
取扱説明書
SE0001
ポータブル高圧洗浄機

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。
製品改良のため、予告なしにデザインや仕様を一部変更する場合があります。予めご了承願います。

 



ポータブル高圧洗浄機
この度は「ポータブル高圧洗浄機」をお買上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品をご使用前には必ずこの取扱説明書をお読み頂き、内容を十分にご理解された上でご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も大切に保管してください。
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●火気のあるものに使用しないでください。

●通電中の電化製品に使用しないでください。

●高温の粉塵や塊に水をかけないでください。

●高温・多湿の場所で使用しないでください。

●危険物のある場所では使用しないでください。

●火気に近づけたり、引火性ガスのある場所では使用しないでください。

●危険物や液体薬物を吸水して、使用しないでください。

●子供だけで使用させないでください。

●衣類または履きもの等を洗浄する目的であっても、ご自身や他人に向けて使用しないでください。

●ペットや動物に向けて使用しないでください。

●体調や気分がすぐれないときは使用しないでください。

●使用中に指のしびれや指先の冷えを感じた場合は使用をやめ、医師に相談してください。

●改造や分解はしないでください。

●ひびや割れなどの破損があるものは使用しないでください。

●強い衝撃を与えないでください。

●電源プラグやコードを傷つけたり、加工しないでください。

●電源プラグやコードを引っ張ったり、無理に曲げたり、押しつぶしたりしないでください。

●電源プラグやコードが破損や変形している場合は使用しないでください。

●電源プラグを割きこんだ際、ゆるみやガタツキがある場合は使用しないでください。

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

●電源プラグに水をかけないでください。

安全上のご注意
ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
お使いになる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
誤った取扱いをした場合の危害や損害の程度を次の表示で区分して、説明しています。

死亡または重傷を負う
おそれがある内容です。警告 注意

軽症を負うことや、物的損害が
発生するおそれのある内容です。

◆物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

「禁止」（しないでください）を示します。 「強制」（必ずしてください）を示します。

絵表示の説明

警告
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●本体、バッテリーパック、専用充電アダプターに下記のような症状が発生した場合は直ちに

　使用を中止し、株式会社スマイルお客様相談窓口までご連絡ください。

　※電話番号はＰ10 保証書にてご確認ください。

　・煙がでる

　・異臭がする

　・異常に熱い

　・異常に振動する

●充電アダプター及びバッテリーパックは付属されている専用のものをお使いください。

●必ず屋内で充電してください。

●交流 100V 定格 15A のコンセントを単独で使用してください。

●電源コードは確実に差し込んでください。

●コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

●電源コードは結んだりせず、完全に伸びた状態で使用してください。

●電源プラグは定期的にホコリを取りはらってください。

●充電が終わったら、電源プラグを抜いてください。

●洗浄対象物に破損、損傷、変色などが生じた場合や、

　正しく操作せずにケガを負ったり故障した場合、当社では一切責任を負いません。

●足元のバランスが悪いところでは作業しないでください。

●40℃以上の水を吸水しないでください。

●酸性洗浄剤、アルカリ洗浄剤、農薬、消毒液などを吸水しないでください。

●付属されている専用パーツ以外は使用しないでください。

●洗浄対象物に適した距離から洗浄し、洗浄物からの跳ね返りに注意してください。

●屋内で使用する場合、水が漏れても大丈夫である環境を確認して使用してください。

●壁紙や床などの破損、傷に注意して使用してください。

●洗浄前に事前にテスト洗浄を行ってください。

●作業場所、周囲の状況等に十分注意して使用してください。

●噴射のときに反発力がありますのでご注意ください。

●使用中に不快感を感じた場合、使用を中止してください。

●長期間使用しない場合は、3～ 4ヶ月毎に充電を行ってください。

●電源切れのバッテリーパックは、無理に使用せず充電してください。

●汚染された場所、またその可能性がある場所で作業する場合は、

　マスク、防護メガネ、防護服等装着するなどして、適切な準備を行ってください。

注意

警告
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各部の名称

ECOスイッチ①
②
③
④
⑤

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

トリガーロック

バッテリーパック

トリガー

バッテリーパックロック

シャワーノズル

吸水ホースコネクター

吸水ホースフィルター

⑥ ⑫コネクター 専用充電アダプター

吸水ホース

吸水ホースクランプ

4

①
②

③
④
⑤

⑦

⑧ ⑨ ⑩ ⑪

⑥

⑫

⑧



使い方 -1

バッテリーパックロックの下にある緑色のボ
タンを押すと、バッテリー残量を確認するこ
とができます。

①のバッテリーパックロックを矢印方向に押し
ながら、②のようにスライドさせ、着脱できま
す。

充電を開始すると、専用充電アダプターのインジケーターが点灯します。
・赤ランプ点灯　：　充電中
・緑ランプ点灯　：　充電完了
・赤ランプ点滅　：　バッテリー障害

※赤ランプ点滅した場合は直ちに充電を中止して、お客様相談窓口までご連絡ください。

矢印の方向にスライドさせます。カチッという
音がするまで押し込んでください。

①のバッテリーパックロックを矢印方向に押
しながら、②の方向にスライドさせて外します。

シャワーノズルの差込み部分と本体の挿入部分
にある白い点の目印を併せ、①の方向に差し込み
ます。②のように時計回しでロックされます。

ノズルの先端を回転させ、5段階の散水切替
ができます。

0°、15°、25°、40°、シャワーの 5種類の切替ができます。洗浄する条件に応じて、
適切な散水を選択してください。散水中の変更は危険ですのでしないでください。

■バッテリー残量の確認

■バッテリーパックの着脱

■シャワーノズルの装着

■バッテリーパックの充電
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■吸水ホースの着脱

矢印の方向にカチッという音がするまで押し
込みます。

吸水ホークコネクターを矢印の方向に引き下げ
外します。

バケツやタンク等の容器に水を溜めます。
水を溜めた容器に吸水ホースを入れます。
吸水ホースクランプで容器に吸水ホース
を固定することをオススメします。
固定できない容器には無理に取り付けよう
としないでください。
容器はお客様にてご準備をお願いします。

■散水方法 ■ECOスイッチ

①のトリガーロックを押しながら、②のトリガ
ーを引くことで散水します。トリガーを離すと
停止し、もう一度散水させるためには、
①からの手順が必要となります。

ECOスイッチを押すと、弱モードになります。
弱モード中は ECOスイッチが点灯します。
もう一度押すと強モードに戻ります。

使用開始時は、すばやい吸水を行うために強モードから始めることをお勧めします。
弱モードにする場合は、本体内部に水が届いたあと ECOスイッチを押して変更してください。

使い方 -2
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■容器から吸水する
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※蛇口に直接取り付けて使用することはできません。

バケツやタンクの水を一旦使い切り、水を追加した際、ホースの中に空気が入ることがあります。
ホース内の空気がなくなるまで、強モードでの操作をお願いします。



お手入れと保管
本体内部のフィルター 吸水ホースのフィルター

コネクターを画像のようにスパナを使用して取り外し、
中にあるフィルターを掃除します。

図のようにカバーを取り外し、中のフィルターを
引き出して掃除します。

保管時の注意点
・バッテリーパック、シャワーノズル、吸水ホースを取り外し、本体内部の水をしっかりと排水してから
　保管してください。
・バッテリーパックは高温、多湿の場所を避けて保管してください。
・子供の手が届かない場所へ保管してください。
・長期間使用しない場合は、3～ 4ヶ月毎にバッテリーパックの充電を行ってください。
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・電源コード、電源プラグに損傷が見られる
・充電中に電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
・いつもよりも本体が熱くなり、焦げくさい臭いがする
・その他異常や故障がある

故障かな？と思ったら
こんなとき 原因 対処方法

ECOスイッチが点滅する 充電不足です。

充電不足です。

フィルターがつまっています。

専用充電アダプターの電源プラグが
差し込まれていません。

バッテリーパックが専用充電アダプタ
ーに正しくセットされていません。

弱モードになっています。

バッテリーパックを充電してください。
Ｐ５をご参照ください。

バッテリーパックを充電してください。
Ｐ５をご参照ください。

本体と吸水ホースのフィルターを
掃除してください。
Ｐ7をご参照ください。

接続を確認してください。
Ｐ５をご参照ください。

電源プラグを
正しく差し込んでください。

本体に水が届くまでは強モードで
使用してください。
Ｐ６をご参照ください。

トリガーを引いても
起動しない

水の噴出量が少ない

充電できない

吸水時間が長い

本体に吸水ホースが正しく接続
されていません。

吸水ホースがしっかりと
水に入っていません。

接続を確認してください。
Ｐ６をご参照ください。

吸水ホースをしっかりと水の中に
指し込んでください。
Ｐ6をご参照ください。

吸水できない

本体にシャワーノズルがしっかりと
取り付けられていません。

接続を確認してください。
Ｐ５をご参照ください。

シャワーノズルから水が
漏れる

このような症状が出たり発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
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バッテリーが劣化すると、連続使用時間が著しく短くなります。

製品仕様
ポータブル高圧洗浄機

品番 SE0001

AC100-220V 50/60Hz 1.2A入力

出力 21V/1000mA

品番Ｂ02-1825A   リチウムイオン 20V/2.5Ah/45wh

約 2.5時間

2.0Mpa（強モード）　 0.8Mpa（弱モード）

3ℓ / min（強モード）　1.7ℓ / min（弱モード）

約15分（強モード）　 約 40分（弱モード）

W53×D8×H19cm

約 1.8kg

専用充電アダプター

バッテリーパック

充電時間

吐出圧力

吐出水量

連続使用時間

本体寸法

本体質量

生産国 中国
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 保証書

＜保証規定＞

1. 保証の対象　　　ポータブル高圧洗浄機　 とします。

2. 保証の適用       取扱説明書の注意事項に従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には製品の無償修理を致します。

3. 保証を受けるための条件   保証を受ける際には保証書及び領収書をご提示ください。

4. 保証の適用除外       

  (1) 保証書及びお買い上げ販売店の領収書の提示が無かった場合。

  (2) ご使用 ・ お取扱い上の不注意や過失により故障が生じた場合。

  (3) 本製品をご使用者自身または他の業者により修理、 改造をした場合。

  (4) ご購入後の輸送、 衝撃等により故障や損傷が生じた場合。

  (5) 火災 ・ 地震 ・ 水害 ・ 落雷 ・ 塩害 ・ 有毒ガス ・ 薬品による被害、 その他の天災 ・ 公害などの外部の原因により故障が生じた場合。

  (6) 一般家庭以外 ( 例えば業務用 ) の使用で故障や損傷が生じた場合。

  (7) 日本国以外での使用で故障及び損傷が生じた場合。

※当製品の出張修理は一切行っておりません。 全て持ち込み修理となります。

※保証期間中における無償修理対象は、 修理費用 ( 部品料 ・ 技術料 ) のみとなっておりますのでご了承ください。

   送料、 その他費用につきましてはお客様のご負担となります。

※この製品保証書は本証書の明示した期間 ・ 条件において無償修理をお約束するものです。

　  この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は、 本書記載内容で製品の無料修理を行う事をお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、 お買い上げ販売店にご依頼の上、 修理に際して本書をご提示ください。

商品到着後、 必ず下記内容をご記入頂きお買い上げ販売店の領収書と共に大切に保管してください。

尚、 お買い上げ販売店の領収書を紛失されますと修理が実費になる場合や修理できない場合もございます。

本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

ポータブル高圧洗浄機

（保証期間 ： ご購入日より 1 年）

2019..2株式会社スマイル 〒135-0052 東京都江東区潮見 2-8-10 潮見 SIF ビル

製品型番 SE0001
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