
＊本商品の仕様など、予告無く改良、変更することがあります。予めご了承下さい。
＊本商品は日本国内専用です。海外では使用出来ません。
＊本商品は家庭用です。業務用には使用出来ません。
＊イラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合があります。
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フローリングクリーナー
MR-05FC
W200×D200×H300mm(本体)
2kg
AC100V
50/60Hz
400W
100W
1.2ℓ
プッシュ式
1.5m
[本体]ABS樹脂
[ダストカバー]ABS樹脂
[電源スイッチ]ABS樹脂
[吸込口]ポリプロピレン
電流ヒューズ、バイタル式サーモスタット
お試し紙パック×1、取扱説明書（保証書付き）
中国

「入」「切」-

取扱説明書
保証書付きMR-05FC

本商品は、厳密なる検査をしておりますので安心してご使用
頂けます。ご利用の際には、破損等のないことを確認して、取
扱方法をよくお読みになってからご使用下さい。なお、本書は
いつでもお読み頂けるように大切に保管して下さい。本商品は
日本国内一般家庭専用です。海外では使用しないで下さい。

この度は、弊社商品をお買上げ頂き
誠にありがとうございます



各部の名称

電源スイッチ

電源プラグ

電源コード

ダストケースカバー

ダストケースカバー用パッキン

逃がし弁

ダストケースカバー
取っ手

吸込口

正面

逆止弁

1

吸気フィルター

ダストケース内

ロックレバー

ブラシ



ご使用になる前に付属品を確認して下さい

2

本体持ち手

電源コード出口

排気口

電源スイッチ

コード巻き取り
吸込口カバー

背面

本体裏面

付属品

お試し紙パック

※本体にセットされています。
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安全上の注意

警告

●ご使用になる前に、必ず「安全上の注意」をよく読み正しくお使い下さい。
●安全に関する大変重要な内容を記載しています。必ず守ってお使い下さい。
●取扱説明書は、いつでも見られる所に必ず保管して下さい。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。警告
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。
＊物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットなどに関わる拡大損害を示します。注意

【図記号の意味と例】

　は、してはいけないことを示します。具体的な禁止内容は、　の中や付近に、絵または文章で示しています。

　は、必ずすることを示します。具体的な強制内容は、　の中や付近に、絵または文章で示しています。

禁止

国内電源以外は使用しない。

湿気のある場所で保管しない。

本体の排気口付近に触れない。

吸込口や排気口に指や金属類
の異物を入れない。

コードの付根に無理な力を加
えない。

定格15A・交流100Vのコンセン
トを単独で使う。

キッチンや風呂場・洗面台など
の水回りでの使用は絶対にしな
い。水に浸けたり、かけたりし
て濡らさない。

絶対に水洗いしない。

火気付近や引火性のもの【可
燃性ガス（スプレー）、灯油、
ガソリン、シンナーなど】の近
くで使用しない。

吸気フィルターや紙パックを
外した状態で使用しない。

室外では使用しない。

電源コードや電源プラグが傷
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。

電源コードに下記の行為は
絶対にしない。【傷つける／
加工する／無理に曲げる／引
っ張る／ねじる／束ねる／荷
重をかける／挟む】

子供だけで使用しない。また、
幼児の手の届く所での使用、
保管をしない。

水濡れ
禁止

電源プラグはコンセントの奥ま
でしっかり差し込む。

電源プラグは定期的に、差し込み
部周辺のホコリなどを掃除する。

指示

禁止

濡れた手で、電源プラグを抜き
差ししない。

ぬれ手
禁止

分解
禁止

紙パックの交換時やお手入れの
際は、安全のため必ず電源プラ
グをコンセントから抜く。電源

プラグ
を抜く

電源プラグをコンセントに
差した状態で放置しない。

使用時以外は、必ず電源プラグ
をコンセントから抜く。

分解・改造・修理はしない。

海外や発電機電源を使用すると
火災・故障の原因になります。

感電・ショート・発火の原因になります。

感電・ケガ・火災の原因になります。

感電・ケガ・火災の原因になります。

本体内部にホコリが入り、ショート・火災の
原因になります。

爆発・火災の原因になります。

このフローリングクリーナーは
室内専用です。

サビ・ショート・故障などの原因になります。

ケガ・やけどの原因になります。
※特にお子様やペットにはご注意下さい。

故障や手などのケガをする恐れがあります。

電源コードの付根に無理な力を加えると
電源コードが痛む原因になります。

他の機器と併用すると感電・ショート・
発火・火災の原因になります。

ホコリが付着したまま電源プラグを
差し込むと、発火・ショート・
火災の原因になります。

差し込みが不完全だと、感電・ショート・
発火の原因になります。

ホコリがたまり、破裂・発火の原因に
なります。

感電・ケガ・火災の原因になります。

絶縁劣化による感電・漏電・
火災の原因になります。

感電・ケガ・火災の原因になります。
修理などのご質問は「P13お客様サービス」
へおかけ下さい。

感電・ケガの原因になります。

感電・ショートの原因になります。

感電・ショート・故障などの
原因になります。

落下させるなど強い衝撃を
与えない。
故障・ケガの原因になります。
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ご使用頂く上でのお願い

警告

下記のものは吸い込まない。
灯油／シンナー／可燃性ガス（スプレー）／油／液体／ガラスの破片／鋭利なもの／タバコの灰／マッチ棒／粉末状の
ゴミ（小麦粉、しっくい、コンクリート、トナーなど）／長い糸状のもの／濡れたゴミ（ペットの糞・生ゴミなど）禁止

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いて下さい。
異常、故障例
◆電源スイッチ（ON）を押しても、運転しない。
◆電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。
◆運転中、時々止まる。
◆運転中、異常な音がする。
◆本体が、変形したり、異常に熱い。
◆焦げ臭いなど、「異臭」がする。

指示

紙パックについて

注意
紙パック、吸気フィルターは正
しく取り付ける。吸気フィルタ
ーが破れたり、古くなったとき
は交換する。

本体に乗ったり、座ったりしない。
また子供を座らせたりしない。

室内の表面加工された硬い床
（フローリング、クッション
フロア、Pタイルなど）の平ら
な場所に設置して使用する。

吸込口及び排気口をふさいで使
用しない。

禁止

濡れている吸気フィルターを使
用しない。

水濡れ
禁止

指示

強制

電源プラグを抜くときは電源
コードを持たずに、必ず電源
プラグを持って引き抜く。

持ち運ぶ際には、本体を垂直
に持って持ち運んで下さい。

壁や家具などの近くに
設置しない。

電源コードはコード巻き取り
部からすべて外して使用する。

フロアモップを吸込口に長時
間当てない。

指示

直射日光があたる場所や高温の
場所に放置しない（炎天下の車
内、暖房器具の側など）。

下記のものを使用しない。
住宅用洗剤／シンナー／ベンジ
ン／アルコール／磨き粉など

火気に近づけたり、加熱しない。
故障・発火・本体の変形・
爆発の原因になります。火気

厳禁

故障・発火・過熱による本体の
変形の原因になります。

モーターの発熱により、コードへの
負担の恐れがあります。ご注意下さい。

加熱による本体の変形・発火・
故障の原因になります。変色・変形・感電・故障の原因になります。

感電・ケガ・ショート・電源コードの
断線・漏電火災などの原因になります。

傾けて持つと吸ったゴミがこぼれて
逆流する恐れがあります(P.11参照)。

変色・変形・感電・故障の原因になります。

感電・故障の原因になります。

カーペット、ラグなどの敷物の上に
設置して使用しない。フロアモップに
付着したホコリが敷物にも付着する上、
その他のトラブルの原因になります。排気によって汚れる可能性があります。

本体の破損の恐れがあります。
また故障の原因となります。

モーターの故障・発火などの
原因になります。

吸引力の低下や故障・発火などの原因になります。

紙パックは「㈱イトウ」・「サンテックオプト㈱」・「アイム㈱」社製の
『各社共通』紙パックをご使用下さい。

日立・三菱・シャープの取付方法で装着出来ます。



●フローリングクリーナーはドライモップ、フロア用ペーパーモップ専用の商品です。
●ウエットモップはご使用しないで下さい。故障や火災の原因になります。

2. ゴミ・ホコリを集める

1.電源プラグをコンセントに差し込む
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ご使用方法

吸込口

ゴミやホコリ

①モップ・ホウキなどでゴミやホコリを集める ② ゴミやホコリを吸込口に集める

※電源OFF時は電源スイッチが上に上がっています。

電源OFF 電源ON

① 電源がOFFになっていることを確認する

※電源コードは全て出して下さい。

電源プラグ

② 電源プラグをコンセントに差し込む
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吸込口

ご使用方法(つづき)

吸込口のブラシでゴミを落としながら。
モップ・ホウキなどを前後に動かすと、ゴミが取れやすくなります。

※電源ON時は電源スイッチが下に下がったままになります。

電源スイッチ

電源ON

プッシュ式の電源スイッチ

3. 電源スイッチを押して、電源ONにする

4. 吸込口にゴミをかき集め、ゆっくり動かして吸わせる

5. 電源スイッチを押して、電源OFFにする

ブラシ
吸込口
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①ダストケースカバー取っ手を上方に持ち上げダストケースカバーを開ける

②ロックレバーを矢印の方向に押し、
　ロックを解除する

③紙パックを取り出す

紙パック交換方法

１、紙パックを取り出す

※必ず電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

紙パックの口

オ
ープ
ン

ロックレバー

紙パック

ダストケースカバー

※紙パックの取り出し時に、紙パックの口からゴミが
　漏れないように注意して下さい。

※必ず電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
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③ダストケースカバーを閉める

①紙パックを斜めから差し込む ②底にある溝に紙パックをセットし、
　ロックレバーで固定する

紙パック交換方法(つづき)

２、紙パックを取り付ける

※紙パックがセットされていない、または正しくセットされていないと、ダストケースカバーが閉まりません。
※ダストケースカバーがしっかりと閉まっていることをご確認してからご使用下さい。

セット

溝
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①コインなどで吸込口カバーの　(ロック)を　 (ロック解除)の位置まで回し、
     ロックを解除する。（2箇所）

②吸込口に詰まったゴミを取り除き、吸込口カバーを元に戻す。

※ご使用時は吸込口カバーを元に戻し、ロックされていることをご確認の上、ご使用下さい。

吸込口カバー

吸込口

吸込口に詰まったゴミを取り除く

突起を穴に合わせて
カバーを取り付けます。

取り付け

コイン

お手入れ方法 ※必ず電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
※紙パックは取り外した状態で行って下さい。
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吸引力が低下したとき、またはニオイがするときは、下図のように吸気フィルターを
横に引いて取り外し、軽くはたいてホコリを取り除いて下さい。

※吸気フィルターがしっかりと取り付いていることをご確認してからご使用下さい。

吸気フィルターのホコリを取り除く

② ホコリを取り除き、吸気フィルターをスライドさせ元の位置に戻す

①  吸気フィルターをスライドして取り外し、
　  ホコリを取り除く。

スライド

スライド

お手入れ方法(つづき) ※必ず電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
※紙パックは取り外した状態で行って下さい。
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注意

×

コード巻き取り

持ち運ぶ際の注意

本体を設置する際の注意

本体を斜めに持って持ち運ぶと吸込口からゴミが出ることがあります。注意

持ち運ぶ際に傾けて持つと吸ったゴミが
こぼれて逆流する恐れがあります。

×
持ち運ぶ際には本体を垂直に持って
持ち運んで下さい。

◯

◯

電源コードをコード巻き取りの上に通して下さい。

電源コードを挟まないようにご注意下さい。

本体の下に電源コードが挟まれた状態のまま設置しないように、ご注意下さい。
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修理サービスを依頼する前に

部品名

吸気フィルター

ダストケースカバー用パッキン
吸込口用カバー（ブラシ付）

交換時期の目安

吸引力が低下したとき、またはニオイがするとき

紛失・破損したとき

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。警告

【修理・部品の交換について】

【補修用性能部品について】

●保証書（取扱説明書P1４）のお買い上げ日、店名などの記入をお確かめの上、必ず受け取り、
　よくお読みの後、保管して下さい。
●修理の必要が生じた場合や、紛失などによる部品交換の必要が生じた場合は、P13「お客様サービス」よりご相談下さい。
●保証期間経過後の商品の修理は、お客様のご要望により有料にて承ります。P13「お客様サービス」よりご相談下さい。

●当社は補修用性能部品を商品の製造打切後６年保有しています。
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

【故障かな？と思ったら】

を押しても
運転しない。

吸引力が弱くなる。
運転が止まる。

◆モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？
　①　　を押し電源をOFFにする。
　②電源プラグをコンセントから抜く。
　③３０分待つ。（モーターが冷えて、保護装置が解除されます。）
　※保護装置は紙パックがゴミでいっぱいになっていたり、吸気フィルターなどが詰まっていると、
　　モーターに負荷がかかり働くことがあります。
◆排気口にゴミやホコリが溜まっていませんか？

排気口からゴミ
のニオイがする。

本体、電源コード、
電源プラグが熱い。

◆紙パックの交換はしましたか？
◆ニオイの強いゴミを吸ったまま放置していませんか？
◆吸気フィルターのお手入れはしましたか？

◆運転中や、運転直後は多少熱くなりますが、異常ではありません。

警告 上記内容を確認しても改善されない、または異音・異臭・異常に熱いなどの症状の場合は、
すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて使用を中止して下さい。

症状 主な原因と対策

◆電源プラグは、コンセントにしっかり差し込まれていますか？

廃棄する際は
●商品または梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の廃棄処分方法に従って下さい。
※取扱説明書及び保証書は大切に保管して下さい。
（取扱説明書及び保証書は再発行出来ませんので予めご了承下さい。）



お客様サービス
　  0120-934-699

株式会社シービージャパン

受付時間  平日10：00～12：00  13:00～17:00

音声ガイダンスに従い操作して下さい。
(家電製品は❶)

お客様サービス
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●お買い上げの販売店から、保証書（取扱説明書裏表紙）を必ず受け取り、
よくお読みの上保管して下さい。お受け取りの際、お買い上げ日、店名など
の記載を確認して下さい。記載がない場合、保証期間内であっても修理・交
換などをお受け出来かねることがあります。
●修理の必要が生じた場合や、紛失などによる部品交換の必要が生じた場
合は、下記連絡先にご相談下さい。
●保証期間の過ぎている商品の修理は、お客様のご要望により有料にて承
ります。下記連絡先にご相談下さい。

ご紹介

※商品の仕様及び価格は、予告無く変更する可能性がございます予めご了承下さい。

シービージャパン 検 索検 索

弊社サイトはこちらから
http://www.cb-j.com

「暮らしを楽しく」をテーマに生活雑貨を創造する。
株式会社シービージャパンの商品は、

下記弊社オンラインショップにて、ご購入頂けます。

CB JAPAN ONLINE SHOPはこちらから
https://www.rakuten.co.jp/livingearth/ ����

livingearth

���� ���



保証書について
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保証書

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お名前

ご住所

　　　　　　　　　　電話

販売店名

　　　　　　　　　　電話

お買上日　　　　　年　　　　　月　　　　　日

製品名　Mlte フローリングクリーナー　MR-0５FC

株式会社シービージャパン　〒121-0816 東京都足立区梅島1-36-９

この保証書は取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合に無料修理・交換等を
行なうことをお約束するものです。お買い上げ日から保証期間中に故障が生じた場合、本製品と保証書をご提示の上、
お買い上げの販売店、又は弊社までご依頼下さい。
１．保証期間内でも次のような場合には有償修理・有償交換となります。
（１）取扱説明書通りの使用方法をしなかった場合の不具合
（２）消耗品または付属品の交換
（３）火災、地震、水害などの天災ならびに公害などの外部要因における事故や故障
（４）保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名及び捺印がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
２．この保証書は日本国内においてのみ有効です。
３．この保証書は再発行できませんので大切に保管して下さい。
※この保証書は本書に明示した期間と条件の下において無償修理・交換をお約束するものであり、
　お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

持込修理




