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ふとん掃除パワーヘッド

取扱説明書

EC - H01FP
イー  シー エイチ エフ ピー

形名

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
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。
この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保管してください。

ご注意
● ふとん掃除パワーヘッドの回転ブラシやローラースイッチには触れないでください。
 (手などにけがをする原因)  特にお子様にはご注意ください。
● ふとん掃除パワーヘッドのお手入れは、必ず
 運転を止めてからおこなってください。

● ふとん掃除パワーヘッド全体、ジョイントパイプは
 水洗いできません。
● 回転ブラシは、はずして水洗いできます。

警 告
回転ブラシやローラースイッチ
(セーフティストップ機構)には
触れない
【けがの原因】

当社製充電式掃除機※
(ただし、EC-SX200/EC-DX100/EC-CL20 では
ご使用いただけません)

(2017年9月現在)※ 充電式掃除機以外ではご使用いただけません

適用機種

同梱品

● 保証書 (台紙に記載)

● 取扱説明書 (本書)
● ふとん掃除パワーヘッド (1個) ● ジョイントパイプ (1個)

回転ブラシ

ローラー
スイッチ

ふとん掃除パワーヘッド裏面のローラースイッチ・
車輪・起毛クッションが摩耗した場合は

・　　の部品は預かり修理になります。

摩耗した場合は、新しいものに取り換えが必要です。
使用を中止し、お買いあげの販売店にご相談ください。
(お近くに販売店がない場合は 　　　　)   下記

交換用別売品

流通コード
217 310 0315
3,000円＋税　

回転ブラシ

● お買いあげの販売店または、お近くのシャープ製品取扱店でお買い求めください。
● お買い求め・お問い合わせの際は、流通コードをご連絡ください。
● 上記の部品および希望小売価格は、2017年9月現在のもので変更する場合があります。

使用方法のご相談など
【お客様相談室】

修理のご相談など
【修理相談センター】

http://www.sharp.co.jp/support/

お問い合わせ先
いつでも便利なWebサービス
【シャープオンラインサポート】

シャープ　お問い合わせ 検 索

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル 携帯電話からは、ナビダイヤル

0120-02-4649 0570-550-447

0120-078-178 0570-550-449
固定電話、PHSからは、フリーダイヤル 携帯電話からは、ナビダイヤル

詳しくは、当ふとん掃除パワーヘッド対応の製品の取扱説明書をご覧ください。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に
　｢発信者番号通知｣をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に
　｢186｣をつけておかけください。

〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

本　　　　　　　　社
健康・環境システム事業本部

Printed in China
TINSJA608VBRZ 17H－ ③

ローラー
スイッチ

起毛クッション
・吸込口と一体

起毛クッション
・ブラシカバーと一体

車輪

ご注意
● 洗剤・シンナー・ベンジン類や、
 お湯(約40℃以上)は使わないで
 ください。
● ドライヤーなどの熱風を当てない
 でください。【変形や故障の原因】

【変質や変形の原因】
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お掃除のコツ

強く押し付けると回転ブラシが止まり、
ゴミがよく吸えません。

● ふとんやシーツを平らに広げ、シワを伸ばして
 から、手を添えて掃除してください。

★ふとん掃除パワーヘッドを、ふとんに
　強く押し付けてお掃除しないでください。　　　　　
　　　　　

すばやく前後させるより
ゴミがよく吸えます。
また、掃除機やふとんの
傷付きを防止します。

★前後方向にゆっくりと
　すべらせるように動かす。　　　　　　　　

お掃除を始めると、ふとん掃除パワーヘッドの回転
ブラシが自動で回転します。お掃除中に、ふとん掃除
パワーヘッド(裏面のローラースイッチ)をふとんから
離すと、安全のため回転ブラシが自動で一時停止します。
このとき、運転は止まりません。
ふとん掃除パワーヘッドをふとんに付けて動かすと、
回転が再開します。

セーフティストップ

● 回転ブラシがふとんを巻き込んだ場合は、すぐに
 運転を止め、停止していることを確認してから、
 巻き込んだふとんを取り除いてください。
● ふとん掃除パワーヘッドをふとんに強く押し付けて
 お掃除しないでください。車輪や起毛クッション　　　　　 
 が早く摩耗して、ふとんの表面を傷めるおそれが
 あります。
● ふとん掃除パワーヘッド(車輪)を、横やななめに
 動かすと、ふとんの表面を傷めるおそれがあります。
● 毛髪などが車輪に巻き付いて車輪の回転が悪くなる
 場合があります。こまめにお手入れしてください。

お願い

回転ブラシのギアがない方を溝の奥まで入れる①

回転ブラシのギアにベルトを掛け、溝に入れる②

ブラシカバーのツメを溝に掛けて取り付ける③

開閉レバーを矢印の方向にスライドさせる④

ギア

ブラシ
カバー

● 左右を逆に入れると
  取り付けできません。

溝

ツメ

回転ブラシの溝に沿って切り取る。
(ブラシの毛先を切らない)

ふとん掃除パワーヘッド
に付いたほこりをノズル
などで吸い取り、　  部に
からみ付いた毛・糸くずを
切り取ってから、絞った
布で拭く。

細かい部分についたゴミは先の細い
ハサミやピンセットなどで取り除く。

ゴミを取り除く

汚れがひどいとき

　　  部が摩耗した場合は
裏表紙

● 掃除機本体やパイプに付けて
　使用できます。

使 う

EC-A1Rシリーズ以外での
ご使用例

EC-A1Rシリーズでのご使用例

同梱のジョイントパイプは
使いません。

※ジョイントパイプが付けられない場合は、
　ベンリブラシをはずしてから付けて
　ください。

● しっかり差し込んでから使う。

● 本体またはパイプの着脱ボタン
　を押しながらジョイントパイプ
　をはずす。

● 本体またはパイプの着脱ボタンを
　押しながらはずす。

● ジョイントパイプの着脱ボタン
　を押しながらふとん掃除パワー
　ヘッドをはずす。

● 回転ブラシは、はずして水洗いした後、しっかり水分を切り、
 風通しのよい所で充分に乾かしてから取り付ける。
● ふとん掃除パワーヘッドカバーの内部は、水または
 薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取る。
 (ふとん掃除パワーヘッド全体は水洗いできません)

ふとん掃除パワーヘッドの使いかた ふとん掃除パワーヘッドのお手入れ

ブラシカバー

ローラー
スイッチ

起毛クッション
(左右3ヵ所）

回転ブラシ

開閉レバーを｢OPEN｣までスライドさせ
ブラシカバーをはずす

① 回転ブラシを持ち上げながらベルトをギアから
はずして、回転ブラシをはずす

②

はずす

ブラシカバー 開閉レバー

付ける

車輪

ベルト

ギア

溝

付ける

カチッ

はずす
着脱ボタン

ジョイントパイプ

着脱ボタン
(裏面)

着脱ボタン

ベンリブラシ※

はずす

付ける

カチッ

ヘッドカバー内部

ベルトを
掛ける ギア

ベルトを
はずす
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