
掃除機

取扱説明書

V20

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
今後参照するように、大切に保管してください。 V1.03
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重要な安全上のご注意
本製品をご使用になる前に、以下の注意事項をよくお読みください。
本製品はご家庭での使用に限ります。

8歳未満の子供、また身体的、感覚的、精神的機能低下、若しくは経験・知識不足の方が
監督のもとで、また本品に関する指導・留意事項を受け理解してから本品を使用してく
ださい。
怪我の原因になりますので、お子様にこの掃除機を遊ばせたり、操作させたりしない
でください。 監視されていない乳幼児や子供の近くでは使用しないでください。
本品を使用する場合、必ず同梱された電源部品を利用してください。それ以外使用しな
いでください。
非公式なウェブサイトやアウトレット等からアクセサリーや交換部品を使用したり、購
入したりしないでください。Kyvol製造のオリジナル部品のみ使用してください。 付属
品や交換部品が必要な場合は、当社まで直接お問い合わせください。
付属品を組み立てたり分解したりする前に、必ず掃除機の電源を切ってください。
本製品は乾燥した場所での使用のみを想定しています。 掃除機を使って掃除をするとき
は、濡れた面やその近くで操作しないでください。 湿気や雨、雪にさらさないでくださ
い。
この掃除機を屋外、浴室やプールの近くに設置して使用したり、充電したりしないでく
ださい。
濡れた手で掃除機を操作しないでください。
掃除機を使用して、タバコや高温の灰など、燃えているものやくすぶっているものを吸
い上げないでください。 火災の危険性があります。
掃除機で水や油、ガソリンなどの可燃性の液体を吸い上げたり、蒸気のあるところでは
使用しないでください。
掃除機の「フィルターアセンブリ」には、香料や香り付きの製品を使用しないでくださ
い。 火災の危険性があります。
破損した電源コードやプラグは使用しないでください。
掃除機を使用する前に、「ダストカップ」または「フィルターアセンブリ」がしっかり
と固定されていることを確認してください。
髪の毛、指、体のすべての部分を掃除機のすべての開口部や可動部に近づけないように
してください。 「延長チューブ」や金具を目や耳に向けたり、口の中に入れたりしない
でください。
掃除機のすべての開口部に物を置かないでください。 開口部が塞がっている状態で掃除
機を使用しないでください。 掃除機に糸くずや髪の毛など、空気の流れを悪くするもの
がないようにしてください。
事故を防ぐために、掃除機の準備をする前には、特に掃除機を拾ったり移動させたりす
る際には、「電源のオン/オフ」ボタンから手や指を離すようにしてください。
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電池

クリーニングやメンテナンスを行う前に、「電源アダプタ」をコンセントから抜いて
おく必要があります。
保護者の監視なしに子供に掃除やメンテナンスをさせないでください。
掃除機を長期間使用しない場合は、電源アダプターを抜いてください。
階段での掃除は特に注意が必要です。
不適切な操作、ロボット掃除機の分解、上記の安全上の注意事項を守らなかったこと
による火災、爆発、感電について、Kyvolは責任を負いかねますのでご了承ください。

本品は交換不可能の電池を含めています。
本品に同梱された取り外し可能の電源部品のみを使って、バッテリーを充電してくだ
さい。
掃除機は充電式のリチウムイオン電池を搭載しています。
オーバーヒート、火災、けがの原因となりますので、ご自身でバッテリーを取り外し
たり、交換したりしないでください。
火気や直射日光など、直接手の届く熱源にバッテリーをさらさないでください。 火災
の危険があります。
掃除機や「バッテリーパック」を火や水、その他の液体の中に捨てないでください。 
爆発の危険性を避けるためです。
本品を処分する前に、必ずバッテリーを取り外してください。
リチウムイオン電池を家庭ごみに捨てないでください。各地の環境関連法規を遵守し
て処分してください。
バッテリーパックを60℃以上に加熱したり、焼却したりしないでください。 バッテ
リーパックは子供の手の届かないところに保管してください。
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パッキングリスト

ハンディクリーナー

2イン1（ツー・イン・ワン）
ダスティングブラシ

壁掛け取付キット

隙間ツール

ミニ電動ブラシ 電源アダプタ 延長チューブ 説明書

フロアブラシ

壁面取付キッ
ト用ネジパッ
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Stick Vacuum Cleaner 

User Manual

V20

Please read all the instructions before using and keep it for future reference. V1.01
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バッテリーパックの
解除ボタン

電源オン/オフ

ハンドル

吹き出し口作業/充電のインジ
ケーター

吸引力調節 ハンドルの解除ボタン

フロアブラシの解除ボ
タン

ローリングブラシ

ローリングブラシ

ミニ電動ブラシの解除ボタン

ローリングブラシロック

ローリングブ
ラシロック

LEDライト

ハンディクリーナーの解除
ボタン

延長チューブ

フィルターキット
（ダストカップ内）

ダストカップ
底蓋の解除ボタン

バッテリパ

充電ポート

製品概要

04support.jp@kyvol.com

JP



壁面取付キットの取り付け

充電
重要：

初めて使用する前に、掃除機をフル充電してください。

オプション1：掃除機の内部

適正な高さ

はじめに
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オプション2：掃除機の外部

充電のインジケーター:

充電完了

充電中

充電残量が低いです、速やかに充電し

ご注意:
掃除機の電源を入れた後は充電しないでください。
充電のために「ハンディクリーナー」本体を接続している間は、「バッテリーパック」
を取り外さないでください。
フル充電には約3～5時間かかります。
バッテリーの寿命を延ばすために、掃除機を長期間使用しない場合は、最低でも3ヶ月
に1回は充電しましょう。
バッテリーパックを自分で開封してバッテリーを交換しないでください。 掃除機の充
電ができない場合は、support.jp@kyvol.comまでご連絡ください。弊社がサポートい
たします。
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掃除機の組み立て

部品の交換や組み立ては電源をオフにして行ってください。

組立と使用

重要：

掃除機の作動時には、「フロアブラシ」の「LEDライト」が点灯し、暗い環境
でも掃除がしやすくなります。

ヒント：
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A

B ベッド/ソファ/ファブリック製品のお掃除に

C ソファの隙間/天井/カーテンのお掃除に

床やカーペットの掃除に

D キーボード/カーテンのお掃除に

(カチッ) (カチッ)

(カチッ)

(カチッ)

(カチッ)
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①  掃除機の電源を切る。
②  「ハンディクリーナーの解除」ボタンを押して取り外します。

①  「電源オン/オフ」ボタンを押して清掃を開始し、もう一度押すと清掃を停止しま
②  「吸引力調整」ボタンを軽く押すと、最小・中・最大の吸引力を切り替えます。

③  「ダストカップ」の底部を自宅のゴミ箱に向け、「底蓋の解除」ボタンを押してダス
トカップを開けてゴミを空にします。

製品メンテナンス
ハンディクリーナー

掃除機の使用

*「ダストカップ」が「最大」マークに達した場合は、速やかにダストカップのご
     みを空にしてください。
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① 

②

ダストカップ
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④  カチッと音がするまで底蓋を閉めます。

掃除機の電源を切る。

「ハンドルの解除」ボタンを押して、「ハンドル」を「ハンディクリーナー」 
から取り外します。

「ハンディクリーナーの上部」を反時計回りに回して取り外します。

「フィルターアセンブリ」のハンドルを持ち上げて取り外し、HEPAを取り外します。

「フィルターアセンブリ」のすべての部品を清掃し、少なくとも24時間完全に乾燥さ
せます。

「フィルターアセンブリ」の各部品を逆の順序で組み立て直します。
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①

②

③

④

⑤

⑥ 

フィルターアセンブリ
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延長チューブ

ローリングブラシ

定期的に「延長チューブ」を外して、詰まりがないか確認してください。
つまりを取り除いてから、再度組み立てしてください。
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①
②

③

④

⑤

掃除機の電源を切る。

「ローラーブラシ」の先端を持ち上げて外します。

硬貨を使ってミニ電動ブラシの
「ローラーブラシロック」を反時計回
りに回して蓋を開けます。

フロアブラシ左側の「ローラーブラシ
ロック」ボタンを押して、固定蓋を持
ち上げます。

「ローラーブラシ」を逆の順序で取り付け直します。

絡まった髪の毛やカーペットの繊維、「ローラーブラシ」のゴミを取り除きます。
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トラブルシューティング

より詳細がご入用の際には、support.jp@kyvol.comまでご連絡ください。

Q1.掃除機が掃除を始められません。
●  ご使用する前に掃除機が十分に充電されていることを確認してください。
●  別のコンセントを使用して、掃除機のショートがないか確認してください。

Q2.掃除機の吸引力が弱くてゴミを吸い取れません。
●  吸引力を最大に調整してください。
●  「フィルタアセンブリ」の清掃が必要かどうかを確認します。その場合は、フィルタ
   ーアセンブリの清掃の説明に従って清掃ください。

●  「ダストカップ」がいっぱいになっていないか確認してください。その場合は、速や
   かに「ダストカップ」を空にしてください。
●  ミニ「電動ブラシのノズル」と延長チューブ」が詰まっていないか確認してください。 
   詰まっている場合は速やかに取り除きましょう。
●  「ブラシ」に絡まった髪の毛やカーペットの繊維、ゴミなどを取り除きます。
●  「ダストカップ」と「フィルターアセンブリ」が正しく取り付けられていることを確
    認してください。

Q3. 「ローラーブラシ」が回転しなくなり、3つの「作業/充電インジケーター」が点滅し
続  

●  掃除機の電源が切れていないか、誤って電源を切っていないか確認してください。
●  床「ブラシのローラー」に髪の毛やカーペットの繊維、ゴミなどが絡まって、あらかじめ

設定された自動保護機能が作動しているか確認してください。

Q4.掃除機の稼働時間が短すぎる。
●  ご使用する前に掃除機が十分に充電されていることを確認してください。
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ご注意:

「フロアブラシ」には、あらかじめプログラムさ
れた自動保護機能が付いています。
「フロアブラシ」が絡まったり、詰まったりする
と、保護プログラムによって電源が切られ、ブラ
シが回転しなくなります。
「作業/充電のインジケーター」が常時点滅しま
す。
上記の手順ですぐに掃除機の電源を切り、「バッ
テリーパック」を取り外し、速やかに詰まりを取
り除いてください。

● 

● 

● 

● 
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●  「ダストカップ」と「フィルターアセンブリ」が正しく取り付けられていることを確
    認してください。

Q5.充電中に「作業/充電インジケーター」が消えてしまいます。
●  コンセントに電気があることを確認してください。
●  「電源アダプター」がコンセントに正しく差し込まれていることを確認してください。
●  電源アダプターケーブルが掃除機の「充電ポート」に正しく差し込まれていることを
   確認してください。

Q6. 掃除機のホコリが漏れています。
●   「ダストカップ」が満杯になっていないか確認してください。その場合は、速やかに
   「ダストカップ」を空にしてください。
●   「ダストカップ」が壊れていないか確認してください。 その場合は速やかに交換して
    ください。
●   「ダストカップ」と「フィルターアセンブリ」が正しく取り付けられていることを確
    認してください。
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顧客サポート
North America : support@kyvol.com
United Kingdom : support.uk@kyvol.com

@kyvolglobal @ kyvol_global

Deutschland : support.de@kyvol.com

FRANÇAIS : support.fr@kyvol.com

日本 : support.jp@kyvol.com

www.kyvol.com


