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取扱説明書

修理メモ

※この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対
するお客様の法律上の権限を制限するものではありません。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買
上げの販売店へお申し出ください。

●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点
検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

本書は本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。上記「無償修理保証期間」
中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえお買上げの販売店に修理をご依
頼ください。

<無償修理規定>
1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、
　無償修理いたします。
2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります日本電興㈱か各
　販売店へご相談ください。
3.保証期間内でも、次のような場合には有償修理となります。
　（イ）使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
　（ロ）お買上げ後の転倒、取付け場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
　（ハ）火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による
　　　　故障及び損傷。
　（ニ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及
　　　　び損傷。
　（ホ）本書のご提示がない場合。
　（ヘ）本書にお買上げ年月日、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かえられた
　　　　場合。
　（ト）取扱説明書で禁止されている設置をされた場合。
　（チ）電池、ワイパーやパッキンなどゴム部品、フィルター等の消耗部品及び油脂類
4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

保証書
形　　　名

無償修理保証期間　お買い上げ年月日：　　　　　　年　　　　　月　　　　日より1年間（本体）

NDC-72G

お　　客　　様

販　　売　　店

製　造　年　月

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　様　TEL

ご住所　〒　

店　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

無断複製・転載禁止　2012.07

警告

電源プラグに異物やゴミがついたまま使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

行為を強制したり指示をするもので、近傍に具体的な内容を説明しています。

禁止行為であることを告げるもので、近傍に具体的な内容を説明しています。

図記号の意味

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性
が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的
損害の発生が想定される内容を示しています。

ご使用になる前に

1. 安全上のご注意

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。
感電や事故の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。感電や事故の原因になります。

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。
発火したり、異常動作してけがをする原因になります。

本体に水をかけたり、水洗いは絶対にしないでください。
感電・事故・故障の原因になります。

水のかかるところでは使用しないでください。
シャワーと併用しないでください。感電・事故・故障の原因になります。

ACアダプターや本体の端子部(プラグ・ジャック等)に触れたりしないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

本体や排気口に水や棒・異物等を入れないでください。
けがや製品故障の原因になります。

付属のACアダプター以外は使用しないでください。
火災、感電の原因になります。

煙草の吸い殻・灯油・ガソリンなどを吸わせないでください。
火災の原因になります。

子供に使わせたり、幼児の手の届くところに置かないないでください。
けがや事故の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超えるような使い方はしないでください。
発熱による火災の原因になります。

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しくお使いください。取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

※ここに示した注意事項は、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の大きさと切迫の程度を、次の表示で区分し説明しています。いずれも安全に関する重要
な内容ですので、必ず守ってください。

交流100Ｖ以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。

分解禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止
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禁止
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強制

プラグを抜く
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警告

注 意
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。過熱による本体の変形・
発火の原因になります。

ガラス・金属片（くぎ・ピンなど）・粉類は、吸わせないでください。故障の原因
になります。

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。

使用時・充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・漏電
火災の原因になります。

火気に近付けて使用しないでください。本体の変形によるショート・発火の原因に
なります。

電源プラグやDCプラグを抜くときは、必ず先端のプラグを持って抜いてください。
電源コードを持って引き抜かない。感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷つけたり破損する行為はしないでください。火災・感電の原因にな
ります。

ACアダプターの電源コード・電源プラグ・DCプラグが傷んだり、差し込みがゆる
いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

充電中は製品やACアダプターをおおったり、つつんで密封しないでください。
熱がこもり、変形・火災の原因になります。風通しが良い状態でご使用ください。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。
火災の原因になります。

室内専用です。屋外で使用しないでください。故障の原因になります。

本体を引きずらないでください。床などを傷つけたりすることがあります。
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火気禁止

火気禁止
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プラグを抜く

強制

禁止

〒486-0912　愛知県春日井市高山町2丁目31-5
TEL　0568（34）6688（代）
URL  http://www.nihondenko.com

見本



2.各部の名称

3.使いかた
充電

吸水ブレード

ドレンボトル

分離パイプ

ショルダーベルト

ショルダーベルト
取付

電源プラグ

DCプラグ

付属品

ACアダプターホースすき間ノズル

すき間ノズル取付

ダストケース

本体

ダストケース
取り外しボタン

ダストケース
取り外しボタン

ON・OFFスイッチ

ON・OFF
スイッチ

充電表示灯
後部

図1
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図12
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図6-2

図8　満水目印

図2 図3

DCジャック
(ACアダプターDCプラグ差込口)

DCジャック

スイッチ操作

お掃除のしかた

窓の結露とりのしかた

4.ゴミの捨てかた

5.吸い取った水の捨てかた

6.お手入れ

7.修理を依頼される前に

8.ニカド電池について

9.仕　様

10.アフターサービス

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
リサイクルにご協力ください。

①6ヶ所のネジをドラ
イバーで外しカバーを
外す。

②カプラーごと電池を
外す。

こんな時は？ 点検事項 対処方法

モーターが回転し
ない。 電池が消耗していませんか。 充電をしてください。

充電してください。

吸込力が弱い。

吸い取った水が
こぼれる。

ダストケース内や、フィルターにゴ
ミがいっぱいたまっていませんか。

吸水量を超えていませんか。

部品が外れてませんか。

排水してください。

部品を確実に取り付けてください。

電池が消耗していませんか。

充電表示ランプが
点灯しない。

ACアダプターの電源プラグがコンセン
トから抜けていませんか。

ゴミを捨て、フィルターのお手入れをしてくだ
さい。

電源プラグをコンセントに差し込みます。

DCプラグが本体のDCジャックから
抜けていませんか。

DCプラグを本体のDCジャックに差し込みます。

使用時間が短くな
った。 フル充電しましたか？

完全放電のために停止するまで運転させた後、フ
ル充電してください。2～3回くり返しても吸込力
や使用時間が回復しない場合は、ニカド電池の寿
命が考えられます。
修理・交換については弊社までご相談ください。

（ニカド電池は消耗品のため保証適用外です。）

●下記の点検をして頂き、それでもなお異常のある場合は事故防止のため使用を中止し、電源
を切りお買い求めの販売店にご相談ください。

①本体のダストケース取り外しボタンを押してダストケースを取り外します。図9参照
②フィルターケースを外してゴミを捨てます。フィルターについたゴミを落としてください。
③ゴミを捨てた後は「6.お手入れ」の手順に従って各部品をお手入れしてください。
　お手入れ後フィルターをフィルターケースに入れてダストケースに挿入してください。

⑤ダストケースは、図11の左図にある本体底面のツメをダストケース底面に引っ掛けてから、
ダストケース取り外しボタンがカチッというまで確実に取り付けてください。

※ダストケースやドレンボトルに溜まった水を捨てる時
は、洗面所などの洗い場で作業してください。

①ダストケースに溜まった水はダストケースを開けて捨
ててください。

②ドレンボトルに溜まった水はボトルを外し捨ててくだ
さい。

③作業後は「6.お手入れ」の手順に従って各部品をお手
入れしてください。

※本体はぬらさないでください。

●本体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
た中性洗剤に浸した布をしぼってふき取りその後乾いた布でふき取ってください。

●吸水ブレード・ダストケース・フィルターケース・ドレンボトル・ノズル類は水洗いできま
す。お手入れ後は各部品を充分乾燥させてください。

●フィルターは軽くたたいて汚れを落としてください。汚れがひどいときは、水を入れたバケ
ツなどに少量の中性洗剤を入れてやさしく洗ってください。水ですすいで洗剤を落とし、取
り付けるまえには充分乾燥させてください。

   吸引力が戻らない場合は新たにフィルターをお買い求めください。
   交換用のフィルターはお買い求めの販売店または当社までお申し付けください。

①この製品は保証書がついております。お買上げの際に、販売店よりかならず保証欄の「お買上げ年月日」と
「販売店印」の記入をお受けください。
②保証期間はお買上げ日より1年です。保証書の記載内容によりお買上げ販売店が修理を受付致します。その
他詳細は保証書をご覧ください。
③保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。日本電興㈱は販売店からの注文により、補修用
性能部品を販売店に供給します。
④この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。性能部品とはその製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は、お買上げの販売店か本書に記載の日本電興株式会社へお問い合
わせください。

この製品は業務用ではありません。※改良のため、製品の外観・仕様が変わる場合がございます。

④充電時は図1の充電表示灯(赤)が点灯します。
　約８時間で充電が完了します。(充電完了等の表示機能はありません。)
⑤充電が完了したら、ACアダプターをはずします。
　ACアダプターをはずすと充電表示灯は消灯します。
●充電中はACアダプターが少し熱くなりますが異常ではありません。
●内蔵のニカド電池は、約500回の充放電ができます。
（充放電回数は、周囲温度や使用時間などにより変わります。）
●充電してもすぐに動かなくなった場合はニカド電池が寿命と考えられます。その際はお買い

上げの販売店かアフターサービスに記載の日本電興株式会社にお問い合わせください。

●スイッチを前にスライドすると運転し、
　後ろにスライドすると停止します。図4参照

※お買い上げの時は誤作動防止のためストッパーが
付いております。使用時に取り外してください。

①スイッチを図1の矢印の方向にスライドしOFFにします。
②本体後部のDCジャックにACアダプターのDCプラグを差し込みます。図2参照
③ACアダプターの電源プラグを家庭用コンセント(100Ｖ)に差し込みます。図3参照

●ハンディタイプとしてご使用の際は図6-1の
ように吸水ブレードのストッパーがノズル取
付底面に合わせてカチッというまで確実に差
し込んでください。

　ドレンボトルをつけてショルダータイプとし
てご使用の際は、図6-2のように各部品を取
り付けてください。

　サッシのレールに溜まった水を吸い取る時な
どは、すき間ノズルを取り付けてください。

　図5参照―注1

吸水ブレード取り付け
ハンディタイプ

ショルダータイプ吸水ブレードの
取り付けと使いかた

お使いのときは、本体を持って水平になるよう
に保持してください。

●充電が完了したらハンディクリーナーとして
ご使用いただけます。

　用途に合わせてノズルを取り付けてくださ
い。図5参照

　お掃除が終わったら「4.ゴミの捨て方の手順」
に従って溜まったゴミを捨ててください。

●窓についた結露を吸い取るときは、スイッチ
をONにして、吸水ブレードのワイパーを窓
につけ、手前に引くように結露を吸い取って
ください。前に押すとワイパーが機能しなく
なります。図7参照

※本体は逆さにしないでください。
　吸い取った水がこぼれる原因になります。
※ホースに溜まった水がこぼれないように完全
に水を吸ってから運転をとめてください。

●吸水量は図8の目印のところまでです。目印の
ところまで吸い取った水が溜まったら「5.吸い
取った水の捨てかた」の手順に従ってすみやか
に水を捨ててください。オーバーフローをおこ
し水漏れの原因となります。

※水を吸い取ったままクリーナーを放置しないで
ください。水圧により水漏れの原因となります。

押
す

ダストケース

フィルターケース

本体

本体

本体

本体

コンセント
100V

ダストケース

ダストケース
※フィルターとフィルターケースが
挿入されているか確認してください。

本体

ツメ

ダストケース

ダストケース

本体

本体

ACアダプター
DCプラグ

ACアダプター

フィルター

充電式

入力 : AC100V  50/60Hz

出力：DC9V　300mA

ニカド電池　DC7.2V

約8時間

約15分間

幅280×375×140mm

(吸水ブレード装着時)

1kg（約1.4kg ）

約2m

電 源 方 式

充 電 電 源

電 池

充 電 時 間

付 属 品

使 用 時 間

製 品 寸 法

製品質量(付属品装着時)

ACアダプターコード長さ

ACアダプター、すき間ノズル、吸水ブレード、ショルダーベルト、分離パイプ、ドレンボトル、ホース

図7

窓ガラス

手前に引く

押さない

吸水ブレード

ドレンボトル

分離パイプ

ショルダーベルト

ホース

吸水ブレード
外すときは指で
押してください。

ストッパー

取付部

ドレンボトル

取り外す

取り付け

OFF
(停止)

充電表示灯

「お掃除」と「結露とり」は同時におこなわないでください。
 フィルターの目づまりや故障の原因になります。禁止

注 意

ドレンボトル

吸水量210ml

ダストケース

ダストケース
取り外しボタン

MAX

フィルターケース

フィルター

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨ ⑩ ⑪

②

※右図内の上のボタンはダストケース取り外しボタンです。
使用中に誤って押さないでください。

ON
(運転)

OFF
(停止)

ON・OFF
スイッチ

注1)すき間ノズルで吸水の場合、図8のダストケース側面の吸水量の表示までです。

製品を廃棄するとき以外は絶
対に分解しないでください。

過充電はしないでください。

禁止警告

取り外し方
完全に電池を使い切ってから取り外してください。

本体は水洗いしないでください。故障の原因となります。
シンナー・ベンジン・スプレー式の洗剤類では絶対にふかないでください。
樹脂部品の変形・故障の原因となります。
フィルターやフィルターケースのゴムパッキンをはがさないでください。
故障の原因となります。

禁止注意




