
コードレス掃除機

取扱説明書

適用型番:
RV-802G/GB
RV-802H/HB

RV-802E
RV-802F/FB



このたびはElechomesコードレス掃除機をお買い上げいただき、
誠にありがとうございました。

ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。また
、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるところに保
管してください。

写真・イラスト、色合いは説明イメージのため、実際とは多少異なります。



ディレクトリ

各部の名称 02

運転前の準備 03 ~ 06

運転の仕方 07 ~ 09

お手入れ 10 ~ 12

使用上の注意 13 ~ 14

付属品 14

故障かな? 15

安全上のご注意 16 ~ 17

製品仕様 18

- 01 -



各部の名称
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アップシフト

手柄ハンドル

出风盖 排気カバー

延長パイプ取りはずしボタン

延長パイプ

フロアブラシ
取りはずしボタン

フロアブラシ

回転ブラシ

LEDライト

付属品

ACアダプタ

充電端子

バッテリー
リリースボタン

ダストケース
サイクロン集塵機
ダストケースカバー
ダストケースカバー取りはずしボタン

バッテリー残量
と充電インジケータ

回転ブラシのスイッチ

電源スイッチ

2 in 1隙間ブラシ

膨張チューブ*3

固定ネジ*3 壁掛けスタンド

シフトダウン

お手入れ用ブラシ



運転前の準備

本製品を調整する前や、付属品を交換する前には、必ず電源をオフにしてください 。

注意：

温度保護機能が搭載されているため、温度が上昇しすぎるとサーモスタットが作動し、 自動的
に運転が停止します。 このような場合は、ダストケースからほこりを取り除き、フィルターが詰ま
っていないか確認してください。清掃後、約1時間冷却してから使用してください。
HEPAフィルターの水洗いが終わったら、24時間以上置いて、完全に乾かしてから元に戻してく
ださい。

より良い効果を得るために、フィルターの掃除は4-6週間に1回は行うことをおすすめします。
フィルター内に付着したほこりやごみを取り除いてください。
3ヶ月に1回は定期的にフィルターを水で簡単に洗う、もしくはフィルターの交換をおすすめし
ます。

組み立てかた

注意: この掃除機は直立状態で安定的に自立することはできません。メンテナンスが必要な場
合は、踏まれないように水平で安定した場所に置いてください。

フロアブラシを延長管の先に
装着し、カチッとなるまでしっ
かりと押し込みます。

この掃除機は直立状態で安定的に自
立することはできません。メンテナンス
が必要な場合は、踏まれないように水
平で安定した場所に置いてください。

本体を延長管の反対側
の先に装着し、カチッとな
るまでしっかりと押し込
みます。
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壁掛けスタンの使用法

組み立て完了。 壁掛けブラケットを本体の底部に合わせ、ブラ
ケットのフックを本体のカードスロットに挿入
してください。

掃除機を設置する際
は、充電ソケットの近く
の場所を選択してくだ
さい。壁にくっつけるよ
うに立て、またフロアブ
ラシを地面に平らに保
ちます。

鉛筆で壁ブラケットの
高さをマークし、本体を
壁ブラケットから取り外
します。

壁掛けブラケットの上
に掃除機を立てて、底
部のカードスロットを
壁掛けブラケットのフ
ックに挿入してくださ
い。

壁ブラケットを壁に置
き、鉛筆でネジ穴の位
置をマークします。

壁ブラケットをネジと
膨張チューブで壁に
固定します。
ヒント：木製の壁の場合
には、4 * 25mmのネジ
を使用することをおす
すめします; 
コンクリート壁の場合
には、6 * 30mmの膨張
チューブと4 * 25mmの
ネジを使用することを
おすすめします。
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運転前の準備
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運転前の準備
安全知識

注意：
発火して、火傷の原因となる可能性があるため、バッテリーに衝撃を与えないでください。
また、爆発、発火して、火傷の原因となる可能性があるため、バッテリーを分解、粉砕しない
でください。
他のバッテリーのご使用により、爆発が起こり、けがや製品故障につながる恐れがあります。
本製品の充電には、Elechomesのパッテリーのみを使用してください。
電池パックの取り扱いについて、電池パックには絶縁テープを必ず取り付けてください。
取り付けないと電池端子が短絡して発火のおそれがあります。
バッテリーを廃棄する際は、住んでいる地域の指示に従い分别し廃棄してください。

本製品を廃棄する場合は、バッテリーパックを取り外してください。
ご使用前、もしくはバッテリーを交換する前には、電源プラグをコンセントから抜いてください。
電池内部の物質などが漏れた 場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつかないよう注意して
ください。

充電の仕方

注意: 充電の目安は約4.5時間です。初めて使用する場合は、バッテリーを完全に充電してから
ご使用ください。
掃除機本体を使用されていない場合には、フル充電した後でも、常に充電器を接続することが
できます。
＊使用頻度によってバッテリーの寿命は異なります。

警告：充電している間は、掃除機本体を使用しないでください。

本体に直接充電でき、
また壁掛け設置で充電
も可能です。

ACアダプタを壁のコ
ンセントに 差し込み
ます。

電源プラグを本体
の充電端子に差し
込みます。

バッテリーパックを
充電することもでき
ます。
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バッテリー両側のリリースボタンを押します。 本機からバッテリーパックを抜き
取り、直接充電することもできます。

インジケーターランプ

充電中はインジケーターランプが交互に点滅し、充電が完了すると 3 つのランプがすべて点灯しま
す。
注記: 初めて使用する場合の充電の目安は約4.5時間です。

運転中はインジケータランプが常に点灯し、バッテリー残量を表
示します。プレッシャーレベルランプが１つだけ点灯している場合
は、バッテリー残量が少なくなっています。（30％未満）。

バッテリー残量が残りわずかの場合は、インジケータランプが10
回高速点滅してから消えます。その後、自動的に電源オフになり
ます。

回転ブラシにごみが詰まった場合は、3つのインジケータランプが
同時に点滅し、2秒後自動的に電源オフになります。

運転前の準備
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運転の仕方

注意：ブラシヘッド内部に回転するブラシが付いています。フローリングを掃除する際、運転中
は本機を同じ位置に止めたままにしないでください。
 フローリングを掃除する場合は、損傷を防ぐために回転ブラシをオフにすることができます。
毛足の短いじゅうたんを掃除する場合は、より徹底的なクリーニング効果を得るために、回転
ブラシをオンにすることができます
また、毛足の長いじゅうたんを掃除する場合は、目詰まりを避けるために回転ブラシをオフに
することができます。
フローリングへの損傷を避けるために、本機による破壊試験を実行しないでください。
階段の掃除をする際には、階段からの転落事故を防ぐように注意してください。

注意：回転ブラシにごみが詰まった場合は、3つのインジケータランプが同時に点滅し、2秒後
自動的に電源オフになります。
この場合にはブラシヘッドを外して、絡みついたごみを取り除いてください。再度取り付け、電
源スイッチを押して再起動してください。

運転の仕方

手柄ハンドルを軽く握り、ゆっくりと
手前に引き、コードレス掃除機を傾
けます。

吸引力を選ぶ：電源スイッチを押す
と、「標準」で運転が開始します。「＋
」「－」ボタンを押すごとに、「強」と「
弱」が切り替わります。

電源：電源スイッチを押すと、運転
が開始します。運転中は、インジケ
ータランプが常に点灯します。

回転ブラシのボタン：電源スイッチを押すと、フロアブラシに内蔵される
モーター式回転ブラシが起動し、LEDヘッドライトも点灯します。回転ブ
ラシのボタンを一回押すと、回転ブラシが停止し、LEDヘッドライトも消え
ます。二回押すと、回転ブラシが再起動し、LEDヘッドライトも点灯します。

通常の運転状態であれば、回転ブラシが停止しても、吸込み力は持続します。

注意：「強」モードと回転ブラシが同時起動していると、バッテリーの消費量が増えて使用時間
が短くなります。

「強」モードは、標準モー
ドより 吸引力を大幅に
アップさせることができ
るため、埃が多いなど汚
れた場所の掃除に最適
です。

TI
P



使い方
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延長パイプの使い方

2in1隙間用ブラシ
（隙間ノズル＋隙間用ブ
ラシ）

取りはずしボタンを押しながら、
フロアブラシを引き抜きます。

図のように向きを合わせて、隙間
ノズル部をカチッとなるまで引くこと
で、ブラシが出ます。

2in1隙間用ブラシのボタンを押しながら、隙間
ノズル部をサッと前に押し出せば、隙間ノズルが出ます。

2in1隙間用ブラシを延長パイプに差し込みます。

手の届きにくい場所やさまざまな高さの場所の掃
除に適しています。



本体の使い方

延長パイプの取りはずしボタンを押
しながら、延長パイプを引き抜きま
す。

2in1隙間用ブラシ
（隙間ノズル＋隙間用ブラシ）

隙間ノズル：掃除の際に手を伸ばさ
ないと届かない、コーナー、ニッチ、
狭いすき間等に対応できます。
隙間用ブラシ：家具のほこりや、ソフ
ァや本棚などの粗い表面に対応で
きます。

延長パイプをブラシヘッドに挿入し
ただけでは直立状態で安定的に自
立することはできません。壁にくっつ
けるようにして置いてしてください。

2in1隙間用ブラシを本体に差し込みます。 清掃する場所によって組み合わせを変えて使えま
す。
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使い方



お手入れ

注意：安全のために、お手入れの際は、必ず電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いた
状態で行ってください。

ダストカップのお手入れ

延長パイプの取りはずしボタンを押しながら、延長
パイプを引き抜きます。

ダストケース側面の「ワンタッチゴミ捨てボタン」を押
し、ダストケースのふたを開いて、ゴミを捨てます。

注意: 清掃する前に、アルミチューブ/アクセサリーを取り外し、ダストカップのゴミを空にします。 
フィルターが所定の位置にくるまで本機を使用しないでください。

より良い効果を得るために、フィルターの掃除は4-6週間に1回は行うことをおすすめします。
3ヶ月に1回定期的に水で簡単に洗う、もしくはフィルターの交換をおすすめします。

フィルター類のお手入れ

延長パイプの取りはずし
ボタンを押しながら、延長パ
イプを引き抜きます。

サイクロン集塵機を持ち、ロック解除マークを時計
回りに回転させて取り外してください。

ダストケース側面の「ワン
タッチゴミ捨てボタン」を
押し、ダストケースのふた
を開いて、ゴミを捨てます。
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お手入れ
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サイクロン集塵機からHEPA
フィルタを取り外します。

他の部品を取り外します。

サイクロン集塵機を持ち、ロック解除マークを反時
計回りに回転させて取り付けてください。

ダストケースカバーをカチッと音がするまでしっかり
と閉めてください。

24hrs

通気の良い場所に24時間放置し
て、十分に乾燥させます。

十分な流水（max 40℃）で洗
浄します。

完全に乾いていることを確認してください。 元の位置に取り付けます。



お手入れ
本体と延長パイプのお手入れ

延長パイプの取りはずしボタンを押しながら、延長
パイプを引き抜きます。本体の通風ダクトにあるほ
こりやゴミを取り除いてください。

小さな紙ボールを延長パイプに入れ、延長パイプを
通過できれば、異物がないことが確認できます。
詰まってしまった場合には、硬い針金のような物体
で簡単に除去できます。

ブラシヘッドのお手入れ

注意： 回転ブラシにごみが詰まった場合は、3つのインジケータランプが同時に点滅し、2秒後
自動的に電源オフになります。この場合にはブラシヘッドを外して、絡みついたごみを取り除い
てください。再度取り付け、電源スイッチを押して再起動してください。

取りはずしボタンを押しながら、
フロアブラシを引き抜きます。

回転ブラシに巻きついた髪の毛や
ゴミなどは、お手入れ用ブラシで取り
除きます。

フロアブラシと通風ダクトにある
ほこりやゴミを針金のような硬い物体
で取り除きます。
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使用上の注意                              
回転ブラシを交換する

ロック解除ボタンを矢印の向きに押し込むと、ロックを解除
します。

回転ブラシのカバーを取り外
します。

回転ブラシを取りはずします。 回転ブラシに巻きついた髪の毛や
ゴミなどは、お手入れ用ブラシで取
り除きます。

回転ブラシの軸受けをフロアブラシ本体の溝に差し込み、回転ブラシをフロアブラシ本体に収納します。回転ブラ
シのカバーを元の位置に取り付け、回転ブラシを固定させます。
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使用上の注意                              使用上の注意
通気スポンジを取り外して交換します

排気カバーを持ち、ロック解除マークを反時計回り
に回転させて取り外し、通風スポンジも取り外しま
す。

排気カバーを三角形矢印の方向に合わせて、ロック
マークを時計回り方向に回します。

付属品

2in1隙間ブラシ

隙間ノズル：掃除時に手を伸ばさなければ届かな
いようなコーナー、ニッチ、狭いすき間に対応できま
す。
隙間用ブラシ：家具のほこりや、ソファ、本棚などの
粗い表面に対応できます。

お手入れ用ブラシ

ブラシの付いた部分を使い、ダストケースやHEPAフ
ィルタを掃除できます。
プレードの付いた部分を使い、回転ブラシに巻き付
いた髪の毛、毛類、かけら等を除去できます。
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故障かな？
こんなときは

電池残量が少なくなっている可能性があります。「充電の仕方」の指示内容を参照してく
ださい。
温度保護機能が搭載されているため、温度が上昇しすぎると、自動的に電源オフになる
可能性があります。ダストカップとフィルターからほこりやゴミを取り除き、約1時間冷却
してください。フィルターを水で洗浄した場合には、24時間放置して、完全に乾燥させて
から再度使用してくだい。

• 

• 

運転できない

対処方法

取扱説明書で「付属品」をチェックして、同梱の部品がすべて揃っていることをご確認下
さい。

• 付属品の欠品

電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？「充電の仕方」の指示内容を
参照してください。
また、温度保護装置が作動した可能性があります。本体が冷めてから再度使用してくだ
さい。

• 

• 充電できない

フィルターが正しく取り付けられていますか？「お手入れ」の指示内容を参照してくださ
い。
フィルターにゴミやほこりが詰まっていませんか？「お手入れ」の指示内容を参照してく
ださい。
ダストカップにゴミやほこりが詰まっていませんか？「お手入れ」の指示内容を参照してく
ださい。
回転ブラシが止まっていませんか？「運転の仕方」の指示内容を参照してください。

延長パイプに異物が付着していませんか？「お手入れ」の指示内容を参照してください。

「弱」運転モードを選択していますか？「強」運転モードに切り替えてください。「運転の仕
方」の指示内容を参照してください。
回転ブラシに異物が絡みこんだまま使用していませんか？「お手入れ」の指示内容を参
照してください。

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

吸込力が弱くなる

インジケーターランプ
が点滅している

バッテリ残量が少なくなっています。（30％未満）「運転の仕方」の指示内容を参照してく
ださい。
回転ブラシにごみが詰まった場合は、3つのインジケーターランプが同時に点滅し、2秒
後自動的に電源オフになります。この場合にはブラシヘッドを外して、絡みついたごみを
取り除いてください。再度取り付け、電源スイッチを押し、再起動してください。

• 

• 

回転ブラシが回転しない

回転ブラシは運転していますか？「運転の仕方」の指示内容を参照してください。

回転ブラシにごみが詰まった場合は、3つのインジケータランプが同時に点滅し、2秒後
自動的に電源オフになります。この場合にはブラシヘッドを外して、絡みついたごみを取
り除いてください。再度取り付け、電源スイッチを押しと再起動してください。

本体、延長パイプとフロアブラシを正しく組み立てていますか？「運転の仕方」の指示内
容を参照してください。

フロアブラシにゴミやほこりが詰まっていませんか？「お手入れ」の指示内容を参照して
ください。

• 

• 

• 

• 

掃除機からほこりが出
てくる

フィルターにゴミやほこりが詰まっていませんか？「お手入れ」の指示内容を参照してく
ださい。

• 
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安全上のご注意
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保管について

本製品は精密機器ですので、丁寧に扱ってください。落としたり、強
い衝撃を与えたりしないでください。

• 

• 

• 

• 

• 

火元には近づけないでください。
本製品の上に物（10kg以上）を置かないでください。
使用温度範囲は0℃~40℃のため、涼しく乾燥した場所で保管し て
下さい。
長期間使用しない場合は、3 か月に一度充電してください。

運転の前

他のバッテリーのご使用により、爆発が起こり、けがや製品故障につ
ながる恐れがあります。本製品の充電には、Elechomesのバッテリ
ーのみを使用してください。

• 

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたりしないでくだ
さい。

• 

ぬれた手で電源プラグに触れない でください。• 

長期間使用せずに保管 した場合には、ご使用前に、バッテリーをフ
ル充電して下さい。

• 

フィルターを交換した後、 フィルターが正しく取り付けられているこ
とを確認してください。

• 

本製品を使用する前に、電源コード、その他壊れやすいものは片付
けてください。

• 

運転中

本製品は屋内でのみ使用できます。• 

• 

• 

• 

• 

ご使用前に、またお手入れ前に、電源プラグをコンセントから抜いて
ください。
引火性のガスがある場所でのご使用は避けてください。
浴室など水ぬれしやすい場所、湿気が多い場所では使用しないでく
ださい。
シンナーやガソリン・灯油・下水・洗剤などの引火性または可燃性の
液体・可燃性ガスを吸い込まないでください。

• セメントや石膏粉・壁粉などの小さな粒子、またはおもちゃや紙ボー
ルなどの大きな物を吸い込まないでください。

• カーテン・衣類、指などをブラシに巻き込ま ないでください。
• 使用中異常が発生する場合は、またインジケーターが点滅する場合

は、必ず電源を切ってください。（インジケーターランプが点滅する場
合には、自動的に電源オフになります。）ブラシに髪やほこりが絡まっ
てないか確認して、お手入れ用ブラシで取り除いてください。



安全上のご注意
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満充電状態でも運転しない・動作しない場合は、必ず弊社にご連絡
ください。本製品を修理・改造・分解しないでください。

• 

• 

• 

ダストカップを装着せずに本製品を使用しないでください。

本製品をお子様や、身体・知覚・思考能力が著しく低下している方が
単独で使うことは絶対にお止めください。

お手入れ

本体をお手入れする際は、乾いた柔らかい布を使用してください。塗
料用シンナー、 ベンゼン、 アルコール、 その他の有機溶剤は使用し
ないでください。本体が変形または損傷することがあります。

• 

お手入れ前に、電源プラグをコンセントから抜いてください。• 

ダストカップがゴミでいっぱいになっている場合は、お手入れしてく
ださい。

• 

3ヶ月に1回定期的にHEPAフィルター交換を行ってください。
※ご使用の環境や運転条件に応じて異なります。

• 

バッテリーを充電する場合は、スタンバイ状態に入るようになってい
ます。この状態で本製品を使用しないでください。スタンバイ状態で
本製品は使用できません。

• 

バッテリーを廃棄する際は、住んでいる地域の指示に従い分别し廃
棄してください。

• 

運転中

電源コードや電源プラグの破損については、感電またはけがの恐れ
があるため、必ず弊社にご連絡ください。

• 



製品仕様

型番

コードレス掃除機本体

フロアブラシ

布団用ブラシ

ソフトブラシ

RV-802GB

延長パイプ

ACアダプタ

壁掛けブラケット

お手入れ用ブラシ

膨張チューブ+ネジ

2in1隙間ブラシ
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製品名 コードレス掃除機 型番 RV-802GB

定格電圧 25.9V 定格出力 250W

入力 100-240V~/50-60Hz 出力 30V==500mA

充電時間 約4.5時間 運転時間(強/中/弱) 16/35/60分

バッテリー容量 2600mAh 製品寸法 260x165x1100mm

真空度 20Kpa ノイズレベル 76dB(A)

本体重量 約2.55kg ダストケース容量 0.5L
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