保証とアフターサービス

取扱説明書

この商品には保証書がついています。

保証期間後の修理は・・・

保証書は販売店にて所定事項を記入してお
渡しいたしますので、内容をよくお読みの
うえ大切に保管してください。

販売店または当社サービスセンターにご相
談ください。修理によって機能が維持でき
る場合は、ご要望により有料修理いたしま
す。ただし、補修用性能部品の最低保有期
間は、製造打ち切り後6年です。

保証期間はお買い上げの日から1年間
です。
保証期間中でも有料になることがあります
ので、保証書をよくお読みください。

注）補修用性能部品とは、その商品の機能
を維持するために必要な部品です。

保証書付

コードレス電動ブラシ掃除機マホウキ
品番

この商品についてのご質問は

株式会社

このたびはお買い上げいただきまして、まことに
ありがとうございます。

TEL. 03-6404- 6687 FAX. 03-6404- 6730

・この取扱説明書は「ZT-BC15-XX※」用です。
（※＂XX＂は本体色品番）
・ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく
お使いください。
・お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保
管してください。

営業日：月曜～金曜（但し、祝日は除きます）お電話受付時間 9：30～17：00

〒143-0006 東京都大田区平和島5丁目3番1号

株式会社

本社
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ZT-BC15

様

ご住所

お 客 様

お名前

品

保証期間

年

月

日

お買い上げ日より

対象部分

1年

消耗部品は除く

本体

取扱販売店

電話番号
お買い上げ日

◎お手入れ
お手入れ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 12
バッテリーについて －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 14
充電式バッテリーの交換方法－－－－－－－－－－－ 14
保管のしかた －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 16

持込修理

本書はお買上げの日から左記期間
中故障が発生した場合には、本書
記 載 内 容で無 料 修 理を行なうこと
をお約束するものです。
詳細は裏面をご参照ください。

住所・電話番号

株式会社
印

〒111-0043

ZT-BC15

東京都台東区駒形2-5-4

家庭用
この商品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源・電圧が
異なりますので使用できません。
This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

◎困ったときに
故障かな！？と思ったら－－－－－－－－－－－－－－－－－ 17
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充電式バッテリーの廃棄について －－－－－－－ 19
保証とアフターサービス －－－－－－－－－－－－－ 巻末
（保証書）－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 巻末

安全上のご注意 －必ず守ってください－

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みください。

「人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容」
を表わしています。

警告

「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表わしています。

注意

「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。

また、風呂場などの水場では絶対に使用し
ない。

単独で使用 ほかの 機 器と併用すると、発 熱により故

けがの原因になります。

障・火災の原因になります。

使用禁止

充電時以外はACアダ
プターをコンセントか
プラグを ら抜く

動作中はロールブラシに触らない

してはいけない「禁止」の
内容を表わしています。

必ず実行していただく「強制」の
内容を表わしています。

危険（バッテリー）
分解･改造はしない
禁止

禁止

禁止

バッテリーを単独、ほかの充電機器で
充電しない

バッテリーの端子間を金属などで接触
させない。（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）
バッテリーがショートし、発熱・破裂・発
火の原因になります。

液漏れ･発熱･破裂･発火の原因になります。

禁止

禁止

プラグを 異常のまま充電を続けると火災や感電の原
抜く
因になります。充電を停止してお買い上げ

の販売店または当社サービスセンターにご
相談ください。（⇒巻末参照）

改造はしない。また、修理技術者以外
の人は、分解したり修理をしない
分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理

本体に乗らない

はお買い上げの販売店または当社サービス
センター（⇒巻末参照）にご相談ください。

ほかの機器で充電しない

火中に投入したり加熱しない

異常時（焦げくさいなど）は、充電を
停止してACアダプターのプラグを抜く

感電・ショート・発火の原因になります。

禁止

バッテリーの液漏れ・発熱・破裂・発火の
原因になります。

けがや故障の原因になります。
禁止

ACアダプターの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。
また、重いものをのせたり、はさみ込
んだりしない

ぬれた手で、ACアダプターを抜き
差ししない
ぬれ手禁止 感電・ショートの原因になります。

ACアダプターのコードが破損し、感電･
火災の原因になります。
禁止

付属のACアダプターを必ず使用する
注意

本体・ACアダプターの電源接点の端
子間を金属などで接触させない（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）

ほかのACアダプターを接続したり、ほか
の商品に接続すると火災や故障の原因に
なります。

倒れやすいもの、壊れやすいものの近
くで使用しない

バッテリーがショートし、液漏れ・発熱・
破裂・発火の原因になります。

使用禁止 けがや故障の原因になります。
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困ったときに

確実に 不完全な差し込みは、感電や発熱による
差し込む 火災の原因になります。

2

引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、
ガソリン・シンナー）の近くで使用しない。
また、これらのものを放置しない
爆発や火災の原因になります。

ACアダプターのプラグは根元まで
確実に差し込む

禁止

感電・漏電・火災の
原因になります。

お手入れ

バッテリーの液漏れ・発熱・破裂・発火の
原因になります。

抜く

ACアダプターのコードやACアダプ
ターのプラグが傷んだり、コンセント
の差し込みがゆるいときは使用しない
使用禁止

バッテリーの液漏れ・発熱・破裂・発火の
原因になります。

本商品以外の機器に接続しない
過電流などにより、バッテリーの液漏れ・
発熱・破裂・発火の原因になります。

けがをするおそれがあります。
接触禁止

お掃除をする

バッテリーを落としたり強い衝撃を与
えたりしない

液漏れ･発熱･破裂･発火の原因になります。

禁止

定格15A・交流100Vのコンセントを
単独で使用する

こどもだけで使用させない

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止

使用禁止 過熱して火災の原因になります。

水ぬれ禁止 感電・ショート・火災の原因になります。

ご使用前の準備

危険

本体にタオルやふとんなどをかけて使
用しない

本体・ACアダプターを水につけたり、
水をかけたりしない

誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。

ご使用の前に

警告（本体、ACアダプター）

◎ここに示した注意事項は、本商品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や損害を未然に
防止するためのものです。必ず守ってください。

使用上のご注意

安全上のご注意

ACアダプターは、必ずACアダプター
本体を持ってコンセントから引き抜く

ときどきはACアダプターのプラグの
点検を行なう

プラグを ACアダプターのコードが破損し、感電や
持って抜く ショートして発火することがあります。

プラグの コンセントやACアダプターのプラグにほこ
点検
りがたまっていると湿気が加わることで電

流が流れ、火災の原因になることがありま
す。ACアダプターがはずれかけていたり、
破損したりしている場合は特に危険です。

火気に近づけない
本体の変形によるショート・発火の原因に

・コンセントやプラグのまわりにほこりをた
めないようときどき掃除をする。

強く押さえつけたり無理やり止めない
禁止

・ACアダプターがしっかりと差し込まれ
ているか確かめる。

床面や家具などを傷つける原因になります。
また、本体を傷つけたり、故障の原因になり
ます。

・コンセントやACアダプターに異常がな
いか確かめる。
・ACアダプターを差し込むとき、コンセ
ントにゆるみがないか確かめる。
コンセントが発熱し火災の原因になり
ます。

毛足の長いじゅうたんなどの敷物の上
では使用しない
ます。

落としたり強い衝撃を与えない
注意

けがや故障の原因になります。
禁止

●
●
●
●
●

このコードレス電動ブラシ掃除機は家庭用です。業務用として使用しないでください。
床掃除以外の目的で使用しないでください。
専用ロールブラシ以外を使用しないでください。
ご使用中にお子様やペットが触れないようにご注意ください。
ご使用にならないときは必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
毛足の長いじゅうたんなどの敷物の上では使用しない
ロールブラシが停止し、故障の原因になります。

●

強く押さえつけたり無理やり止めたりしない
床や家具などを傷つけたり本体やロッドに無理な力が加わり、故障の原因になります。

●

ロールブラシについたゴミや汚れはこまめにお手入れをする（⇒13p参照）
ゴミや汚れがたくさんついたままで使用し続けると掃除能力が弱くなります。

●

ロールブラシには水、洗剤その他の液剤（スプレーも含む）は使用しない
性能劣化や故障の原因になるおそれがあります。

●

固いゴミや砂などが付着したまま使用しない
床面を傷つけます。

●

傷がつくおそれがありますのでデリケートな素材の床へのご使用は避けください。
ワックス面やコーティング剤など表面にこすれ痕がつく場合があります。

ACアダプターを抜き差しするときは、
必ず本体の電源スイッチを「OFF」に
してから抜き差しする

●

感電・故障の原因になります。

●

ACアダプターのコードを持って引っ張ったり、釘などにかけない
ACアダプターの故障やコードが傷む原因になります。

ACアダプターやコードの付け根に無理な力を加えない

お掃除をする

使用禁止 ロールブラシが停止し、故障の原因になり

●

ご使用前の準備

◆おもわぬ事故を防ぐために…

火気禁止 なります。

故障や事故などを防ぐために、必ずお守りください。
ご使用の前に

注意（本体、ACアダプター）

ACアダプターの故障やコードが傷む原因になります。
海外では使用しない

高温、湿気の多いところに保管しない

故障・発火の原因になります。

絶縁劣化による感電の原因になります。

●

ロールブラシは水洗いできません。（⇒13p参照）

使用禁止

禁止

お手入れ

本体を立てて置くときは、倒れないよう
水平な場所に置く

充電中は本体の電源を入れない
事故や故障の原因になります。

注意

禁止

けがをしたり破損する原因になります。

困ったときに
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5

各部のなまえ

組み立てかた
注意

ロッドの取り付け

組み立てるときは電源スイッ
チが「OFF」になっていること
を確認し、手や指をはさまな
いように注意してください。

バッテリーカバー
固定ネジ

グリップ

グリップ

バッテリーカバー

電源スイッチ

充電ジャック

ACアダプター
モード切り替えスイッチ

ダストケース

ロッド

ダストケースふた

充電ランプ

マグネット

ロックボタン

・ロールブラシに
付いたゴミを落
とします。

バッテリー
ボックス背面

スロープ
逆流防止シャッター

注意

ダストケース取り付けガイド

バッテリーボックス
※バッテリーはあらかじめ装着されています。

グリップ

ロッドの取りはずし
本体

本体下面

ハンディで使用する場合

グリップ

ロールブラシ

ロックボタン

ロールブラシ固定ボタン

6

ダストケース

ロッド

ロッドを取りはずす場合は、
ロックボタンを押しながら
引き抜いてください。

7

困ったときに

本体

逆流防止シャッタースイッチ

お手入れ

各部材は使用中にはずれないよう
しっかり差し込んで、ロッドが抜け
ないことを確認する

お掃除をする

リフレッシャー

ロッド

ご使用前の準備

ロックボタン
ロッドの形状を合
わ せ、ロ ッ ク ボ タ
ンを押しながら確
実に差し込む。

ご使用の前に

付属品

バッテリーボックス背面

充電のしかた

使いかた

①電源スイッチを「OFF」にします。
②AC アダプターの充電プラグを
本体の充電ジャックに差し込み
ます。

お掃除を始める前に必ず本体から充電プラグを抜いてください。
充電プラグがささったままだと動きません。

充電プラグ

③AC アダプターをコンセントに
差し込みます。

操作のしかた
スタート / ストップ

差し込む

注意

ACアダプター

火災や故障の原因になります｡

電源スイッチを 1 度押すと、ロールブラシが回転し、
電源スイッチをもう 1 度押すと、ロールブラシの回転
が止まります。

電源スイッチ

ターボモード
動作中にモード切り替えスイッチを 1 度押すと、ター
ボモードになりロールブラシが高速に回転します。
もう 1 度押すとノーマルモードに戻ります。

2 充電ランプの点灯を確認する
充電ランプが赤色に点灯し、充電を開始します。

注意

充電ランプ

※ターボモードはじゅうたんなど抵抗の大きな床面
で使用する場合にロールブラシの回転力を維持し
たいときに有効です。

モード切り替えスイッチ

Point ターボモードに適した床材
・カーペット、
じゅうたんなど
ノーマルモードに適した床材
・フローリング、
畳など

お掃除のしかた
①本体をお掃除したい床の上に置き、電源スイッチ ①
を押してロールブラシを回転させます。
※このとき自立ロック（10p）は解除してからご使用ください。
充電ランプが赤色に点灯

3 充電を終了する

③除去しきれずゴミが残った場合はそのまま本体を
ゆっくり後進させます。

充電ランプ
充電プラグ

※充電ランプがすぐに消える場合でも異常で
はありません。

抜く

Point はじめてご使用になるときや、長期間ご使
用にならなかったときには必ず充電ランプ

充電ランプが消灯

が消えるまで充電してください。

注意

電源は必ず交流100Vで、付属のACアダプター
を使用する

充電が終了したら、ご使用前にACアダプター
の充電プラグを本体の充電ジャックから抜く

火災や故障の原因になります｡

充電プラグを差し込んだままでは動きません｡
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④ダストケース内のゴミがいっぱいになると、ゴミ
をかき込めなくなります。その場合は速やかにゴ
ミを捨ててください。
（⇒10p ゴミの捨てかた参照）
床面の材質やゴミの種類によっては後進の方がスムーズにお掃除できる場合があります。
状況に合わせて前進・後進を使い分けてください。

注意
・動作中のロールブラシには触れないでください。けがをするおそれがあります。
・本体を押さえつけたり無理やり止めたりしないでください。故障の原因になります。
・ロッドに無理な力を加えないでください。けがや故障の原因になります。
・使用するときは、必ずロールブラシを取り付けてください。
・ゴミの種類や大きさによっては、ダストケース内にかき込めない場合があります。大きなゴミは
あらかじめ取り除いてください。
・壊れやすいもの、倒れやすいもの、ひっかかるおそれがあるもの、コード類、敷物など巻き込む
おそれのあるものは、あらかじめ取り除いてください。
・カーペットの種類によってはダストケース先端のスロープがひっかかる場合があります。
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困ったときに

充電中、AC アダプターと本体が少しあたたかく
なることがありますが、
異常ではありません。

注意

②除去したいゴミに向かって本体をゆっくり前進さ
せます。

お手入れ

充電が終了すると充電ランプが消えますので、
AC ア ダ プ タ ー の 充 電 プ ラ グ を 本 体 の 充 電
ジャックから抜き、AC アダプターをコンセン
トから抜いてください。
充電時間の目安は約 3.5 時間ですが、電池の残
量により充電時間が短くなることがあります。

②

お掃除をする

充電式バッテリーが本体に取り付けられて
いない場合、充電ランプは点灯しません。

グリップ

ご使用前の準備

充電ジャック

端子部のほこりなどはこまめに取り除く

ご使用の前に

お掃除を開始する

1 ACアダプターを接続する

使いかた

使いかた

本体自立時のロックのしかた

3 ゴミを捨てる

※ロッド根元に指を入れないでください。
けがをするおそれがあります。
※本体が水平になっていないと自立しない
場合があります。

ゴミ箱、またはゴミ袋を下に受けながら、ダ
ストケースのふたをあけゴミを捨てます。
ダストケース内、リフレッシャーに残った
髪の毛やほこりは、ティッシュペーパーな
どでふき取ってください。
ゴミを捨てた後、逆流防止シャッタース
イッチを数回押して、シャッターの開閉を
確認してください。
シャッターが うまく開閉しない 場 合は
シャッターのゴミを取り除いてください。
逆流防止
シャッタースイッチ

本商品はダストケース内のゴミが逆流して外に出ないようにダストケースに逆流防止
シャッターがついています。シャッターは本体を床に置いたときに開き、床から離し
たときに閉じます。
※凹凸のある床や、
毛足の長いじゅうたんではシャッターが正しく作動しない場合があります。
※ゴミが逆流防止シャッターにはさまると、
シャッターが正しく作動しない場合があります。
その際は、
シャッターのお手入れをしてください。
（⇒11p 参照）

ふた

シャッター

本体にダストケースを取り付けます。
※本体とダストケースがズレないように
ダストケース取り付けガイドに合わせて
近づけると、マグネットにより固定され
ます。
※取り付け後、本体とダストケースにすき
間がないことを確認してください。

お掃除後、ダストケース内のゴミを確認し、こまめに捨てましょう。

注意
必ず電源を切って行ない、電源スイッチに触れない

注意

1 ロッドをロックさせる

マグネット

ロッドを垂直にして確実にロックさせます。

ダストケース

2 ダストケースを本体からはずす
本体を水平にしてロッドを持ちながら、ダスト
ケースのくぼみを掴み、ダストケースを下方向に
ゆっくりと引っ張り、
取りはずします。

注意

時計、磁気カードなど磁気の影響を受けるも
のに近づけない
データなどを破壊する原因になります。

ダストケースがきちんと
取り付けられている状態

くぼみ

本体を横や逆さにして、ダストケースを
取りはずさない

ダストケースのふたが開き、ゴミがこぼれる
おそれがあります。

10

マグネット

ダストケースがズレて
いる状態

困ったときに

※ダストケースは本体にマグネットで固定されています。

マグネット

ダストケース
取り付けガイド

お手入れ

誤って電源が入り、おもわぬけがの原因になります。

お掃除をする

ダストケース
取り付けガイド

4 ダストケースを取り付ける

ゴミの捨てかた

ご使用前の準備

逆流防止シャッターについて

ご使用の前に

本体を水平な場所に置き、ロッドが垂直に
なるように立ててロックさせると、自立さ
せることができます。ロックを解除すると
きはロッドを倒します。

11

お手入れ

お手入れ

必ず電源を切って行ない、お手入れ中も電源スイッチに触れない
誤って電源が入り、おもわぬけがや事故の原因になります。

柔軟剤、クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、みがき粉、漂白剤、たわしなどは使用しない
変色や故障の原因になります。

●ロールブラシは、糸くずや髪の毛などがからみ、回転しにくくなることがあります。
次の手順でお手入れしてください。

1 本体の電源スイッチを「OFF」にする
2 本体からロールブラシを取りはずす
①本体底面にあるロールブラシ固定ボタンを押し
ながら、

ダストケース

ロールブラシ

ロールブラシ
固定ボタン

③ロールブラシに付いた糸くず、わたゴミ、髪の毛
などを取り除いてください。

2 ダストケースのゴミを捨てる
「ゴミの捨てかた」
（⇒10p）を参照しダストケースを取りはずしてゴミを捨ててください。
その際にリフレッシャーにからまった糸くずや髪の毛を取り除いてください。

注意）生地を強く引っ張ると繊維が抜けたり表面
が傷みます。

②

3 ダストケースを洗う
水道水を使い、
水ぶきまたは水洗いします。

Point 汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤を
ご使用ください。

回転軸（青色で4角形）
回転軸（黒色で8角形）

3 ロールブラシを取り付ける
①回転軸
（青色で 4 角形）
を先に差し込み、

4 ダストケースを乾かす

②ロールブラシ固定ボタンを押しながら、

水気を切り、
日陰干ししてください。
乾燥を十分に行なったあとに使用してください。

③回転軸
（黒色で 8 角形）
を差し込み、ロールブラシ
を取り付けてください。

内部の水が完全に乾燥したことを確認する

熱によりゆがみや変形することがあります。

水が残ったまま使用すると故障の原因になります。

ロールブラシ
固定ボタン

①

本体・ロッド

5 ダストケースを取り付ける

③

②

お手入れ

注意
ドライヤーなどの温風や直射日光で乾かさない

お掃除をする

ロールブラシが汚れている場合は固くしぼったふきん
などで表面を軽くふき取ってください。
汚れがひどい場合は交換してください。
お買い上げの販売店または当社サービスセンターでお買
い求めください。
（⇒巻末参照）

①

ご使用前の準備

②ロールブラシ固定ボタン側から先にロールブラ
シを引き抜き、
取りはずします。

1 本体の電源スイッチを「OFF」にする

ご使用の前に

ロールブラシ

注意

1 本体からロッドを取りはずす

ダストケースを取り付けます。
（⇒11p 参照）

「ロッドの取りはずし」
（⇒7p）
を参照し、ロッドを取りはずします。
水を含ませ、固く絞ったやわらかい布で各部材の汚
れをふき取ってください。
本体についたゴミは取り除いてください。

注意
各部材は水につけない
故障の原因になります。
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困ったときに

2 汚れをふき取る

バッテリーについて

充電式バッテリーの交換方法

リチウムイオンバッテリーは消耗品です。

3 充電式バッテリーのコネクターを接続する

Point バッテリーを使用せずに長期間放置すると、自然放電による劣化の原因となります。
劣化防止のため、3ヶ月に一度、充電→放電→充電を行なってください。

コネクター

②コネクターの向きをあわせて「カチッ」と音が
するまで確実に差し込みます。
③先にコネクターをバッテリーボックス奥に入
れてから、充電式バッテリーを収めます。
凹凸が合うように
「カチッ」と音がす
るまで確実に差し
込む

バッテリー
ボックス
無理に
引っ張らない

注意

充電式バッテリーの交換方法

充電式バッテリー

充電式バッテリーを取り付けるときは、手や指をはさまないように注意する
けがの原因になります｡

コネクターの向きが違う状態で無理に差し込まない

充電式バッテリーを覆っているフィルムは絶対にはがさないでください。
本体の電源スイッチを「OFF」にしてください。

充電式バッテリー、コネクターの破損の原因になります｡

コネクターを無理に引っ張らない
コネクターケーブル断線など破損の原因になります。

お掃除をする

1 バッテリーカバーを取りはずす
バッテリーボックス背面にあるバッテリー
カバー固定ネジをコインなどで〈OPEN〉
の位置まで回したあと、カバー上部を引き
出して取りはずします。

ご使用前の準備

周囲温度が5～35℃以内で充電してください。

①バッテリーボックス側のコネクターを引き出
します。

ご使用の前に

バッテリーは消耗品です。くり返し使用すると、持続時間が徐々に短くなります。正しく充電しても持続
時間が著しく短くなったり、充電時間が長くなったらバッテリーの寿命です。新しいものと交換してくだ
さい。バッテリーの寿命は、充電と使用のくり返しで約 500 回です。目安としては約 1年です。
（ただし、
ご使用の環境によって短くなります。）
お買い上げの販売店または当社サービスセンターでお買い求めください。
（⇒巻末参照）

3 バッテリーカバーを取り付ける

バッテリーカバー
固定ネジ

①先にバッテリーカバー下端のツメを差し込み、
②上部を押し込んでバッテリーカバーを取り付
けます。

バッテリーカバー固定ネジ

③バッテリーカバー固定ネジをコインなどで
〈CLOSE〉の位置まで回して、固定します。

バッテリーカバー
固定ネジ

③

①

バッテリーカバー固定ネジ

②

反時計
まわり

ツメ
バッテリーカバー

2 充電式バッテリーのコネクターを取りはずす

時計
まわり

バッテリーボックスから充電式バッテリー
を取り出し、
コネクターを取りはずします。

困ったときに

コネクター

バッテリー
ボックス

充電式バッテリー
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お手入れ

バッテリーカバー
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保管のしかた（長期間ご使用にならないとき）

故障かな！
？と思ったら
修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

1 充電式バッテリーを取りはずす

こんなときは

2 ご購入時の箱などに入れて保管する

注意
充電式バッテリーを機器に取り付けたままにしない
長時間放置すると過放電により充電式バッテリーの劣化が促進されます。

・充電できない

周囲温度が5～35℃以内で充電してください。
高温多湿にならないところに保管してください。

・ロールブラシ
が回転しない
・電源が入らない

・逆流防止シャッター
が作動しない

・本体の充電ジャックにAC
アダプターが接続されていない

・本体の充電ジャックにAC
アダプターを接続する 8p参照

・充電式バッテリーが劣化し
ている

・新しい充電式バッテリー
と交換する
14p参照

・充電式バッテリー交換後、本体に
正しく取り付けされていない

・充電式バッテリーを本体
に正しく取り付ける
14p参照

・充電ができていない

・充電する

・ロッドとグリップが正しく
取り付けられていない

・ロッドとグリップを正しく
取り付ける
7p参照

・ロールブラシが正しく取り
付けられていない

・ロールブラシを正しく
取り付ける

・充電式バッテリーが本体に
正しく取り付けられていない

・充電式バッテリーを本体
に正しく取り付ける
14p参照

・ダストケースの逆流防止
シャッターにゴミや異物が
はさまって開かない

・ゴミや異物を取り除く

・ダストケースが正しく
取り付けられていない

・ダストケースを正しく
取り付ける

・逆流防止シャッターにゴミ
が引っかかっている

・引っかかっているゴミを
取り除く
11p参照

8p参照

13p参照

10p参照

11p参照

お手入れ

修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」（巻末）をご覧ください。

お掃除をする

・ゴミが取れない
（ゴミがダストケース
に入らない）

直しかた

ご使用前の準備

Point バッテリーを使用せずに長期間放置すると、自然放電による劣化の原因となります。劣化防
止のため、3ヶ月に一度、充電→放電→充電を行なってください。

原因・調べるところ

ご使用の前に

「充電式バッテリーの交換方法」
（⇒14p）
を参照して、充電式バッテリーを機器から取りはずします。

困ったときに
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仕

様

充電式バッテリーの廃棄について
番 ZT-BC15

品
電

器 入力：AC100V 50-60Hz、出力：DC9V/500mA

充

電

池 リチウムイオンバッテリー 7.4V

充

電

時

間 約3.5時間

連 続 運 転 時 間 約70 分（フローリング床でノーマルモード運転時）
運
外

音 58dB（ノーマルモード時）

転
形

寸

充電式電池リサイクルのお願い
この商品にはリサイクル可能な充電式電池を使用しています。使用済みの充電式電池を貴重な資源とし
て再利用するため、リサイクルにご協力ください。
（リサイクルすることは、ゴミを減らし環境を守ること
につながります。）使用後はリサイクル協力店にお持ちください。
詳しくは一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。
http://www.jbrc.com

法 幅270×奥行き105×高さ1052mm（本体のみ）

充電式バッテリー

量 1.1kg（充電式バッテリー含む）

質

材

属

注意

品 ACアダプター
ロールブラシ： ナイロン
質 本 体
： ABS
ロッド
： アルミニウム

充電式バッテリーの端子部分はビニールテープ
を貼るなどして絶縁する
端子がショートすると火災などの原因になります。

ご使用前の準備

ACアダプターコード長 約1.8m
付

ご使用の前に

充

※品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

Li-ion

お買い上げの販売店または、当社サービスセンターでお買い求めください。
充電式バッテリー

お掃除をする

消耗品 / 別売部品

ご使用にならない充電式バッテリーは希少資源の有効活用のため、
リサイクルにご協力ください。
リサイクルはゴミを減らし環境を守ることにもつながります。

ダストケース

〈無料修埋規定〉

EX-3792-00

EX-3794-00

ACアダプター

ロールブラシ
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修理メモ

※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料修理をお約束す
るものです。従っ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
のではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買
い上げの販売店または当社サービスセンターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご
覧ください。
※This warranty is valid only for Japan.
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困ったときに

EX-3812-00

EX-3795-00

（へ）本書のご提示がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、
あるいは字句を書き替えられた場合
5．本書は日本国内においてのみ有効です。
6．本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期
間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と
本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当
社サービスセンターにご連絡ください。
2．ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当社サー
ビスセンターにご相談下さい。
3．ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合
には、当社サービスセンターにご連絡ください。
4．保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び
損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の
使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば、業務用としての使用）に使用された場
合の故障及び損傷

お手入れ

キリトリ線

