
取扱説明書
SE0002
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。



高圧洗浄機
この度は「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向けて、または近くで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。

●電源プラグをコンセントに差し込んだ際、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。

●使用後は電源プラグを抜いてください。

●身体に障害のある方や子供だけに使用させないでください。

●爆発の危険性がありますので、可燃性のある液体を噴霧しないでください。

●噴射した水は飲まないでください。

●離れるときは必ずメインスイッチをオフにしてください。

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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●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、完全に伸ばし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。

●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

●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の部品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、水にぬれてもよい環境でご使用ください。

●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。

●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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部品一覧

メインスイッチ①
②
③
④
⑤

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

電源プラグ付き電源コード

トリガーガン

給水口（カップリング取付）

ハンドル

高圧ホース

収納ホルダー

⑥ ⑫スプレーランス クリーニングピン

カップリング

専用コネクター
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排水口（高圧ホース取付）

排水口

トリガーガン接続噴射口

安全ボタン

トリガーガン

①
②

③ ④

⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨ ⑩

⑪ ⑫



準備
はじめにメインスイッチが「0」になっていることを確認してください。
電源プラグはまだコンセントに差し込まずに作業してください。
各部品の接続は確実に行い、ご使用前にも再度確認してください。

画像のように本体へハンドルを差
し込みます。

■ハンドルの取付
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本体の排水口に高圧ホースを取り付
けます。
接続部分をしっかり奥まで差し込み、
キャップを時計回しで取り付けます。

高圧ホースをしっかりと奥まで
差し込み、ロックをかけます。
上記画像のように、ロックと解除
を切り替えることができます。
トリガーガンを外すときは、ロッ
クを解除して引き抜きます。

■高圧ホースの取付 ■トリガーガンの取付

本体の給水口にカップリングを取り
付けます。
画像のように時計回しで取り付ける
ことができます。
水漏れの原因となるので、しっかり
しめてください。

■給水ホースの取付

専用コネクターに市販の給水ホー
スを取り付けます。キャップは
しっかりと閉めてください。
※給水ホースは別売りです。
　お客様にてご準備ください。
　給水ホースの適応サイズは、
　内径は 13 ～ 15mm、外径は、
　20mmまでです。

専用コネクターをカップリングに
取り付けます。
隙間が無いように奥までしっかり
と差し込んでください。

トリガーガンの先端とスプレーラ
ンスの接続部分を合わせて差し込
みロックをかけます。

■スプレーランスの取付

本体裏面に収納ホルダーを差し込
み取り付けます。
右の画像のように各部品を収納で
きます。

■収納ホルダーの取付

解除
ロック



使い方

6

電源を入れる前に市販の給水ホースを蛇口に接続し、水道栓を全開に開けて本体に給水してください。
本体へ給水する前に電源を入れてしまうと故障の原因となりますのでご注意ください。
お使いの蛇口の形状を確認して、適切な方法で市販の給水ホースを取り付けてください。
トリガーガンの安全ボタンがロックされている状態で組み立ててください。（下記※1参照）

水道栓を全開に開け、本体に給水
したあと電源プラグをコンセント
に差し込み、メインスイッチをON
にします。
「0」がOFF、「1」が ONです。

■電源を入れる

安全ボタンのロックを解除して、使
用します。
上記画像のように手で持ち噴射口を
清掃対象物に向けた際、左側の突起
でロック、右側の突起で解除となり、
切り替えることができます。

安全ボタンのロックを解除した状態
で、トリガーを引くと噴射します。

■トリガーガンの使い方

画像のように噴射口の先端を回す
ことで、噴射角度を調整できます。

■スプレーランスの使い方

【洗浄時の注意点】
・人やペットなど、生き物に向けて使用しないでください。
・故障するおそれがありますので、電気器具には使用しないでください。
・製品を寝かせて使用しないでください。
・トリガーガンのトリガーを引きながら、電源のON/OFF を切り替えないでください。
・トリガーガンは両手でしっかりと持って使用してください。

※1

安全ボタン

ワイド ストレート



お手入れと保管
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メインスイッチをOFF にし電源を
切ったあと、電源プラグをコンセ
ントから抜き、水道栓を閉めてく
ださい。

■洗浄が終わったら

水道栓が閉まっていることを確認し
てから、トリガーガンのトリガーを
引いて、内部に残った残留圧力と水
を抜いてください。
圧力が残った状態で保管すると、故
障の原因となります。

スプレーランスとトリガーガンを
取り外します。
トリガーガンは安全ボタンをロッ
クにした状態で保管してください。

専用コネクターを取り外します。
黄色い箇所を手前に引くことで取り
外しができるようになります。
外したときに水が出ることがあり
ますので、ご注意ください。

高圧ホースを取り外します。
画像のように反時計回りにキャップ
を回して外します。
残留圧力が残っている場合、ホース
が外れませんので、上記「※2」の
作業を行ってください。

各部品をそれぞれ外して、
画像のように収納して保管します。

カップリングのフィルターを定期的に掃除して
ください。画像の方向から棒状のもので簡単に
押し出せます。
※鋭利なものや、必要以上に強く押すと破損の
　原因になります。

■お手入れ

スプレーランスは付属のクリーニングピンを
噴射口の先端に差し込んで、目詰まりを
定期的に取り除きます。

【保管時の注意点】
・各部品はしっかりと水を抜いてから保管してください。
・高温多湿の場所は避けて保管してください。
・子供の手に触れない場所へ保管してください。
・必ず電源プラグをコンセントから抜き、水道栓が閉まっていることを確認してから行ってください。

※2



・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

電源が入らない 電源プラグが正しく差し込まれていない。

カップリングのフィルターがつまっ
ています。

ホース内に残留圧力がある。

電源プラグがコンセントに差込まれて
いるか確認してください。

ホース内の空気がなくなるまで、トリガー
ガンのレバーを引いてください。

フィルターの掃除をしてください。
P7をご参照ください。

圧力が著しく弱い

本体と高圧ホースが正しく接続されて
いない。

専用コネクターとカップリングが正しく
接続されていない。

接続部分を確認してください。
P5をご参照ください。

接続部分を確認してください。
P5をご参照ください。

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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製品仕様
高圧洗浄機

品番 SE0002

100V 50/60Hz

6Mpa

4ℓ / m

3ｍ

5ｍ

約W23×D20×H41cm

約 3.5kg

電圧

吐出水量

吐出圧力

高圧ホース

電源コード

本体寸法

本体質量

生産国 中国
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定格消費電力 1400W

給水ホースは別売りです。
内径 13 ～ 15ｍｍ、外径 20mmまでの給水ホースをお客様にてご準備ください。



 保証書

＜保証規定＞

1. 保証の対象　　　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。

高圧洗浄機

（保証期間 ： ご購入日より 1 年）

2019..4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 SE0002
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