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取扱説明書

閲覧専用につき、この保証書は

お 名 前
お 電 話

販売店

月

(持込修理)

様

このたびは「布団クリーナー FPC-1097」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」(2～3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P12についております
ので販売店様の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。

例

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。

例

(分解禁止)

(プラグを抜く)

禁止

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

ぬれた手で充電用ACアダプター
の抜き差しをしない
ぬれ手禁止

(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)

プラグを抜く

(爆発や火災の原因)
必ず実施

絶対に分解したり、修理・改造
は行わない
分解禁止

(発火・感電・けが・故障の原因)
※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。

浴室や湿気の多い所での充電・
使用・保管はしない
水場使用禁止

電源コードや充電用ACアダプ
ターが傷んだり、コンセントの差
込みがゆるい時は使用しない。
また、充電用ACアダプターはコ
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

例)電源スイッチを入れても運転しない/
充電用ACアダプターやコードを動か
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

(感電・故障の原因)

(感電・発火・故障の原因）

2

禁止

充電用ACアダプターや本体をスト
ーブなど高熱のものに近づけた
り、車内等高温環境下に放置し
ない

5℃以下や35℃以上になる場
所で充電・使用しない
禁止

(変形や破損・ショート・発火の原因)

(故障の原因)

充電をするときは、必ず付属の
ACアダプターを使用する

電源コードや充電用ACアダプター
を破損するようなことはしない

必ず実施

傷つける/加工する/無理に曲げる/ねじ
る/引っ張る/重いものをのせる/束ねたま
ま使用する など
(感電・ショート・火災の原因)

(付属品以外のアダプターでは充電され
ないだけでなく、発熱・発火の恐れ)

正しく充電しても使用時間が
短くなったときは、充電電池の
寿命と思わるため、販売店に
相談する

(変形・故障の原因)

(修理扱いでの電池交換となります)

液体を吸引しない

充電用ACアダプターを抜くとき
は、電源コードを持たずに必ず
先端のACアダプターを持って引
き抜く

(感電・故障の原因)

ダストボックス・クリーンフィルター
を取り付けずに使用しない

(感電やショートして発火する恐れ)

(故障の原因)

(漏電・火災の原因）

異常・故障時はただちに使用を
中止し充電用ACアダプターを
抜く

本体及び充電用ACアダプターを水
につけたり、水をかけたりしない
水ぬれ禁止

(感電の恐れ）

充電しないときは充電用ACア
ダプターをコンセントから抜く

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

注意

吸込口や排気口をふさいで運
転しない

警告

必ずお守りください

ご使用上のお願い
◆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ご使用にならないでください。
●次のようなものは吸い込ませないでください
◇多量の粉(小麦粉・消火器の粉など)、多量の砂や小石、除湿剤、ペットなどの排泄物が
付着したもの
…フィルター目詰まりの原因となります。目詰まりしたまま使用を続けますと、モーターに負荷が
かかり故障の原因となります。
◇ガラス、針、カッターの刃など鋭利なもの
…フィルターが破れ、ゴミが本体内部に入り込み故障の原因となります。
◇液体
…故障の原因となります。

◆製品を廃棄する際は、充電電池を掃除機本体から外してください。
(P9参照)
●取り外した充電電池は、貴重な資源を守るため
充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

3

各部の名称

ご使用の前に(充電のしかた)
初めてご使用になる前に、必ず充電をおこなってください

電源スイッチ

1

タタキスイッチ

本体のアダプタープラグ差込口に、
充電用ACアダプターのアダプタープラグを
奥までしっかり差し込む。

2

ACアダプターをコンセントに差し込み、
充電ランプが赤色に点灯したらそのまま充電
を開始する。

タタキ表示ランプ

充電ランプ
(赤点灯)

点灯しなかった場合は、電源スイッチが「ON」になって
いる状態なので、一回だけ電源スイッチを押して、充電
ランプが点灯するか確認する。

充電表示ランプ
アダプタープラグ差込口

3

充電時間(約4時間)が経過し充電ランプが青色に点灯したら、充電用ACアダプターを本体および
コンセントからはずす。
約4時間

タタキ部
充電ランプ
(青点灯)

吸込口

<ご注意>
ダストボックス

・充電しながらの使用はできません。
・充電に要する時間は、使用放電時間により一定しません。
・充電中は充電用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。
・周囲温度が5℃～35℃の範囲内で充電してください。

クリーンフィルター

クリーンフィルターパッキン

充電時のご注意
●お買い上げ時は
あらかじめ装着
されています

●充電には、必ず付属の充電用ACアダプターを使
用してください。

●充電の目安
充電時間は約4時間です。
（使用状況により変動します）
使用中に運転が突然止まったら、充電が切れたサイン
です。ご使用をやめ、充電してください。

付属の充電用ACアダプター以外では正しく充電されな
いだけでなく、故障・発熱・火災の原因となります。

※満充電時の連続使用可能時間
約20分

●長期間使用しない場合

充電用ACアダプター
お掃除ブラシ

4

クリーナーを長期間(おおむね2週間以上)使用しない場
合は、充電完了後に充電用ACアダプターをコンセント
から抜き、2～3分ほど製品を作動させてから保管してく
ださい。
★充電用ACアダプターを接続したまま放置すると充電
電池が劣化するおそれがあります。
また、電源スイッチをいれたまま放置されますと充電電
池が過放電状態となり、性能・寿命が著しく低下した
り、発熱や発火おそれがあります。

●電池寿命について
正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は充
電池の寿命です。(使用時間・使用回数・周囲温度等
の要因によっても変動します)。

充電電池は消耗部品となり、交換をご希望される
場合は保証期間内でも有料修理扱いとなります。
あらかじめご了承ください。

5

ゴミの捨てかた

使いかた
基本の使いかた

1

電源スイッチ

ダストボックス取外しボタンを押しながら引き抜き、本体からダストボックスを取り外す

タタキスイッチ

充電後、電源スイッチを
押します。

タタキ機能を作動させるとき
は、タタキスイッチを押す。

※充電しながらの使用は
できません

取り外しボタン

毎日のお手軽お掃除
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)

2
注意

①底面のロックをスライドさせて
②フタを開け
③クリーンフィルターを取り外し

布団掃除後は、P7「ゴミの捨てかた」を参考に、こま
めにフィルターをお手入れしてください。

①

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。

③

②

クリーンフィルター

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

④ごみを捨てる

掛け布団を反対側に折り返し
ゆっくり2～3往復

●クリーンフィルターはお掃除ブラシで強くこすると毛
羽立って破れやすくなりますのでご注意ください。

掛け布団の表面を
ゆっくり2～3往復

汚れのひどいときは、さらに以下の手順でクリーンフィルターとダストボックスを水
洗いしてください。

3

ダストボックス・クリーンフィルターを水洗いする

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。

使用中にタタキ部が停止した場合

●よく水気を切ってから陰干しし、完全に乾燥し
てから取り付けてください。

タタキ部に無理な力が加わった場合やゴミなどが詰まると、モーターを保護するために過負荷保護装置が
はたらき運転が停止します。
①タタキスイッチ・電源スイッチを切り、パンチ部に付着しているゴミ等を取り除きます。
（ゴミ等が付着したままの場合、再度運転が停止するため完全に取り除いてください）
②20～30秒待ちます。モーターが冷めると過負荷保護装置が自動的にリセットされますので、もう一度電
源スイッチを押すと運転が再開します。

(完全に乾燥していないまま取り付けると、吸引力の低
下やカビ・雑菌による悪臭の原因)

4

ダストボックスにクリーンフィルターを取り付
け、フタが閉まっていることを確認して本体に
セットする

●布製品以外には使用しないでください。
●タタキ機能使用中に床や壁、家具などに押し付けないでください。(傷の原因)

6

●本体側の凸とダストボックス
側の凹が向い合わせになる
ようにセットしてください。

7

廃棄時のリチウムイオン電池の取り外しかた

お手入れのしかた
●本体はからぶき、または固く絞った布で拭き取る

1.完全にモーターの回転が
停止するまで運転(放電)
させ、電源スイッチをOFF
にしてから電池フタのネジ
をはずす。

2.電池フタをスライドさせては
ずし、コネクタを引き出す

3.コネクタの
①ロック解除部を押しな
がら
②引き抜く。
ロック解除部
①押しながら

はずす

②引き抜く

<真横から見た図>

コネクタ→

※取り外したリチウムイオン電池を廃棄する場合は、家電量販店などのリサイクル協力店へお持ちください。

故障かな?と思ったら

●ダストボックス・クリーンフィルターは水洗いできます。(P7参照)

次の場合は故障ではありません。修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

症

状

メ モ
吸込み力が弱い

使用時間が短い

ご 確 認
ダストボックスの中にゴミがたまって
いませんか？

ゴミを捨ててください。

クリーンフィルターが目詰まりして
いませんか？

クリーンフィルターのお手入れを
してください。

充電時間が不足していませんか？

充電をしてください。

電池が消耗していませんか？

充電をしてください。

付属の充電用 AC アダプター
以外のアダプターを使用して
いませんか？

モーターが回転しない
8

なおし方

電池が消耗していませんか？

9

充電の際は必ず付属の充電用
AC アダプターを使用してください。
付属品以外の似たようなアダプターで
は充電されないだけでなく、 発熱 ・
発火の恐れがありますので絶対に使
用しないでください。
充電をしてください。

保証とアフターサービス

消耗部品について

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。

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。
<2020年8月現在>

部品名

部品
番号

右図
番号

希望
小売価格

税込価格

ダストボックス

P822

①

1,800円

1,980円

①

②

●お買い上げメモ

(税別)

クリーンフィルター

P823

②

1,500円

1,650円

充電用ACアダプター

P974

③

1,500円

1,650円

お掃除ブラシ

P811

④

300円

330円

(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)
③

④

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)

年

月

日

◆保証書は、この取扱説明書のP12についています。
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。

※別途送料がかかります。

◆転居や贈答品などでお困りの場合は…
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。
※保証対象となるのは本体のみです。付属品・消耗部品は対象外となります。また、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。

◆修理を依頼されるときは…
「故障かな?と思ったら(P9)」をご確認の上、それでも異常があるときは充電用ACアダプター
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。

仕 様
電源方式

充電式
（入力）AC100V 50/60Hz 10-20VA

充電電源

●保証期間が過ぎているときは

充電時間

約4時間

使用時間

約20分

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。

（出力）DC 18V 500mA
付 属 品 充電用ACアダプター・お掃除ブラシ

充電用 ACアダプター コード 1.8m

このクリーナーの補修性能部品(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5年です

長年ご使用のクリーナーの点検を！

お客様ご相談窓口

ご使用の際にこんな症状はありませんか

ご使用中止

●ACアダプター・電源コードや本体が異常に熱くなる
●ACアダプターやコードを動かすと、充電ランプが点灯
したりしなかったりする
●異常なにおいや音がする
●その他の異常・故障がある

事故防止のため、コンセ
ントからACアダプターを
抜いて、必ず販売店に
ご相談ください。
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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 5年

※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。

愛情点検

技術料
部品代
運送費

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「布団クリーナー FPC-1097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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