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取扱説明書

閲覧専用につき、
この保証書は

ご 住 所
お客様

(持込修理)

このたびは「ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付 FCC-1004」を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。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■ご使用の前に、「安全上のご注意」(1～2ページ)を必ずお読みください。
■この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになったあとは、お使いになる方が必要な時にいつでも見ることができる所へ大切に保管してください。

-

＜無料修理規定＞
本書は、 記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。
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のうえ、 お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
■取扱説明書、 本体貼付のラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、 お買
い上げの販売店が無料修理いたします。
■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。 もし未記入の場合は、 お買い上げの販売店にお申し出く
ださい。
■本書は再発行はいたしませんので、 大切に保管してください。
■ご転居 ・ ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、 取扱説明書に記載しております 「お客
様ご相談窓口」 にご相談ください。
■保証期間中でも、 次の場合は有料修理となります。
( イ ) 本書のご提示がない場合。
( ロ ) 本書にお買い上げ年月日、 お客様名 ・ 販売店名の記入がない場合、 または字句を書き換えられた場合。
( ハ ) 使用上の誤り、 または不当な修理や改造による故障 ・ 損傷。
( ニ ) お買い上げ後の取り付け場所の移設や輸送 ・ 落下などによる故障および損傷。
( ホ ) 火災 ・ 地震 ・ 風水害 ・ 落雷 ・ その他天災地変および公害 ・ 塩害 ・ ガス害や異常電圧 ・ 定格外の使用電源
( 電圧 ・ 周波数 ) などによる故障および損傷。
( ヘ ) 一般家庭用以外に使用された場合 ( 例えば業務用での使用や、 車両船舶に搭載 ) の故障および損傷。
( ト ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。
■本書は日本国内においてのみ有効です。
※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
保証書を発行している者 ( 保証責任者 ) およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する物ではあ
りませんので、 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、 お買い上げの販売店または弊社 「お客様ご相
談窓口」 まで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の 「保証とアフターサービス」 をご覧くだ
さい。

保証書付

保証書はこの取扱説明書のP15についております
ので記入をお受けください。
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安全上のご注意

安全上のご注意

必ずお守りください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、
製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。
内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

警告

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

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定
される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。
の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。

この図記号は必ずしてほしい行為を示します。
●の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。

注意
使用時以外は、電源プラグをコンセント
から抜く
プラグを抜く

必ず実施

例

例

(プラグを抜く）

必ず実施

ぬれ手禁止

禁止

引火性のあるものや、火の気のあるもの(
灯油・ガソリン・シンナー・コピー用トナーな
ど)のそばで使用したり、それらを吸引しな
い(爆発や火災の原因)

(変形や破損・ショートの原因)

火気に近づけない

電源プラグを抜くときは、電源コードを持
たずに必ず先端の電源プラグを持って
引き抜く

(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

吸込口や排気口をふさいで運転しない

(感電やショートして発火する恐れ)

(モーター過熱による本体の変形や発火・故
障・やけどの原因)

付属品の取付け・取外しおよびお手入
れをするときは、スイッチを「OFF」にし、
電源プラグを抜いてからおこなう

この掃除機は一般家庭用に設計され
ているため、業務用やお掃除以外の目
的には使用しない(故障・破損の原因)
付属の布団用ヘッドは、濡れている生
地・刺繍や凹凸のある生地・防ダニ加
工した生地・革製品・畳などに使用し
ない(生地などを傷める原因)

電源コードや電源プラグの取り扱いはて
いねいにおこなう
無理に曲げたり、踏みつけたり、引っぱっ
たりしない

使用中や使用直後にUVランプに触れ
ない(やけどの原因)

(感電・ショート・火災の原因)

付属のターボブラシ・布団用UVヘッド
を使用する際、ブラシ回転中は絶対に
指を触れない(けがの原因)

人やペット・動植物にUVランプの光を直
接当てない
(長時間あるいは長期的に照射すると目や皮
膚の痛み・炎症など疾患や障害の原因)
※万一異常が発生したときは直ちに使用を中
止し、すみやかに医師に相談してください。

異常・故障時はただちに使用を中止し
電源プラグを抜く
例)スイッチを入れても運転しない/電源プラグ
やコードを動かすと電源が入ったり切れたり
する/運転中にたびたび止まる/本体が異
常に熱い/いつもと違う音がする/こげくさい
においがする/本体が変形している

通常と異なる使い方をしない
例)UVランプを強制的に点灯させる/布団や布
製品以外のもの(家具・鏡等)に照射する
(目や皮膚の痛み・炎症など疾患や障害の
原因、被照射物の変色・変質の原因)

紫外線に敏感な方は、UVを防ぐメガネや
手袋・長袖の衣服を着用する

本体を水につけたり、水をかけたりしない
(ショートによる発火・感電・故障の原因）
水ぬれ禁止

必ず実施

絶対に分解したり、修理・改造は行わな
い(発火・感電・けが・故障の原因)
分解禁止

禁止

(モーター回転の反動や、ターボブラシ・布団
用UVヘッド装着時はブラシ回転によるけがや
転倒、床面の傷つきの原因)
(感電の恐れ）

電源コードや電源プラグが傷んだり、コン
セントの差込みがゆるい時は使用しない
また、電源プラグはコンセントの奥までしっ
かり差し込み、ほこりは乾いた布で定期
的にふきとる

(感電・漏電火災の原因)

電源プラグはスイッチを「OFF」にしてから
差し込む

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

(タコ足配線や延長コードなどで定格を超えると
発熱による火災の原因)

電源コードや本体をストーブなど高熱の
ものに近づけない

(接触禁止)

警告
コンセントや配線器具の定格を超える使
い方、また交流100V以外で使用しない

必ずお守りください

万一UVランプが破損した場合は、人や
ペットを部屋から出し5～10分ほど換気を
してから破片を回収する
※UVを発生させるためにランプに封入されてい
るごく微量の気化水銀を吸い込まないように
するため

※修理はお買い上げの販売店または弊社お客
様ご相談窓口にご相談ください。
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モーター保護装置について
本体及びターボブラシ・布団用UVヘッドには、安全のためモーター保護装置が
付いています。製品の連続使用や、異物などにより回転ブラシがロックすると
保護装置が働き、モーターが止まります。
●ターボブラシ・布団用UVヘッドが止まった場合は電源スイッチを切り、コンセントを抜
いてからブラシに絡まった異物等を取り除いてください(電源スイッチを切れば保護装
置は自動的に解除されます)。
●本体モーターが止まった場合は風通しの良い場所に30分ほど置き、モーターを冷ま
してください(本体モーターの温度が下がれば自動的に保護装置は解除されます)。

2

各部の名称
本体
ＬＥＤライトスイッチ

付属品の取り付け方
延長管

電源スイッチ

通電表示ランプ

細

電源プラグをコンセントに差し込むと点灯します。

運転中は消灯します。

LEDライト
電源プラグをコンセントに差し込んでいる間に
LEDライトスイッチを押すと点灯します

電源コード

太
細

コードバンド

※このラインまで
ねじこまないでください
(外れなくなります)

ねじこむ
太

電源プラグ

フロアブラシ

ブラシ付ノズル

ダストケース着脱ボタン

吸込口
ダストケース

フィルターセット

フィルター

ターボブラシ・布団用UVヘッドは
延長管に取付できません

フィルターカバー

排気口

フロアブラシ・ブラシ付ノズルは
本体に直接取付もできます

ターボブラシ
注意

フィルター用パッキン

取付け・取外し前に必ず電源スイッチをOFFにし、
電源プラグをコンセントから抜いてください(けがの原因)

本体フィルター
端子

ブラシ付ノズルも
延長管に取付できます

はずしかた

下図のように持ち、左右にひねりながら
引き抜きます

はずしかた

下図のように持ち、左右にひねりながら
引き抜きます

接点

注意

水にぬらさない(故障の原因)

布団用UVヘッド

端子に接点が触れるように
しっかり押し込みます

接点

回転ブラシ

注意

接点

ブラシカバー

水にぬらさない

ブラシカバーロック

(故障の原因)

端子

UVランプ

布団用UVヘッド
ヘッド状態表示ランプ
注意

緑：センサー作動中
赤：ブラシ回転停止
ランプが赤色点灯した場合はすぐに運転を中止し、
ブラシに絡まったゴミ等を取り除いてください。

センサー部

取付け・取外し前に必ず電源スイッチをOFFにし、
電源プラグをコンセントから抜いてください(けがの原因)

端子に接点が触れるように
しっかり押し込みます

付属品
接点
注意

水にぬらさない
(故障の原因)

ターボブラシ

フロアブラシ

ブラシ付ノズル

3

延長管(2本)

お掃除ブラシ

4

使いかた

《布団のお掃除は…》

1 電源スイッチが「OFF」になっていることを必ず確認する
電源スイッチが「ON」のまま電源プラグをコンセントに差し込んでしまうと作動します。
特にターボブラシ・布団用UVヘッドが取り付けられていますとブラシも回転し大変
危険です。予期せぬ作動でけがをする恐れがありますので、必ず「OFF」であること
を確認してください。

消灯

OFF

布団用UVヘッド

ダストケースに直接セットします
※延長管との併用はできません

毎日のお手軽お掃除

2 お掃除の場所に応じて、ブラシやヘッドをセットする (→P4)

布団の上半分と枕の裏表をゆっくり1往復
(1往復は約10秒を目安としてください)

3 電源コードを伸ばし、電源プラグをコンセントにしっかり差し込む

注意

通電表示ランプが点灯(赤)します。(まだ作動はしません)
電源コードを束ねたまま使用しないでください。

布団掃除後は、P7「布団掃除後のごみの捨てかた」
を参考に、こまめにフィルターをお手入れしてください。
布団から取り除いた微細なハウスダストはフィルター目詰まりの
原因となります。こまめにお手入れしていただくことで、吸引力
も持続しハウスダスト除去に効果を発揮します。

点灯

4 電源スイッチを「ON」にする

ON

通電表示ランプが消灯し、吸引が始まります。
ターボブラシ・布団用UVヘッドを取り付けている場合はブラシが回転します。

週1回のしっかりお掃除
布団の上半分と枕の裏表を
ゆっくり2～3往復

※連続30分以上は使用しないでください。モーターが過熱し、
保護装置が働き運転が停止します。(→P2)

掛け布団を反対側に折り返し
ゆっくり2～3往復

掛け布団の表面を
ゆっくり2～3往復

消灯

5 使用後は電源スイッチを「OFF」にする
運転が停止し、通電表示ランプが点灯します。

点灯

OFF

月に1回程度、敷布団の裏面もお掃除するとより効果的です。

6 電源プラグをコンセントから抜く

布団用UVヘッドご使用上のお願い

通電表示ランプが消灯します。

注意

本体に電源コードを巻き付けて
保管しないでください。
(断線による故障の原因)

消灯

《お部屋のお掃除は…》

そのまま使う

ブラシ付ノズル

延長管＋フロアブラシ
(またはブラシ付ノズル）

5

ターボブラシ
ダストケースに直接セットします。
※延長管との併用はできません。

●布団用UVヘッドは寝具・座布団・カーペッ ●掃除する物の色合いや光沢の状態によって
はセンサーが感知せず、UVランプが点灯し
ト・クッション・ソファーやカーシート(布張りあ
るいは布製カバーのもの)など、布製品以外
なかったりヘッド状態表示ランプが点滅して
には使用しないでください。
いるように見える場合がありますが、故障で
●ヘッドを床や壁、家具などに押し付けないで
はありません。
ください。(傷や変色の原因)
●センサー部にハウスダストや異物が付着して
いるとセンサーが感知せずUVランプが点灯し
●長期間使用すると、UVランプ周辺の色が
変色することがありますが、異常ではありま
ない場合があります。センサー部はこまめに
せん。
お手入れしてください。
●同じ場所に長時間紫外線を照射しないで ●UVランプは消耗品です。(寿命約5,000時間)
ください。被照射物が変色・劣化するおそれ
UVランプが点灯しなくなった場合は修理対
があります。
応にて交換いたしますので、フカイ工業「お
客様ご相談窓口」までご連絡ください。

6

ゴミの捨てかた

フィルターのセット方法

お部屋掃除後のゴミの捨てかた

布団掃除後のゴミの捨てかた

1 ダストケース着脱ボタン(左右両側)

1 「お部屋掃除後のゴミの捨てかた」の

を押し、ダストケースをはずす

1 フィルターカバーの▲印をフィルターの「open」側▼印に合わせ、時計回りに
「close」側▼印までしっかり回して取り付ける

1 ・ 2 同様にダストケース内のゴミを

捨てる

2 微細なゴミやハウスダストが舞い散ら

注意

ないように、フィルターセットを水を張っ
たバケツに沈め、バケツの中でフィルタ
ーカバーをはずす

2 ダストケースからフィルターセットを

水洗いした場合は、必ず完全に乾燥
させてから取り付けてください。
乾燥が不十分な場合、吸引力が落
ちるだけでなく、雑菌やカビなどによる
異臭やモーター過負荷など故障の原
因となります。

注意

ダストケースは絶対に
水洗いしないでください。

はずし、ダストケース内のゴミを捨てる

ダストケースには、ターボブラシ
や布団用UVヘッドへ電力を送
るための部品が組み込まれて
います。サビ等により通電しなく
なると、ターボブラシや布団用
UVヘッドが作動しなくなります。

2 ダストケースにフィルターセットを取り付ける
フィルター用パッキンが外れた場合は
ここでしっかりはめてください。
フィルターセット先端の○部分と
吸込口の筒先が合うようにはめます。

3 バケツの水の中でフィルターとフィルター

3 フィルターカバーを反時計回りに

カバーのゴミを取り除く

回してはずす

3 ダストケースを本体に取り付ける

カバーを左に回す

4 フィルターとフィルターカバー内の
ゴミを捨てる

4 水洗いしたフィルターとフィルターカバー
を、風通しのよい日陰で十分に乾燥
させる

注意

<下から見た図>
ダストケース着脱ボタンが「パチン」と
音がすれば取付け完了です。

ダストケース下部の穴(2か所)に、
本体下部の凸部(2か所)がはまるよう
にあわせます。

フィルター用パッキンを紛失
しないようご注意ください。

注意

本体がうまくはまらない場合はフィルタ
ーセットが正しく取付できていません。
２ からやりなおしてください。

フィルターパッキンがないと、
隙間から空気が入り込み
吸引力が弱くなります。

※目詰まりがひどい場合は、右欄「布団掃除後の
ゴミの捨てかた」同様にお手入れしてください。
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お手入れのしかた
本体

お手入れのしかた
布団用UVヘッド(回転ブラシ)

水洗い不可
本体フィルター

電源プラグを抜いてから、乾いた布で拭
いてください。
本体フィルターや排気口にゴミやほこりが
たまっている場合は取り除いてください。

水洗い可(回転ブラシのみ)

1 コインなどでブラシカバーロックを

(つづき)
水洗い後は水分をよく
拭き取り、完全に乾燥
させてください。

4 回転ブラシ軸左側の「□」を

「OPEN」に回し、ブラシカバーを
はずす

ヘッドの左側「□」に合わせて
はめる

排気口

ダストケース

水洗い不可

乾いた布で拭いてください。
(水洗いできません)
吸込口に汚れが付着していると、ブラシ
やノズルの着脱がしにくくなりますので、こ
まめに拭き取ってください。

2 回転ブラシを右側から取り外す

5 回転ブラシ軸右側の「○」を

ターボブラシ

3 絡まっている髪の毛などを取り除く

6 ブラシカバーの凸部をヘッドの凹部

水洗い不可

(回転ブラシの毛を切ってしまわない
ように注意する)

乾いた布で拭いてください。
(水洗いできません)
ブラシに髪の毛等が絡まっている場合
は、ハサミで切って取り除いてください。
(ブラシの毛を切ってしまわないようにご
注意ください)

布団用UVヘッド
(センサー部・UVランプ)

ヘッド右側の凹部にはめる

に合わせてはめ、ブラシカバーロック
をコインなどで時計回りに回し、ロッ
クする

ヘッド本体
水洗い不可

乾いた布で拭いてください。
(水洗いできません)
センサー部にゴミや汚れが付着している
と、センサーが感知せずUVランプが点灯
しない場合があります。

センサー部
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故障かな？と思ったら

保証とアフターサービス

下記のことをお確かめになり , それでも調子が悪いときはただちにご使用
を中止し , お買い上げの販売店または弊社 「お客様ご相談窓口」 ま
でご連絡ください。

修理・使い方・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へご相
談ください。

こんなときは…?

考えられる主な原因

対処方法

年

・電源プラグをしっかり差し込んでくだ
さい
・電源プラグをコンセントに差し込む
と通電ランプが点灯しますが、電
源スイッチをONにしないと作動しま
せん

◆保証書は、この取扱説明書のP15についています。

・電源スイッチをONにしていない

◆転居や贈答品などでお困りの場合は…

・モーターが過熱し、保護装置が働
いた(→P2)

①電源スイッチを「OFF」にする
②電源プラグを抜く
③約30分待つ
(モーターが冷えて、保護装置が
解除される)
④ダストケース・フィルターにゴミがた
まっていないか、またノズルにゴミが
詰まっていないか確認する

・ダストケースにゴミがたまっている

・ダストケース内のゴミを捨ててくださ
い(→P7)

吸引力が弱い
・フィルターやフィルターカバーが目詰 ・フィルターカバーをはずし、フィルター
まりしている
をお手入れしてください(→P7)
本体・電源プラグ・
電源コードがいつもより熱い

・フィルターやフィルターカバーが目詰 ・フィルターカバーをはずし、フィルター
まりしている
をお手入れしてください(→P7)

※本体・電源プラグ・電源コードは使用中
40～60℃程度になりますが、仕様であり
異常ではありません。

・コンセントの差し込みがゆるい
・延長コードを使用している

・ゆるいコンセントや延長コードは使
用しないでください(→P1)

・ダストケース、フィルター内にゴミを
ためたままにしている

・ダストケース、フィルターのゴミを捨て
てください(→P7)

・フィルターを水洗いした後、完全に ・フィルターを水洗いした場合は完全
乾ききる前にダストケースに装着し に乾燥させてから装着してください
(→P7)
た

本体から焦げ臭い
においがする

・フィルターセットや本体フィルターを
装着せずに使用した

・使用時は必ず、フィルターセットと本
体フィルターを装着してください

UVランプが点灯しない

・濃色の生地や布以外の素材に布
団用UVヘッドを使用した

・濃色の生地や布以外に使用すると
センサーが感知せずUVランプが点
灯しない場合があります

(→P3・P8)

(→P6)

UVランプが消灯しない

(お買い上げ時やお手元に届いた際に記入しておくと便利です)

お買い上げ日(または商品到着日)
販売店名(またはカタログギフト社名)

・電源プラグがコンセントから抜けて
いる

運転できない

排気がにおう

●お買い上げメモ

・布団用UVヘッドのセンサー部にほ ・センサー部をお手入れしてください
(→P9)
こりや汚れが付着している
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月

日

お買い上げの際に、販売店で保証書の「お買い上げ年月日」と「販売店名」などの記入を
お確かめの上、大切に保管してください。
下記弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

◆保証期間は、お買い上げの日(またはお手元に届いた日)から1年間です。
※保証期間内であっても有料修理となる場合がございます。保証書の「無料修理規定」をよ
くお読みください。*消耗品は保証期間内であっても「有料」となります。

◆修理を依頼されるときは…
「故障かな?と思ったら(P11)」をご確認の上、それでも異常があるときは電源プラグを抜いて
からお買い上げの販売店へ保証書をご提示の上、ご依頼ください。

●保証期間中は…
保証書の無料修理規定に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。

●保証期間が過ぎているときは…
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。下記
修理料金の仕組みをご参照の上、販売店または弊社「お客様ご相談窓口」までご相談く
ださい。
技術料
部品代
運送費

修理料金は技術料・部品代・運送費などで構成されています。
故障した商品を正常に修復するための料金です
修理に使用した部品代金です
修理完了後、お客様にお届けする際の運送費となります（有料修理の場合）

※補修用性能部品の保有期間 6年
この製品の補修性能部品(製品の機能を維持するための部品)の最低保有期間は、
製造打ち切り後6年です

お客様ご相談窓口

0120-818-114

土日祝祭日を除く
AM9:00～12:00 PM1:00～5:00

お電話の際は「FCC-1004(えふしーしー いちぜろぜろよん)について」とお伝えいただくとスムーズです。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
フカイ工業株式会社は，お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理，その確認などのために
利用し，その記録を残すことがあります。また，個人情報を適切に管理し，正当な理由がある場合を除き第
三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは，ご相談された窓口にご連絡ください。
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消耗部品・別売部品について

仕 様

お買い上げの販売店、または弊社お客様ご相談窓口へご相談ください。

電

<2015年9月現在>

部品名
フィルターカバー
フィルター

部品番号

右図
番号

P494

①

P496

②

希望小売価格

定
格
消費電力 200W

(税別)

1,000円

①

②

③

1,800円

フィルター用パッキン

P845

③

300円

ダストケース

P902

④

1,800円

本体フィルター

P497

⑤

300円

ブラシ付ノズル

P806

⑥

800円

フロアブラシ

P809

⑦

1,500円

ターボブラシ

P901

⑧

2,500円

源 AC(交流) 100V 50/60Hz

連
続
使用時間 30分

製品寸法(約) 幅115×奥行385×高さ155mm
(本体)
質 量 (約)

1.4kg(電源コード含む)

コードの長さ(約) 4.8m

吸引仕事率 40W
④

ダストケース
容 量 ( 約 ) 0.5L

⑤

U V ラ ン プ

2W (定格寿命 5,000時間)
波長：UV-C(254nm)

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
また、海外での修理や部品販売等のアフターサービスも対象外となります。
⑥

⑦

愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を！
ご使用の際にこんな症状はありませんか

延長管(1本)

P808

⑨

800円

布団用UVヘッド

P900

⑩

3,900円

UVヘッド用回転ブラシ

P906

⑪

800円

お掃除ブラシ

P811

⑫

300円

隙間ノズル

P807

⑬

800円

ホース

P504

⑭

1,800円

⑧

⑨

⑩

●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
●本体が変形している。
●運転中、異常な音がする
●焦げ臭いにおいがする。
●その他の異常・故障がある

⑪

⑫

MEMO
オプションパーツ (別売品)

⑬

⑭

オプション
パーツ※

※オプションパーツは同梱されておりません(別売品)。ご必要に応じて別途お求めください。
★別途消費税・送料がかかります。
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ご使用中止
事故防止のため、コンセ
ントから電源プラグを抜
いて、必ず販売店にご
相談ください。

