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安全にご使用いただくために 
本製品の使用・設定・メンテナンスを行う前
に以下の説明をよくお読みください。
警告 
火災・感電・怪我のリスクを防ぐために、以
下の注意事項を必ずお守りください：
• 完全に組み立ててから操作を開始してください。
• 本製品はご家庭での使用を目的としています。
• 屋外での使用や水分・液体には使用はできません。
• 本製品を長時間電源に接続したまま放置しないでください。 

本製品を使用していない時や、メンテナンスを行う場合
は、プラグを抜いてください。

• 本製品はおもちゃではありません。 本製品をお子様の近く
で使用する、またはお子様が使用する場合は、お子様に十
分注意を払ってください。

• 本説明書で推奨または説明している付属品のみを使用して
ください。

• 本製品を充電する際は、付属のACアダプタのみをご使用く
ださい。

• 損傷したコードやプラグを使用しないでください。本製品
が正常に動作しない場合、または落下や水分の付着によ
り破損した場合は、カスタマーサポートまでご連絡くださ
い。

• 濡れた手で本製品を取り扱ったり、電源に接続したりしな
いでください。

• プラグを抜く際は、コードを引っ張らないでください。 プ
ラグを抜く際は、コードではなく先端のプラグを持って抜
いてください。

• 先の尖った道具や刃物などでコード引っ張らないでくださ
い。 コードの上にもの (本製品を含む) を置いたり、コード
が挟まれないようにしてください。 コードを火気・高温に
なっているものに近づけないでください。

• 開口部や通気口が塞がらないようにしてください。 開口部
が塞がっている場合は使用しないでください。 ほこり、糸

くず、髪の毛など、空気の流れを妨げるものを取り除いて
ください。

• 髪の毛、衣服、指、その他の身体の一部を開口部や可動部
に近づけないでください。

• プラグを抜く前に電源をオフにしてください。
• 階段の掃除をする場合は特に注意してください。
• 電動フロアブラシを着脱する際は、必ず本製品の電源がオ

フになっていることを確かめてから行ってください。
• 意図しない動作を防ぐため、バッテリーパックを取り付け

たり、本製品を移動したりする際は、本製品の電源をオフ
にしてください。 電源スイッチを誤ってオンにしてしまう
可能性があるため、本製品を移動する際は気をつけてくだ
さい。事故の原因となる場合があります。

• ガソリンなどの引火性または可燃性の液体がある場所で使
用しないでください。

• タバコ、マッチ、高温の灰など、燃えているまたは煙が出
ているものを本製品で吸わないでください。

• ガラス、釘、ネジ、硬貨などの硬くて鋭いものを本製品で
吸わないでください。

• 使用時には、必ずダスト容器やフィルターを取り付けてく
ださい。

• 本製品は室内の高温多湿な場所を避けて保管してくださ
い。

• 充電器に記載された出力電圧のコンセントを使用してくだ
さい。

• 特定のバッテリーパック用の充電器を別のバッテリーパッ
クに使用しないでください。火事の原因となります。

• いかなる場合であってもお客様自身で本製品を修理または
分解しないでください。

• 8歳以下のお子様、精神的または身体的な障害をお持ちの
方、知識や経験に乏しい方が本製品をお使いになる場合
は、本製品の使用を指導・説明できる方の監視のもとでご
使用ください。ご使用の際は、起こりうる危険を十分に理
解したうえで、安全な方法でお使いください。 お子様が本
製品で遊ぶことがないようご注意ください。 大人の方の監
視がない場合、お子様が本製品の使用・清掃・メンテナン
スを行うことがないようにしてください。
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• 本製品には、充電式リチウムイオンバッテリーパックが含ま
れています。バッテリーパックおよび本製品を火気や130°C
以上の高温に近づけると発火・爆発の原因となります。

• 指定されたバッテリーパックのみをご使用ください。損傷
している、または改造されたバッテリー / バッテリーパッ
クを使用すると、動作が予測不能となり、家事・爆発・怪
我の原因となります。

• 本製品は5～40°Cの温度範囲内で使用および保管してくだ
さい。

• 充電に関するすべての説明を読み、説明書に指定された温
度範囲を超えてバッテリーパックまたは本製品を充電しな
いでください。不適切な方法または指定された温度範囲外
で充電すると、バッテリーが損傷し、発火のリスクが増大
します。

• バッテリーパックを分解しないでください。
• 本製品を廃棄する前に、必ずバッテリーパックを取り外し

てください。
• バッテリーパックを取り外す際は、本製品をACアダプタか

ら取り外してから行ってください。
• 本製品の使用・保管状態が適さない場合、バッテリーから

電解液が漏れる可能性があります。電解液には触れないで
ください。誤って触れてしまった場合には、すぐに水で洗い
流してください。電解液が目に入った場合は、流水で洗い
流した後、すぐに医師の診察を受けてください。バッテリ
ーから漏れた電解液が肌に付着すると、炎症や火傷の原因
となります。

• 本製品のメンテナンス、付属品の交換、保管を行う場合
は、事前に本製品からバッテリーパックを取り外してくだ
さい。 予想外の作動など、事故の原因となるリスクを軽減
できます。

この取扱説明書は大切に保管してください

製品およびパッケージに記載されている本記号について：
本製品はリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は
貴重な資源のため、リサイクルにご協力ください。回収方法について
はカスタマーサポートまでお問合せください。
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電源ボタン
バッテリーパック

バッテリーパック 
ホルダー

ダスト容器 
取り外しボタン

フロアブラシクリーナーヘッド

フロアブラシ取り外しボタン

LEDヘッドライト

壁用プラグ

壁取り付け用 
アクセサリ ネジ

ACアダプタ

高性能フィルター
吸引力調整ボタン

プレフィルター
ダスト容器

ゴミ捨てボタン

本体取り外しボタン

スティック

パッケージ内容

取り外しボタン

バッテリーパック

本体取り外しボタン

本体取り外しボタン

ソファークリー
ニングツール

2-in-1コンビネー
ションツール

LEDインジケーター 1
LEDインジケーター 2
LEDインジケーター 3

取り外しボタン 充電ソケット
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図のように、アクセサリをスティックに取り付けます。

2

1

2

3

カチッという音

カチッという音

組み立て方法

本製品は自立型ではありません。 しっかりと取り付けてください。

91mm

1

3

5

4

2

壁への取り付け方法
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充電方法
本製品は、充電式リチウムバッテリーで駆動します。 初めてお使いになる際は、バッテリーを満
充電してください。
        

• 充電中は本製品を使用できません。
• 周囲温度が40°Cを超えると、本製品を充電できません。

A B

充電中のLEDインジケーター

LED 1：青色に点滅 
充電中 / 充電ステータス (低)

LED 1：青色で点灯
LED 2：青色に点滅
充電中 / 充電ステータス (中)

LED 1・2：青色で点灯
LED 3：青色に点滅
充電中 / 充電ステータス (高)

5 Mins
LED 1・2・3：青色で点灯し5分後
に消灯
満充電

掃除中のLEDインジケーター

LED 1・2・3：青色で点灯
バッテリー残量 (高)

LED 1・2：青色で点灯
バッテリー残量 (中)

LED 1：青色で点灯
バッテリー残量 (低)

X8
LED 1・2・3：青色で8回点滅後、
消灯
バッテリー残量なし / 充電が必
要です

問題発生時のLED表示

X8 LED 1：赤色でゆっくり8回点滅後、消灯
高温注意

X12 LED 1：赤色でゆっくり12回点滅後、消灯
バッテリーの故障

X8 LED 1：赤色ではやく8回点滅後、消灯
モーターの故障
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ご使用前に：
• バッテリーが十分に充電されていることを確認してください。
• ダスト容器とフィルターが洗浄、乾燥、固定されていることを確認してく

ださい。

11

2

本製品で水の吸引および水の近くでの使用はしないでください。

ダスト容器を空にする

A B

標準モード (デフォルト) 

最大モード
オン / オフ

使用方法

清掃とメンテナンス

ダスト容器を清掃する

24h

1 2

3 4

5 6

1min
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フィルターを清掃する
少なくとも1ヶ月に1回は、フィルターを水洗いしてください。 フィルターは完全に乾いてから取
り付けてください。
        

        

1min 24h

1 2 3

部品名 清掃頻度 交換頻度

ダスト容器 毎回 (使用後) -

フィルター 週に1回 (ペットがいる場合は週に
2回) 半年または50回に1度

回転ブラシを清掃する

1

3 4

2
1min

24h

製品モデル T2503

入力 26.5V  0.5A

消費電力 215W

掃除時間
最大35分 (標準の吸引力を使用した場合)
最大10分 (最大の吸引力を使用した場合)

バッテリー容量 2200mAh

バッテリータイプ DC22.2V リチウムイオン 2200mAh 48.84Wh

充電時間 約5時間

製品の仕様
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カスタマーサポート
詳しい情報については https://www.ankerjapan.comをご覧ください。

@eufy_by_anker

Eメール：support@anker.com

電話: 03-4455-7823 (月 - 金 9:00 - 17:00)

通常保証18ヶ月 (延長あり)

@AnkerOfficial
@Anker_JP
@Eufy_JP

@Anker
@Anker Japan


