• 使わなくなったバッテリーはビニール袋に密閉し、自治体の環境規制
に従って安全に処理してください。

• 異常が発生し、バッテリーから液体が漏れる可能性があります。漏れ
た液体が皮膚に触れた場合、すみやかに石鹸と水を使って洗い流して
ください。目に入った場合はこすらず、すぐにきれいな水で15分間以
上洗い流し、ただちに医療機関の指示に従ってください。

これらの注意を守って正しくお使いください

Product Number T2401 
Vacuum Cleaner

SM-A440-V01

At a Glance
外観
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English

Handle 

On / Off button 

Power saving button

Charging socket

Power indicator

Dust collector release button

Dust collector

HEPA-style filter

Floor brush release button 

Headlight 

Motorized floor brush 

Charging adapter 

Wall mount

Mounting hook

Screws (×3)

Plastic wall anchor (×3)

日本語
スティックハンドル 

電源ボタン 

強弱ボタン
充電ソケット
電源表示ランプ
ダストケース取り外しボタン
ダストケース
HEPA式フィルター

モーターヘッド取り外しボタン 

ヘッドライト
モーターヘッド
ACアダプタ
壁取り付け具
マウントフック
ねじ (× 3)

プラスチック鋲 (× 3)
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日本語

- 初めてご使用する際は、満充電してからご使用ください。
-充電中は絶対にHomeVacを使用しないでください。

HomeVacを壁に設置します。
充電ソケットに丸型コネクタを差し込みます。
コンセントに ACアダプタを差し込みます。

T 充電残量が少なくなると、電源表示ランプが点滅します。

Cleaning and Maintenance

クリーニングとメンテナンス方法

Always unplug HomeVac from the main supply before cleaning 
or maintenance.

お手入れする際は、ACアダプタがコンセントに挿さっていないこと
を確認してください。

• Empty the dust collector

ダストケースを空にする方法

1 2 3

4 5

English

Press the dust collector release button to separate the dust collector. 

Hold the dust collector over a garbage can, and then pull the tab 
near the bottom of the collector.

Remove and separate the filter assembly.

Rinse the filter assembly with water.

Replace the filter assembly when it is thoroughly dry.

Re-fit the dust collector into the main body.

日本語

ダストケース取り外しボタンを押し、ダストケースを取り外します。
ごみ箱の上でダストケースを持ち、底部付近のレバーを引きます。
フィルター部分を取り出します。
フィルター部分を水ですすぎます。
しっかりと乾燥させてから、フィルター部分を戻します。
本体にダストケースを取り付けます。

日本語

電源コンセントが近くにある場所で行ってください。
床から 1.2mの高さを測ってください。
9ページように穴あけ図を切り取ります。
穴あけ図を壁に貼り付け、印のある三か所にドリルで穴を空けます。
プラスチック鋲をしっかりと押し込みます。
壁取り付け具を固定します。
マウントフックを穴にはめ込みます。
台座に HomeVacを設置します。

Using Your HomeVac

使用方法

English

Press  to turn HomeVac on.

Press  to reduce the suction power, press again to restore 
normal suction power.

T
If suction power is low, empty the dust collector, clean the filter 
and remove any obstructions from the nozzle.

日本語

ボタンを押し、HomeVacの電源をオンにします。
ボタンを一度押すと吸引力が弱くなり、もう一度押すと元

の強さに戻ります。

T
吸引力が弱い場合は、ダストケースを空にし、フィルターをき
れいにし、さらにノズルについたほこりを取り除いてください。

Charging Your HomeVac

HomeVac本体の充電方法
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English

- The battery needs to be fully charged before first use.

- Never operate HomeVac when it is charging.

Mount HomeVac onto the wall.

Insert the round connector into the charging socket.

Plug the adapter into a wall outlet.

T The power indicator will flash when battery is low.

Assembling Your HomeVac

HomeVacの組み立て方法

1 2 3

English

Unscrew the bolt.

Insert the handle into the main body and secure with the bolt.

Lower the main body onto the floor brush until it clicks into place.

T
Be careful not to trap the wire when inserting the handle into 
the main body.

日本語

ボルトを取り外してください。
ハンドルを本体に差し込み、ボルトを締めます。
カチッと音がするまで本体をモーターヘッドに差し込みます。

T
ハンドルを本体に差し込む際、ケーブルを巻き込まないよ
うご注意ください。

Wall Mounting Your HomeVac
HomeVacの壁への設置方法

1.2 m

4 5

English

Make sure there’s a power source nearby.

Measure 1.2 meters from ground.

Cut out the Drill Hole Marker on page 9.

Paste the Drill Hole Marker on the wall and drill 3 holes as marked.

Push the plastic wall anchors fully into the holes.

Screw the wall mount into place.

Slip the wall mounting hook into the slot.

Slide HomeVac down into the holder.

• Clean the brush bar

ブラシの清掃

English

Press the floor brush release button to separate the floor brush.

Pull the locking button and lift the brush bar out.

Carefully cut off any hair or fibers caught in the brush.

日本語

モーターヘッド取り外しボタンを押し、モーターヘッドを取り外します。
ロックボタンを引っ張り、ブラシを取り外します。
ブラシに付着した髪の毛や繊維を丁寧に取り除きます。
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Specifications

製品の仕様

Model

型番 T2401

Voltage

電圧 DC 28.8 V

Wattage

ワット数 140 W

Size

サイズ 261 × 491 ×  1092 mm / 10.3 × 9.3 × 43.0 in

Customer Service
カスタマーサポート

18-month limited warranty

18ヶ月保証 

Lifetime technical support

テクニカルサポート 

support@eufylife.com

03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 ( )

@EufyJapan @Eufy_JP @Eufy_JP


