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このたびは、お買い上げいただき、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になり、正しくお使いくださ
い。
●●ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
●●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることがで
きるよう大切に保管してください。
●「保証書」
●
は「お買い上げ日」
「販売店名」の記入を必ず確かめ、
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安全上の注意
使用する前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するため
のもので、「警告」「注意」の 2 つに分けて説明しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が
発生したりするおそれがある内容を示しています。

図記号の意味
してはいけない「禁止」内容です。

しなければならない「指示」内容です。

注意を促す記号です。

警告
●●本体を水につけたり、本体に水をか
けたりしない
●●水まわり・風呂場など湿気のある場
所では絶対に使用しない
●●水、湿ったごみなどを吸い込まない

●●交流 100V で使用する

エンジン発電機や直流電源で使用しない
でください。火災の原因になります。

必ず実施

感電やショートにより火災の原因になり
ます。

ほこりがたまると、湿気などで絶縁が低下し、
火災・感電の原因になります。

●●電源プラグはコンセントの奥まで確
実に差し込む

感電やショートによる発火の原因になり
ます。

●●ぬれた手で電源プラグの抜き差しを
しない
感電・やけど・けがの原因になります。

●●異常・故障時にはすぐに使用を中止する

ぬれ手禁止

●●電源プラグや電源コードが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいとき
は使用しない
禁止

●●電源プラグのほこりは定期的に取る

必ず実施

感電やショートによる火災・感電の原因
になります。

●●灯油・ガソリン・シンナーなど引火
性のあるもの、火の気のあるもの、
トナーなどの可燃性のものを吸わせ
たり、そばで使用したりしない
火災の原因になります。

●●絶対に分解・改造・修理をしない

発煙・発火・感電のおそれがあります。
次のような場合は、すぐにスイッチを切
り、電源プラグを抜いて、お買い上げの
販売店または修理専用コールへ点検、修
理を依頼してください。
• スイッチを「ON」にしても運転しない
• 運転中ときどき止まる
• 電源コードを動かすと通電したり、し
なかったりする
• 本体が変形している
• 異常に熱い
• こげくさい「におい」がする
• 運転中に異音がする

●●お手入れの際は、必ず電源プラグを
コンセントから抜く

けが・火災・異常動作の原因になります。
※本取扱説明書にしたがって行う消耗品
の交換は除きます。

感電やけがの原因になります。

プラグを抜く
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注意
●●吸気口をふさいで長時間運転しない
●●温風吹出口をふさがない
禁止

●●落としたり、物をぶつけたり、無理な
力を加えたり、傷をつけたりしない

過熱による火災や本体の変形・故障の原
因になります。

故障して、火災・感電の原因となります。

禁止

●●振り回したり、乳幼児に遊ばせたり
しない

●●ダストカップセットは、回収した微粒子
のハウスダストが飛散しないように、水
の中で洗う

けがや本体破損の原因になります。

禁止

●●電源プラグを抜くときは、プラグを
持ち、コードを引っ張らない

必ず実施

コードが破損し、火災・感電の原因にな
ります。

●●ダストカップセットが確実に取り付
けられた状態で使用する

●●温度が 50℃を超える可能性のある場
所（直射日光があたる場所、暖房器具
のそばなど）で使用、放置しない
禁止

フィルターセットの取り外しも水の中で
行ってください。

けがや本体破損の原因になります。

必ず実施

●●持ち上げるときは、必ず本体ハンド
ルを持つ

本体が落下して、けがや床を傷つける原
因になります。

本体が変形し、ショートによる火災の原
因になります。

使用上のお願い
●●次のようなものは吸わせないでください。フィ
ルターの目詰まりや故障の原因になります。

●●この布団クリーナーは、室内で使用するもの
です。屋外では使わないでください。

■液体 ■湿ったごみ ■粉末状のもの
■針など尖ったもの ■砂類

●●この掃除機は布製品(寝具・座布団・カーペッ
ト・ソファーなど)以外には使用しないでくだ
さい。

■ガラス

●●ヘッドを床・壁・家具などに強く押し付けな
いでください。本体を無理に引っ張ったり、柱・
壁・家具などにぶつけたりしないでください。

●●本製品は家庭用掃除機です。業務用には使用
しないでください。また、清掃以外には使用
しないでください。

傷が付いたり破損したりする原因になります。

●●フィルターは専用のものを正しく取り付けて
ください。
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各部の名称
■本体
表示・操作部
ターボ
(たたきあり)
運転モード
ランプ

コードバンド

標準
(たたきあり)

ハンドル

電源コード
電源プラグ

弱
(たたきなし)
モード選択・電源 切/入ボタン

排気フィルター
カバー

ダストカップセット
フィルターフレーム

フィルター
セット

集じんフィルター

ダストカップ

排気フィルター

ヘッド

■ヘッド底面／温風吹出口
温風吹出口
ローラー

吸引口（サイクロンストリームヘッド）
たたきパッド
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使いかた（運転のしかた）
1

2

ヘッドのロックを外す
片手でヘッドをしっかり床におさえながら、ハンドル
を下げてロックを外します。
※ 可動範囲は右図のとおりです。
※ 本体を90°に立てた状態（収納状態）では、吸い込
まないため、使用できません。

（収納状態）
可動範囲
75°

掃除を開始する
• 電源ボタンを１回押すと、標準モード ( たたきあり )
で運転を開始します。
• もう一度電源ボタンを押すと、弱モード ( たたきな
し ) に切り替わります。
■ターボモード運転●
電源ボタンを長押しすると、運転中でも停止中でも、
ターボモード（たたきあり）で運転します。
●
ターボモードのときに電源ボタンを押すと、標準モード
に切り替わります。

3

掃除を終了する

4

本体を起こし、ヘッドをロックする（収納状態）

ターボ
(たたきあり)
運転モード
ランプ

標準
(たたきあり)
弱
(たたきなし)

モード選択・電源 切/入ボタン

弱モードのときに、電源ボタンを押してください。運
転が停止し、運転モードランプが消灯します。●

片手でヘッドをしっかり床におさえながら、ハンドル
を上げてロックします。

■■運転モードランプが点滅したら
フィルターが詰まると、過熱防止のため、自動的にパ
ワーを下げて
（弱モード相当）運転します。ごみを捨て、
フィルターのお手入れをしてください。
※運転モードやお部屋の温度、使用する環境によって
は頻繁に運転モードランプが点滅し、パワーが下が
ることがあります。

注意

点滅

お願い
快適にお使い頂くため、
こまめにフィルターを
お手入れしてください。

●次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
■液体 ■湿ったごみ ■粉末状のもの ■ガラス ■針など尖ったもの ■砂類
●多量のごみ・大きなごみ・ビニール類は集中して吸わせないでください。
吸込力の低下やごみ詰まりの原因になります。

■■温風機能について
お掃除中、温風を吹出口から吹き付けることで布団をふっくら乾燥させ、より効果的にダニ対策ができる機能
です。
●本機はモーターの熱を利用して温風を出しているため、風が温まるまで時間がかかることがあります。
(冬などお部屋の温度が低い場合には、温まるまで時間がかかります。)
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使いかた（布団を掃除する）
1

布団を平に広げ、シーツのしわが少なくなるように掃除する面を整える

2

ヘッドのロックを外す

3

ふとんクリーナーを運転させ、1往復10秒を目安にゆっくり前後に動かす

※P5 使いかた（運転のしかた）を参照してください。

ヘッドを布団に押し付ける必要はありません。

1往復
10秒

日々のお掃除
ダニ、ふけ、ハウスダストがたまりやすい枕の周辺は２日に１度を目安に、こまめに掃除してください。

枕両面

敷き布団表(上半分)

掛け布団裏(上端)

しっかりお掃除
週に一度は布団全体を掃除してください。1 ヶ月に1回程度、敷き布団の裏面も掃除してください。

センサーについて
■■ダニちりセンサー
運転中はダニちりセンサーが働き、ハウスダストの量を
ダストカップ内のランプの色でお知らせします。
※ 毛布やじゅうたんなど遊び毛の多い場所や、内部に汚
れがたまった寝具などに使用した場合には長時間使用
してもランプが緑にならないことがあります。

ダニちりセンサーランプ
●ダストカップの中が光ります。

赤：ハウスダストが多い状態
黄：ハウスダストが少ない状態
緑：キレイな状態
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ごみの捨てかた ( 集じんフィルターのお手入れ )
1

吸引力を保つため、こまめにお手入れしてください。

ダストカップセットを取り外す

ダストカップセット

ダストカップの左右のレバーを押し込んでつめを外し、
ダストカップセットを取り外します。

2

水の中でフィルターセットを取り外す

3

フィルターセットを洗う

レバー

レバー

ハウスダストが飛び散るのを防ぐため、溜めた水にダス
トカップセットを沈め、水の中でフィルターセットを取
り外します。

フィルターセットに付いたごみを取り除き、
ダストカップ、フィルターセットを流水で洗い流します。
微量の中性洗剤を希釈した水に数分つけおくとハウス
ダストがきれいに取れます。

4

乾燥させる
ダストカップ、フィルターセットが完全に乾くまで、風通しのよい日陰でよく乾燥させます。
※ フィルターセットのお手入れの際に洗濯機やドライヤーは使用しないでください。変形の原因となります。

5 フィルターセットを取り付ける

ダストカップにフィルターセットをしっかりとはめ込み
ます。
※ 取り付ける向きに注意してください。

注意

フィルターセット

ダストカップ

●●正しく取り付けていないと、故
障の原因になります。

6 ダストカップセットを取り付ける

ダストカップセット

逆の手順でフィルターセットとダストカップを
組み立て、本体に「カチッ」と音がするまで差し込みます。
ダストカップの左右のレバーが、両方ともしっかりと本体に
かかっていることを確認してください。

7

レバー

レバー

カチッ

お手入れのしかた
警告

●●必ず電源プラグを抜いてから作業してください。

注意

●●本体に水をかけないでください。感電・故障の原因になります。
●●洗剤を使用する場合は、中性洗剤をうすめて使用してください。
●●揮発性のあるものは使わないでください。ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用すると、
変色・変形・変質・破損し故障の原因になります。

■■本体
固くしぼったぬれふきんで拭いてください。洗剤を使用
した後は、十分に拭き取ってください。

■■ダニちりセンサー
ダストカップを外し、左右のセンサーを綿棒などで清掃
してください。
※ 定期的に掃除してください。ごみが付着していると誤
動作の原因となります。

■■ヘッド

ダニちり
センサー

ローラー

● ローラーにからみついた毛・糸くずや、サイクロンス
トリームヘッドに詰まったごみは、ピンセットなどで
取り除いてください。
● たたきパッドの汚れは、やわらかいブラシや筆などで
きれいに取り除いてください。
※ 定期的に掃除してください。ごみが付着していると吸
引力の低下や誤動作の原因となります。
たたきパッド
吸引口（サイクロンストリームヘッド）
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消耗品の交換
集じんフィルター、排気フィルターは消耗品です。以下の手順にしたがって、必ず当社純正品に交換してください。

■■集じんフィルターの交換

1

※ フィルターセットの取り外しは、P7 ごみの捨てかたを参照してください。

集じんフィルターを取り外す

取り外し

①フィルターフレームを指でおさえながら、
②集じんフィルターを反時計回りに回し、
③つめ受けからつめを外して、引き抜きます。

フィルター
フレーム

②

つめ ③
つめ受け

集じんフィルター

2

新しい集じんフィルターを取り付ける
①集じんフィルターの切り欠き部分を、フィルターフ
レームのつめ受け( ２か所)に合わせて差し込み、
②集じんフィルターを時計回りに回し、つめ受けの奥ま
でつめを回し込みます。

取り付け
①

②
切り欠き

■■排気フィルターの交換

1

排気フィルターカバーを取り外す
①排気フィルターカバーを反時計回りに回し、
②引き抜きます。

①

回す

②

抜く
排気フィルターカバー

2

排気フィルター
カバー

排気フィルターを交換する

新しい
排気フィルター

排気フィルターを取り出し、新しい排気フィルター
を差し込みます。
※ 穴がある方が内側になります。

交換

3

排気フィルターカバーを取り付ける

排気フィルターカバー

排気フィルターカバーを差し込み、時計回りに回し、
取り付けてください。
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排気フィルターは、開口
のない面が上です。

故障かな？と思ったら
使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状

態

吸引力が弱い
本体が熱い

運転モードランプ
が点滅し、吸引力
が下がった

ごみを吸っていな
いのにダニちりセン
サーが反応する
ごみを吸ってもダニ
ちりセンサーが反応
しない

考えられる理由

処

置

●●集じんフィルター、排気フィルターが
目詰まりしている
●ごみが詰まっている
●

●フィルターのお手入れ、交換をしてください。
●
●●詰まっているごみを取り除いてください

●フィルターが詰まると、過熱防止のた
●
め、自動的にパワーを下げて（弱モー
ド相当）運転します。
※運転モードやお部屋の温度、使用す
る環境によっては頻繁にモードラン
プが点滅し、パワーが下がることが
あります。

●フィルターのお手入れをしてください。
●
●●詰まっているごみを取り除いてください

●●センサー部に汚れが付着している

●●センサー部のお手入れをしてください。●
（Ｐ8参照）

●●吸引力が極端に落ちている

●フィルターのお手入れをして、ヘッ
●
ドに詰まっ
たごみを取り除いてください。

●コンセン
●
トに電源プラグが正しく接続さ
れていない

●●電源プラグをしっかりと再接続し、電源ボタン
を再度押す。（P5参照）

●●モーターの過熱防止の保護装置が働
いている

●●下記「保護装置について」にしたがい、処置
してください。

●●お部屋の温度が低い

●●お部屋の温度が低い場合や弱モードでは、風
が温まるまで時間がかかることがあります。

運転しない

風がなかなか温ま
らない

保護装置について
フィルターが目詰まりした状態で使用し続けるとモーターの過熱防止のため保護装置が働き、電源を
入れても運転モードランプが点滅し、一時的にバキュームモーターが動かなくなります。
＜処置のしかた＞

１．本体の電源を切ったあと、電源プラグをコンセントから抜く。
２．ダストカップのごみを捨て、フィルター類をお手入れする。
（取扱説明書P7〜9参照）
３．涼しい場所に置く。

モーターの温度が下がると保護装置が解除され、再び使用できるようになります。

それでも解決できないときは
お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

警告

ご自分での分解・修理・改造はしないでください。
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仕様
掃除機本体、集じんフィルター（本体に取り付け済み）、排気フィルター（本体に取り付け済み）、

セット内容

コードバンド（本体に取り付け済み）

外型寸法

使用時

幅250mm×奥行459mm×高さ212mm

収納時

幅250mm×奥行144mm×高さ403mm

電源

AC100V   50 ／ 60Hz

消費電力

400W

集塵容量

0.2L

質量

約1.6kg（電源コード含む）

振動回数

毎分約6，
000回

コード長さ

4m

※ 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外国ではご使用になれません。●
またアフターサービスも対象外となります。 FOR USE IN JAPAN ONLY.
※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

■■別売品について
消耗品はお買い上げの販売店または公式オンラインストア(アイリスプラザ)で当社純正品をお買い求めください。
アイリスプラザ

http://www.irisplaza.co.jp

• 集じんフィルター ( ２個入り )CF-FS2
集じんフィルターは消耗品です。
毎日使用で半年から1年を目安に交換し
てください。また、お手入れの際に破れ
たり吸引力が戻らなくなったらお取り替
えください。

• 排気フィルター ( ２個入り )CF-FH2
排気フィルターは消耗品です。
毎日使用で約1年を目安に交換して
ください。また、排気が悪くなったり、
臭いを感じるようになったらお取り替
えください。

保証とアフターサービス
必ずお読みください。

■保証書

■保証期間経過後の修理

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証
書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りくださ
い。
保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金
を請求される場合がありますので、大切に保管してく
ださい。

■保証期間
保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって
修理させていただきます。

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談く
ださい。修理により製品の機能が維持できる場合は、
ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について
当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、
5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要
な部品です。

■アフターサービスについて
ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコー
ルにお問い合わせください。
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保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日 ※

保証期間
年

月

お買い上げ日より：1年間

日

ただし、消耗品を除く

お名前
お
客
様

ご住所

住所・店名
※
販
売
店

〒

電話（
販売店様へ：

）

-

電話（

）

-

※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定
1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いた
します。
2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
⑥ 本書の提示がない場合
⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6 本書は日本国内においてのみ有効です。
7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
修理メモ

※ 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。したがって、この保証書によって保証書を発行して
いるもの（保証責任者）、及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ものではありません。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アイリスコールにお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。
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