保証書

〈無料修理 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ご使用状態で、保証期間中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製品と本書をご持参・ご提示いただきお申し付けく
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、
ハイアールジャパンセールス株式会社にご連
絡ください。
２.ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店または、
ハイアールジャパンセールス株式会社にご相
談ください。
３.ご贈答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、
ハイアールジャパンセールス株式会社
へご連絡ください。
４.保証期間中でも次の場合には原則として、有料とさせていただきます。
（イ）
ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）
お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷
（ハ）お買い上げ後の落下、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、煙害、
ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧
や指定以外の使用電源（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）
一般家庭以外
（例えば業務用など）
に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）
本書のご提示のない場合
（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換えられた場合

スティック型クリーナー 取扱説明書

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記記載
内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

保証書付（裏表紙）

サイクロン式
スティック型クリーナー 家庭用

JC-SC100B

このたびは、お買上げいただき、
まことにあ
りがとうございます。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよ
くお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、
「保証書」とともに大切
に保管していただき、取扱いが不明な場合
や、不具合が生じたときにお役立てください。

５.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
６.本書は、
盗難、
火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

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な場
合は、
お買い上げの販売店または、
ハイアールジャパンセールス株式会社にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修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。
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ハイアールジャパンセールス株式会社

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー7F

電話 0120-865-812

579000A(1807)

この製品は日本国内用に設計されていますので、
日本国
外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意
※ご使用になる前に、
この
『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※お読みになった後は、次にお使いになる場合にすぐ見られるところへ大切に保管してください。

電源コードは束ねたり、引っ張ったり、無
理に曲げたり、ねじったり、重いものを載
せたり、加熱したり、加工したりしない

異常のまま運転を続けると、故障・感電・発
火の原因になります。

電源コードが破損し、感電・ショート・火災の
原因になります。

表示について
ここに表示している『 安全上のご注意 』は、
お使いになる方や他の人への危害や損害を
未然に防止するためのものです。
『警告』
『 注意』の2つに大別してお知らせし
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。

禁止

表示の例

記号は、
「警告や注意を促す」内容のものです。
図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合
は感電注意）
を示します。
記号は、
してはいけない「禁止」内容のもので
す。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場
合は分解禁止）
を示します。

取り扱いを誤ると傷害を負う可能
性、または物的損害のみが発生す
ると想定される内容を表示。

記号は、必ず実行していただく
「強制」内容のも
のです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図
の場合は電源プラグをコンセントから抜く）
を示し
ます。

火気に近づけない

床用吸込口や排気口をふさがない
モーターが発熱し、本体の変形・発火・故障
の原因になります。
禁止

床用吸込口を壁や家具などにぶつけない
壁や家具を傷つける原因になります。

分解禁止

引火性のあるものや火気の近くで使用
しない
灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコー
ルなどの可燃物、火のついたロウソク・たば
こ・蚊取り線香などの近くで使用したり、そ
れらのものを吸い込まないでください。
爆発や火災のおそれがあります。

禁止

水かけ禁止

本体のモーター保護窓や排気口にピン
や針金などの金属物や異物を入れない
故障・ケガの原因になります。

水や油などの液体

プラグを持つ

湿ったゴミ

使用時以外は、電源プラグをコンセント
から抜く

先のとがったもの（ガラス・ピン・針など）
吸込口に詰まりそうなもの

ケガ・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災
の原因になります。
禁止

感電やケガをするおそれがあります。

電源コードやプラグが傷んだり、コンセント
の差し込みがゆるいときは使用しない
もしも電源コードに損傷がある場合は、す
ぐにお買い上げの販売店またはお客様相
談窓口にご相談ください。修理は必ず資格
を持った人が行うこと。

指示

お 手 入れの 際は、必ず電 源プラグをコ
ンセントから抜く
感電やケガをするおそれがあります。

禁止

1

コードを引っ張ると、
コードが破損し、感電・
ショート・火災の原因になります。

＜吸い込んではいけないもの＞

電源プラグはぬれた手で抜き差ししない

禁止

電源プラグを抜くときは、コードを持た
ずにプラグを持って抜く

多量の粉体（消火器の粉など）
コンセントを単独で

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

プラグを抜く

ぬれ手禁止

水洗いや風呂場での使用はしない
感電の原因になります。
（ダストケース・サイ
クロンケース・フィルター・本体フィルター
は、
水洗いできます。）

他の器具と併用した場合、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。

火気禁止

禁止

発火・故障の原因になります。

定格15A以上、交流100Vのコンセン
トを単独で使用する

使用中は排気で炎が大きくなり、火災の原
因になります。また、本体の変形・ショート・発
火の原因になります。

本体の変形・故障・発火の原因になります。

次のようなものは吸い込まない

火災・感電・ケガの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、お客様
修理ご相談窓口にご相談ください。

指示

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し
説明しています。下記はその一例です。

取り扱いを誤ると死亡、または重
傷などを負う可能性が想定される
内容を表示。

改造はしない。また、修理技術者以外の
人は、分解・修理をしない

異常時（煙・においなど）は、使用を中止して
電源プラグを抜き、お買い上げの販売店ま
たは、お客さまご相談窓口にご相談ください

プラグを抜く

お願い
この掃除機は、家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。
床用吸込口を床に強く押し付けたり、横に滑らせたりしないでください。
床を傷つけたり、床面の光沢に差ができることがあります。万一光沢の差が出てしまった場合は、床用ワックスで
お手入れをしてください。
（床用ワックスの取扱い方法をよく読んでお使いください。）
サイクロンケース・フィルター・本体フィルターを外したまま使用しないでください。
故障の原因になります。
大きなゴミや「ゴミ捨て」ラインを超えてゴミを吸わせないでください。
あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは取り除いてからお掃除をしてください。
ダストケース内のゴミは、
「ゴミ捨て」ラインを超える前に捨ててください。
（吸気経路、床用吸込口内部やフィル
ターに詰まる原因になります。）
土間など土足で歩く場所をお掃除しないでください。
床用吸込口の傷つきや故障の原因になります。

2

各部のなまえ
パイプ取外しボタン
一度に多量のゴミや15mm角以上の目立って大きいゴミ、セロハンなどの薄いゴミなどを
吸わせない
床用吸込口や吸気路にゴミが詰まり、吸い込むことができなくなる原因になります。

灯油、
ガソリン、
タバコの吸殻などを吸わせない
火災の原因になります。

ゴミは早めに捨てる
衛生面から、お掃除のつどゴミを捨てることを
お勧めします。

回転コードフック

ダストケース取外しボタン
指示

禁止

電源スイッチ

すき間ノズル用ホルダー

ご注意

ゴミやホコリが本体内部に入るのを防ぐため、
必ず「サイクロンケース」
「フィルター」
「本体
フィルター」を取り付けてください。

本体

モーター保護窓

運転中および運転後は、本体・電源コード・電源
プラグ・排気口が熱くなりますが異常ではありま
せん。

ハンドル

延長パイプ

禁止

パイプ取外しボタン

完

成

図

排気口（左右側面）

本体フィルター

コードフック

フィルター
サイクロンケース

電源コード
電源プラグ

ダストケース

■すき間ノズルの収納のしかた
すき間ノズル

ゴミ捨てライン

ゴミ捨てレバー

図のように、延長パイプにすき間ノズル用ホルダーをセットし、
すき間
ノズルを差し込みます。

延長パイプ

すき間ノズル

床用吸込口

3

すき間ノズル用
ホルダー

4

使いかた
切側

●電源プラグを差し込むときは、電源スイッチを切側「○」にして差し込んでください。
（モーターが急に回ると反動で本体が倒れ、
ケガをしたり床や本体を傷つける原因になります。）
●火気に近づけて使用しないでください。
●電源コードに足や物が引っかからないようにご注意ください。

パイプの取り付けかた
（スティック型）

入側

わせて差し込んでください。

目にそって

●大きなゴミは、あらかじめ取り除いてからお
使いください。
床用吸入口や延長パイプなどのゴミ詰まり防止になり
ます。

パイプの取り外しかた
（ハンディータイプ）

ハンドルに延長パイプを差し込む
1 延長パイプの丸い突起をハン
ドルのキリカキに合

お掃除のポイント

●床用吸入口やすき間ノズルは、軽くすべらせ
るようにお使いください。

1 本体のパイプ取外しボタンを押しながら、
延長パイプを引き抜く

●フローリングやたたみをお掃除するときは、
目にそってお使いください。

引き抜く

キリカキ

■高い所や家具のすき間も楽々！

丸い突起
パイプ取外しボタン

ハンディータイプ
（延長パイプ＋すき間ノズル）

■サッシの溝などの細かな作業も楽々！
ハンディータイプ
（すき間ノズル）

差し込む

本体に延長パイプを差し込む
2 延長パイプの四角い突起を本体のキリカキに合
わせて差し込んでください。

※延長パイプからハンドルだけを取り外して、
ご使用にならない
でください。パイプの先端でケガをするおそれがあります。

■すき間ノズルを延長して使うとき

差し込む
四角い突起

ドルのボタンを押し、
1 ハン
延長パイプを外す

①押す

保管のしかた

②引き抜く
キリカキ

コードフックについて
お掃除のときに、余っている電源コードが足元にまと
わりつくのを防ぐコード掛けとしてご利用いただけま
す。
コードフック

トケースの先に延長パイプの
2 ダス
丸い突起のある方を差し込む
ダストケース先端の
穴に、丸い突起を合
わせて差し込んでく
ださい。

穴

■ベッドの下などの狭い所もおまかせ！

電源コードをコードフックに巻きつけ、
部屋の隅などの本体が倒れない場所
に保管してください。

ハンディータイプ
（延長パイプ＋床用吸入口）

丸い突起
差し込む

延長パイプの先端にすき間ノズル
3 を差し込む
取り外すときは、ねじ
りながら取り外してく
ださい。

差し込む

電源コード

※すき間ノズルを取り付けずに、パイプのみでご使用にならない
でください。パイプの破損や床を傷つける原因になります。

5

電源コードを外すときは、回転
コードフックを回すと簡単に外す
ことができます。

6

ゴミの捨てかた

お手入れ
揮発性のものは使わない

●お掃除のつどゴミを捨てることをお勧めします。
●ゴミを捨てる際には、必ず電源を切り電源プラグをコンセントから抜いてください。
●ゴミ捨てラインを超える前にゴミを捨ててください。
そのまま使用を続けると、吸引力の低下やモーター故障の原因になります。
また、ゴミの種類によってはゴミ捨てライン手前でもゴミ捨てが必要になることがあります。

大きなゴミを捨てる

細かいゴミを捨てる

床用吸込口または
1 すき間ノズルを外す

トケース取外しボタン」を
1「ダス
押して、ダストケースを外す

揮発性のもの（シンナー･ベンジン･ガソリンなど）を使
用すると、変形や割れが発生することがあります。

本体/床用吸込口/すき間ノズル/
ハンドル/延長パイプ
よく絞ったやわらかい布で拭く
汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤で拭き
取ってください。中性洗剤を使用した後はよく水拭
きをし、
さらに乾いた布で拭いてください。

①押す

ゴミが散らないように、ゴミ箱
などの上で開けてください。

すき間ノズル

2 サイクロンケース、フィルターを外す

フィルター

ゴミ捨てレバー

3 ダストケースに残ったゴミを捨てる
4

サイクロンケース、
フィルターに付いたゴミを
落とす

1 取り外して付いたゴミを落とす

本体フィルター

化学ぞうきんをご使用の場合は、
その注意書に従ってください。

サイクロンケース、ダストケース

（ゴミで汚れたときなど）

3 水で十分にすすいだ後、
陰干しして十分に乾燥させる

ゴミを捨ててから、水洗いする
水洗い後は、乾いた布で拭いた後、陰干しして十分
に乾燥させてください。

ご注意
必ずゴミを落としてから水洗いしてくだ
さい。
表面を洗浄するときは、強くこすらない
でください。

3 ダストケースのふたを閉める

洗濯機では、洗わないでください。
サイクロンケースにフィルターを取り付けて
5 から、
ダストケースに取り付ける

6 本体にダストケースを取り付ける
7

外して水洗いする

サイクロンケース

ゴミ箱のふちなどで軽く叩いて、ゴミを落としてくだ
さい。

閉める

（汚れがひどいとき、吸引力が低下したとき）

ご注意

ゴミが散らないように、
ゴミ箱などの上で
開けてください。

押す

フィルター類

2 中性洗剤を少しつけ、
表面を軽くなでるように洗浄する

床用吸込口

突起部

感電するおそれがあります。

フィルター

②外す

トケースの「ゴミ捨てレバー」の
2 ダス
突起部を押してゴミを捨てる

安全のため、必ず電源プラグを抜いてください。

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。
すすぎや乾燥が不十分なままご使用にな
ると、泡が出たり、目詰まり、においの原
因になります。

8

故障かな？と思ったら

保証とアフターサービス

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に下記のことを確認ください。

保証書（裏表紙）

こんなときは

ここを確認してください

運転しない

■電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか？

吸込力が弱い

■サイクロンケース、
フィルター、本体フィルターはセットされていますか？
■ゴミがいっぱいではありませんか？ →ゴミを捨て、
お手入れをしてください。
（7、8ページ）
■湿ったゴミを吸い込ませませんでしたか？
■フィルター類が目詰まりしていませんか？ →お手入れをしてください。
（7、
8ページ）

不快なにおいがする

■本体フィルターの乾燥は十分ですか？ →本体フィルターのお手入れ後は陰干しで十分に乾
燥させてください。
（8ページ）

ゴミが排気口から飛び出す

■サイクロンケース、
フィルターは正しく確実にセットされていますか？

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買
い上げの販売店からお受け取りいただき、内容をよくお
読みのあと、大切に保存してください。

吸

入

電
仕

修理を依頼されるとき

総合相談窓口：

9ページの表に従ってご確認してください。それでも異
常がある場合は、
ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜
いてから、
お買い上げの販売店へご連絡ください。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。

固定電話からは

0120-865-812

携帯電話・PHSからは

0570-020-812（有料）

受付時間

365日

9:00〜18:30

事

力

500 W

延長パイプ ……………… 1

率

100 W

ハンドル ………………… 1

修理相談窓口：
固定電話からは

0120-982-540

携帯電話・PHSからは

0570-010-540（有料）

量

0.9 L

床用吸込口 ……………… 1

外

形

寸

法

227 × 197 × 1030 mm

すき間ノズル …………… 1

（幅 × 奥行き × 高さ）

すき間ノズル用ホルダー … 1

質
ー

修理すれば使用できる製品については、
ご希望により有
料で修理させていただきます。当社は、
このスティック型
クリーナーの補修用性能部品を製造打切後6年保有し
ております。
（注：補修用性能部品とは、その製品の機能
を維持するために必要な部品です。）

0570-013-791（有料）

付属品

容

コ

商品についての全般的なご相談

100 V 50/60 Hz共用

塵

源

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口に
お問い合わせください。

源

集

電

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの
販売店へお申し出ください。

保証期間を過ぎているときは

電
費

お買い上げ日から 1年間

■まずは、お買い上げの販売店 へ…

※FAXでご相談される場合

仕様
消

保証期間

お客さまご相談窓口

量

約 2.1 kg

ド

約 5.0 m

製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、
ご了承ください。
この製品は日本国内用に設計されていますので、
日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

修理料金の仕組み
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

診断･故障個所の修理および部品交換･調整･修
理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代

修理に使用した部品および補助材料代です。

本製品は持込修理対象製品です。お客様のご都合により、出張
修理を行った場合は出張に要する実費を別途申し受けます。

商品の修理サービスについてのご相談

受付時間

月曜日 〜 金曜日
土曜・日曜・祝日

9:00〜18:30
9:00〜17:30

※上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありま
すのでご了承ください。

■ お客さまご相談窓口 における個人情報の お取扱いについて

愛情点検

★長年ご使用の『 クリーナー 』の 点 検を！
スイッチを入れてもときどき運転しないことがある

このような症状は
ありませんか？

電源コード、
プラグが異常に熱い
電源コードに深いキズや変形がある
異常な音や焦げくさいにおいがする
その他異常や故障がある

9

このような症状のときは、
ご使用を中止し、事故防止
のため電源プラグを抜い
て、必ず販売店に点検をご
依頼ください。

お客さまご相談窓口でお受けしたお客さまのお名前、
ご住所、
お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。
また、お客さまの同意がない限り第三者への開示は行いません。
（業務委託の場合および法令に基づき、必要とされる場
合を除く。）
お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを
目的として用います。なお、
この目的のためにハイアールジャパンセールス株式会社および関係会社で上記個人情報
を利用することがあります。
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適
切な管理・監督をいたします。
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