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1. 安全管理

安全管理項目
電気器具を使用する場合の、基本的な注意事項ですので必ず従って下さい。
使用する前に全ての指示をお読み下さい。

火災、感電、損傷を防ぐために
・ 屋内用です。屋外で使用しないで下さい。
・ コンセントにつないだままにしないで下さい。使用しないときや点検をするときは電源ス
イッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから外して下さい。

・ 遊具として扱わないで下さい。特に近くに子供がいる場合は十分に注意して下さい。
・ 取扱説明書に記載されている用途以外で使用しないで下さい。目的に合ったメーカー推奨の
アタッチメントを使用して下さい。

・ コードやプラグは破損しないよう丁寧に扱って下さい。コードを持って引っ張ったり、コー
ドでドアを開閉したり、鋭い角にコードを引っ掛けたりしないで下さい。使用中に、本機で
コードを轢かないないようにして下さい。またコードを高温の物に近づけないで下さい。

・ 延長コードは使用しないで下さい。規格にあった電源を使用して下さい。
・ 電源スイッチを「OFF」にしてからプラグをコンセントから抜いて下さい。
・ コードを引っ張ってプラグを抜かないで下さい。プラグを持ってコンセントから抜いて下さ
い。

・ 濡れた手で本機やプラグに触れないで下さい。また素足で使用しないで下さい。
・ 吸引力が低下しますので、吸い込み口を異物（毛髪、糸くず、ゴミなど）でふさがないで下
さい。

・ 火のついた物、タバコ、マッチ、熱い灰を吸い込まないで下さい。
・ ダストボックス、フィルターを付けずに使用しないで下さい。
・ 段差のある場所で使用する時は十分に注意して下さい。
・ 可燃物や燃えやすい液体（ガソリン等）を吸い込まないで下さい。
・ 室内の風通しの良い乾燥した場所で保管して下さい。
・ モーターの故障を防ぐため 15分毎に約 1分間、電源を切ってモーターを冷却して下さい。
・ 1日に 4時間以上使用しないで下さい。
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2.1 各部の名称

排気接続部
電源スイッチ

ホース接続部

ダストボックス
サクションホース

キャスター

フロアーブラシ
ホイール

電源コード

ハンドル

止め金

風量調整スライド

コーナーノズル

ブラシノズル

注：用途に応じてアタッチメントを交換して下さい。

2.2 仕様
型　　式 MVC201 MVC301 MVC401

乾湿両用
電　　源 (V) 100
周 波 数 (Hz) 50/60
吸込仕事率 (W) 185
消費電力 (W) 1200
真空度 (kPa) 17.1
騒音レベル (dB) 84
集塵容量 (L) 20 30 40
吸水量 (L) 6 16 26

ブロアー時風量 (m3/min) 2
電源ケーブル長 (m) 10

本体寸法 (W× D× Hmm) 386× 415× 525 386× 415× 635 386× 415× 765
質量 (kg) 8 8.5 9

2. 各部の名称



4

3. 組立て

(1) 

留め金具を外してダストボックスの中のホ
イール、キャスター、メッシュシート、コーナ
ノズル、ブラシノズル、ネジ（4本）を取り出
します。

(2) 
ダストボックスの底面にホイール (2箇所）を
ネジで止めます。

ホイールには左右がありますので取付に注意して
下さい。

キャスターを底面に差込みます。

(3) 
ホースのコネクターを本体の吸引接続部①に
接続します。
ブロワーとして使用する時は排気接続部②に
ホースを接続します。

止め金具

注意

②

①
ホース接続部
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 組立て

(4) 
ホースのコネクターを右（時計回り）に回すと
ロックされます。
取外す時は左（反時計回り）に回します。

(5) 
サクションホースにサクションパイプを差し
込みます。

サクションパイプの中央部にあるスライド
ロックを前方に指で押しながらサクションパ
イプの長さを調整します。
スライドロックを離すとその長さでサクショ
ンパイプが固定されます。

(6) 
サクションパイプにフロアーブラシを差し込
みます。

用途の応じて付属のコーナーノズル、ブラシノズ
ルを取り付けて下さい。

サクションパイプ

フロアー
　ブラシ

サクション
パイプ

注意
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使用方法

(1) 

プラグをコンセントに差込みます。

濡れた手でコンセントの抜差しをしないで下さい。
感電するおそれがあります。

(2) 
電源スイッチを「ON」にします。

電源スイッチは防水仕様になっています。破損し
たまま使用すると感電するおそれがあります。
電源スイッチの防水カバーが破損したときは購入
された販売業者または当社支社・営業所で修理し
て下さい。

(3) 
風量調整スライド
風量調整スライドを前側（閉）にスライドさせ
ると吸引力または吐出力が大きくなり、後側
（開）にスライドすると小さくなります。

注意　液体を吸引する時は、ダストボックス内を「空」にしてから行って
下さい。

警告

「OFF」
「ON」

警告

4. 使用方法
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5. ゴミの処理

警告　�ゴミを捨てるときは電源スイッチを「OFF」にしコンセントからプラ

グを抜いてから行って下さい。

(1) 

止め金具を外します。
ブロワーを本体から取り外します。

(2) 
ダストボックスのごみを捨てます。

液体を吸引した時はダストボックスの内部を清水
で洗浄し乾かしてから元に戻して下さい。そのま
ま放置すると錆や故障の原因になります。

重要� �本製品は、水を吸引しダストボックスが満タンになるとフロート式

の弁の開閉より吸引力を抑える構造になっています。

� ※�ダストボックスが満水になりフロート式の弁が閉じ、吸引力が弱

くなったり、吸引しなくなった場合は、すぐにダストボックス内の

水を捨てて下さい。そのまま使用を続けると故障の原因になりま

す。

� ※�フィルターが汚れた状態で吸水を続けると弁が作動せずに水があ

ふれ出すことがあります。早めにダストボックスの水の処理と

フィルターを清掃して下さい。

� ※�フロート式の弁が閉じていない吸水状態（満タンになっていない

状態）でダストボックスを大きく動かしたりするとダストボック

ス内の水がゆれて、排気接続部から水が漏れだす場合があります。

止め金具

注意
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6. フィルターの清掃

フィルターがホコリやごみで目詰まりをすると吸引力または吐出力が低下します。
目詰まりをしたまま使用すると本機の寿命を縮めることになります。使用する前に
フィルターを点検して目詰まりしていれば早めに洗浄して下さい。

警告　�フィルターを清掃するときは電源スイッチを「OFF」にしコンセント

からプラグを抜いた後に行って下さい。

注意　・ フィルターを外したまま使用しないで下さい。本体にゴミが詰まっ
て故障の原因になります。

　　　・ メッシュシートを外したまま使用しないで下さい。フィルターの
寿命を縮める原因になります。

(1) 

フィルターストッパーを緩めてストッパーを
とり外します。

フィルターをブロワーから抜き取ります。

(2) 
メッシュシートをフィルターから外します。
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 フィルターの清掃

(3) 
メッシュシートとフィルターを水道水で洗浄
します。

(4) 
メッシュシートとフィルターをよく乾燥させ
て元のとおり取り付けます。

フィルター、メッシュシートの汚れがひどいとき
は交換して下さい。

注意
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7. トラブルシューティング

吸引力が弱いと感じたら下記の場所をチェックしてください。

・ ダストボックスとブロワーがしっかりとはまっているか。

・ ホースハンドルの風量調整スライドが開いていないか。

・ フィルターやメッシュシートが汚れていないか。

・ ホース内にゴミが詰まっていないか。



バキュームクリーナー MVC201/MVC301/MVC401保証書

本保証書は日本国内のみ有効です。This Warranty is valid only Japan
お客様の正常なご使用において万一故障が発生した場合は、当保証書記載の規定により、無償
で交換または修理させていただきます。

1. 保証期間内（お買上げ日より６ヶ月間）に正常なご使用状態において万一故障が発生した
場合は、無償で交換または修理させていただきます。その際はお買上げの販売店にご連絡
下さい。

2. 次のような場合には保証期間内の故障でも有償とさせて頂きます。 
（郵送料等諸掛りはお客様のご負担となります。）
1) 本保証書にお買上げ日及び販売店名の記入 •捺印が無い場合。
2) 誤用 •乱用及び取扱不注意、取扱説明書の禁止事項による故障又は損傷の場合。
3) 弊社指定の販売店以外での修理 .改造 •分解が行われた場合。
4) 火災 •地震 •水害及び盗難等の災害 •不適切は移動 .落下などの場合。
5) 使用中に生じたキズ •汚れなどの外観上の変化、ガソリン •エンジンオイルなどの汚れ。
6) 付属品の交換。
7) 原因が本製品以外に起因する場合。
8) 本保証書の指示がない場合及び必要事項の記入が無い場合。

製品名 バキュームクリーナー 本製品番号

お
客
様

ご住所　〒

ご氏名
お買上げ日 　　　　年　　月　　日 保証期間 お買上げ日より６ヶ月間

販
売
店

ご住所　〒

ご氏名

本保証書は製品番号、お買上げ日、販売店の記載がない場合は、無効とします。
必ずご確認いただき、記入なき場合はお買上の販売店にお申し出下さい。
この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償で交換又は修理をお約束するも
のです。
したがいましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。



販売元

TEL 0748-75-2171 FAX 0748-75-0294
1905


