
取扱説明書

REXAIR社からお客様
へのメッセージ

書面にて保証する

REXAIR　は、訪問販売の経験のある独立指定販売店にのみ、この掃除機を販売し
ています。Rexairは全国的な宣伝を使ってこの製品を販売するのではなく、ご家庭
でのデモンストレーションなど直接販売を行う数千の「販売担当者」の個人的努力
による製品への認識が、それぞれの地域でこの掃除機に対する興味を生み出してい
ます。このような販売担当者の提携する独立指定販売店は、直接その販売店の独自
の担当者、または間接的に独立副販売店とその担当者を通して、掃除機の合法的な
販売と修理の責任を持ちます。

Rexairはさらに、指定販売店それぞれが電気製品を販売する地域において、それぞ
れの修理営業所または独立修理営業所を通して迅速で手際のよいサービズをするよ
う要求しています。

Rexairの独立副販売店および販売店を通したRexair製品掃除機を購入した販売担当
者または販売店の名前と住所をなくさないでください。掃除機のお手入れ、保証範
囲、修理、およびお近くの修理営業所については、販売担当者にお問い合わせくだ
さい。

Rexairは直接販売を行う指定販売店の指定については非常に厳しく選択しています
が、指定販売店から直接または非直接的に製品を仕入れている独立再販業者とは合
意も法的関係も持っていません。ですから、このような再販業者に関するお客様のご
不満については、責任のある指定販売店を通じて解決を試みることしかできません。
Rexairの公表している規定は、独立再販売店の説明や行動が購入者からの不満につな
がる結果となる場合、それを修理する責任を各指定販売店に持たせることです。

上記について何か問題やご質問がある場合は、まず掃除機をお買い上げになった販売
店または販売担当者にお問い合わせください。担当者が見つからない場合は、お買い
上げの掃除機のシリアル番号をご確認のうえ、下記に記載されている住所のRexairの
お客様サービス窓口へご連絡ください。責任のある指定販売店の住所と電話番号を
直ちにお送りいたします。指定販売店から適切な援助が得られていないと感じられ
る場合は、Rexairのお客様サービス窓口へ直ちにご連絡ください。Rexairは、お客
様に対してその義務を了解しています。

その他の情報またはヘルプが必要な場合は、以下の住所へお手紙でお問い合わせく
ださい。

Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084, U.S.A. 電話            
(248) 643-7222　ファックス (248) 643-7676または、Rexairのホームページを :

http://www.RainbowSystem.comご覧ください。

製造者としてRexairは、直接お客様と取引はしませんし、またお客様に書面による
保証を提供することもありませんが、消費者用製品を製造する製造者すべてに対し
て法的な義務があります。製品に欠陥があってはならず、また製品は一般的に意図
する用途に適していなければなりません。このような商品性と適応性の暗黙の保証
を、Rexairでは順守しています。さらに、Rexairでは、指定販売店の独自の書面に
より、Rexairの保証の特典がこのような販売店を通してお客様に届くよう要請して
い ます。

REXAIR社の本製品は、弊社が認定したディストリビュータに販売し、それらのデ
ィストリビュータによって家庭でのデモンストレーションをとおしてのみ販売する
ことを原則としています。それ以外の販売方法は弊社では許可しておりません。も
しその他の方法によって購入された場合は、弊社が発行する保証書は無効となるの
でご注意ください。
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目次
安全上の注意事項 .................................................................................................. 2

ハードスプレーの使用 ........................................................................................... 3

電気ホース ............................................................................................................. 4

痛んだベルトの交換のしかた ................................................................................ 5

故障解除 ................................................................................................................ 6

メンテナンス/保証情報 ..............................................................................裏カバー

パワーノズルの
取扱説明書

掃除機をご使用にな
る前に、必ず取扱説
明書をすべてお読み
ください。

シリアル番号

Rexair社の品質管理の一環として、品質管理テストをパスした全ての製品には、独自のシリアル番号を付けていま
す。この番号には下記のような目的があります。

1. お客様の所有者ID;
2. ご購入販売店の保証書ID;
3. 品質管理合格の保証；
4.  工場出荷時の状態の保証

ご購入の際には、必ずこの番号が掃除機に付いていることをご確認下さい（右の図を参照）。Rexair社では、この

番号が付いていない製品の販売は禁止しております。この番号がついていない場合は、Rexair社はこの掃除機の製造
元、年代、または状態に関して一切責任を負いません。掃除機のシリアル番号が見つからない場合は、Rexair社のカ
スタマーサービズまでご連絡ください。電話 (248) 643-7222　ファックス (248) 643-7676.

後日のために、下記の空欄にシリアル番号を記入してください。

サービスなど依頼されるときに必要となりますので、大切に保管してください。

掃除機を購入された指定販売店
（楷書でご記入ください）

名前 :  ____________________________________________________________________________________________________________________

住所 :  ____________________________________________________________________________________________________________________

電話 :  ____________________________________________________________________________________________________________________

担当者の署名 :  ______________________________________________________________________________________________________

シリアル番号 :  ______________________________________________________________________________________________________

クリーニングシステムの構造と FutonMate と Rexair は、米国ミRexair は、米国ミRexair
シガン州トロイ市にある Rexair の登録商標です。Rexair の登録商標です。Rexair

故障解除
本掃除機は、工場で十分
テストされ点検されてい
ます。小さな問題が起こ
った場合は、以下のトラ
ブルシューティングの処
置を行うと、それほど手
をかけずに問題を特定し
て解決できます。

メモ：上記の方法で問題
が解決しない場合は、お
近くの指定販売店へお問
い合わせください。
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こんなときは 調べるところ 直しかた
モーターが回ら
ない

ハンドルスイッチが入って
いますか。

電気ホースのハンドルにある作
動装置を押してください。

ホースの締め付けリングで
電気が接続していますか。

締め付けリングの電気の接続を
しっかりとしてください。

ホースハンドルで電気が接
続していますか。

ホースハンドルでしっかりと電
気が接続していることを確認し
てください。

モーター保護装置の自動リ
セットが作動していませ
んか。

掃除機のスイッチを２秒ほど切
ってから、もう一度スイッチを
入れてください。

モーターは回って
いるが、ブラシが
回転しない

ベルトが故障していませ
んか。

電源を切って、底板を取り外
し、ブラシが問題なく回転して
いることを確認し、ベルトを交
換してください。

ラシが停止した（
手で動かしても回
転しない）

ブラシの収納庫に何か引っ
かかっていませんか。

電源を切り、パワーノズルの裏
ブタを外します。挟まっている
物体を取り除き、ブラシロール
が回転することを確認してくだ
さい。

モーター軸が消耗していまモーター軸が消耗していま
せんか。

販売店でブラシとモーター軸の販売店でブラシとモーター軸の
組立て部品を交換してくださ
い。

パワーノズルの吸
引力が弱い

空気室が詰まっていませ
んか。

電源を切って、詰まっているも
のを取り除き、もう一度電源を
入れ、ホースを通してうまく通
気していることを確認してくだ
さい。

パイプやホースが詰まってパイプやホースが詰まって
いませんか。

ラッチをはめ込む前に、底板がラッチをはめ込む前に、底板が
所定の場所にしっかりと取り付
けられていることを確認しま
す。

ブラシの毛がカーペットか
ら浮いていませんか。

ブラシの毛が消耗して短くなっ
ている場合は交換してくださ
い。

高さ調節が間違っていませ高さ調節が間違っていませ
んか。

適切な高さに調節してくださ適切な高さに調節してくださ
い。



警告
火災、電気ショック及び傷害危険を減少する：

  1 お子様の近くで電気器具を使用する場合は、十分な注意を払って行ってください。掃
除機やパワーノズルをおもちゃとして扱わせたり、大人の見ていないところで使用さ
せたりすることは絶対にしないでください。

  2 掃除機を使用していないときは、プラグをコンセントからはずしてください。マスタ
ースイッチを切ってから、プラグをコンセントからはずしてください。コード、プラ
グ、突起部、または電源の受け口を損傷しないように、プラグをつかんで壁面コンセ
ントから抜いてください。コードをもって掃除機を引っ張ったり動かしたり、コード
をハンドルとして使用したり、コードをドアに挟んだり、とがった端や角の周りで引
っ張ったり動かしたりしないでください。コードやプラグが損傷している場合は、掃
除機を使用しないでください。

  3 コンセントに入れたまま電気器具を放置しないでください。誰もいないときや修理を
する前に は、掃除機をコンセントからはずしてください。

  4 掃除機が破損している場合は、使用しないでください。掃除機が正常に作動しなかっ
たり、落としたり、破損していたり、外におかれてあったり、水の中に落としたりし
た場合は、販売店まで本体をお持ちください。

  5 掃除機のスイッチを切って、プラグをコンセントからはずすまで、本体を掃除したり
ホースの詰まりを取り除いたりしないでください。

  6 白熱灯の照明器具の受け入れ口に接続したり、延長コードを使用したりしないでくだ
さい。

  7 火災や爆発の可能性を防ぐために、可燃性もしくは爆発の危険のある気体や粉塵のあ
る場所では、パワーノズルを使用しないでください。洗浄液の中には、このような気
体を発生するものもあります。可燃性のある洗浄液が使用された場所では、その場所
が完全に乾き完全に換気されるまで、掃除機を使用しないでください。掃除機または
パワーノズルを配水管の詰まりを取り除くために使用しないでください。下水ガスが
掃除機に吸い込まれると、爆発の原因となることがあります。

  8 一方の手で電気器具の金属部分、照明器具、またはスイッチに触れながら、もう一方
の手で金属の流し、冷温配水管に触れないでください。人間の身体は地面に対して完
全な電気回路になります。さらに、皮膚の表面が濡れていると、この危険をさらに大
きくします。濡れた手でプラグや電気器具を扱わないでください。

  9 a) 吸気口や排気口には物を入れないでください。またふさがれた状態で使用しない
でください。使用する際には、布またはホコリや髪の毛など吸引力の妨げとなるもの
は取り除いてください。b) 髪の毛、衣類、指など体の部分は、吸気口や排気口には
近付けないでください。c) 階段のお掃除には、特に注意してご使用ください。

10 タイプY電源コードは、必ず指定販売店で交換してください。コードを損傷した場
合、掃除機の電源スイッチを切って、プラグをコンセントから抜いてください。

11 タバコ、マッチ、または熱い灰など、燃えているものや煙が出ているものを吸わせな
いでください。ガソリンなど引火性の液体または可燃性の液体を吸わせたり、あるい
はこのような液体のある場所で使用しないでください。

12 本電気器具は２重絶縁を施してあります。同じ部品のみ使用してください。真空掃除
機ユーザマニュアル」にダブル絶縁道具に関するメンテナンス説明。

13 お使いのパワーノズルには、強力な回転式ブラシが付いています。けがをしないため
に、掃除機がコンセントに接続されている間は、パワーノズルを洋服、アクセサリ
ー、または皮膚に触れたり近づけたりしないでください。パワーノズルは、回転ブラ
シに触れるけがを防いだりまたは物体に対する損傷を防いだりはしません。

14 警告：このホースには電線が入っています。感電を防ぐため、水に浸したり、損傷し
たホースを使用または修理しないで下さい。クリーニングによって湿らせたカーペッ
トのみに使用して下さい。

15 重要：電気ホースには電気コードが付いていますので、定期的に点検してください。
電気コードが痛んでいたり、切れていたり、穴があいていたりする場合は使用しない
でください。先のとがったものを吸わせないでください。水を吸わせないでくださ
い。掃除をするために水の中に浸さないでください。電気ホースやパワーノズルを掃
除機に接続または切り離す際には、必ず電源を切ってください。

安全上の注意事項
掃除機をご使用になる前
に、必ず取扱説明書をす
べてお読みください。お
買い上げの掃除機は、説
明書に記載される使用目
的にのみご使用くださ
い。Rexairの推奨しない
アタッチメントのご使用
は、危険を引き起こす原
因となることがあり
ます。

必ず、この大切な
安全上の注意事項
に従ってくださ
い。

この取扱説明書は
大切に保管してく
ださい

家庭用使用のみ
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1 メモ：修理の際は、必ず掃除機のプラグをコンセント
から抜いてください。パワーノズルを裏返して、ねじ
回しまたは小銭を使って留め具を左に回します。つま
みをしっかりと持って底板をはずします。

2 ブラシの回転軸のそばにあるベルトカバーの下に指を
差し込みます。ベルトカバーを持ち上げて掛け金をは
ずし、パイプのほうにめくります。

3 ブラシの回転軸を取り外すには、ブラシの回転軸の一
番端をつかんで、ノズル内にあるくぼみからブラシの
回転軸を取り出します。ブラシの回転軸またはモータ
ー軸から傷んだベルトを取り外します。

4 ブラシの回転軸の中央にある滑車の周りに新しいベル
トを巻きつけます。ブラシの回転軸を取り付けて、表
示器の溝が予備ベルトのポケットに最も近くなるよう
にし、ベルトがモーター軸の近くのブラシの回転軸か
らぶら下がっているようにします。モーター軸の周り
にベルトを取り付けます。

5 モーター軸の周りにベルトを巻きつけ、滑車をブラシ
の回転軸の中央にして、パワーノズルの外側よりの端
にあるレール上のブラシの回転軸の端に取り付けま
す。両手を使って、ブラシの回転軸の端がそのくぼみ
に完全に落ち着くまで、レール上のブラシの回転軸を
パワーノズルの正面に向けてスライドします。ベルト
がブラシの回転軸の滑車の中心にくるまで、ブラシロ
ールを指で回転させます。

6 ベルトカバーをパワーノズルの正面に向けて回転して
から、押し下げて所定の位置にはめ込んでください。

7 パワーノズルに底板をかぶせ、底板の端をはめ込み、
留め具のカチッという音がするまで右に回します。

傷んだベルトを交換
する

メモ：修理の際は、必ず
掃除機のプラグをコンセ
ントから抜いてくださ
い。

メモ：新しいパワーノズ
ルのベルトについては、
お近くの販売店へお問い
合わせください。新しい
ベルトを底板の奥にある
予備ベルト用のくぼみに
保管してください。
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ハードスプレーの
使用
パワーノズルやレインボ
ーメイトは乾燥したもの
の吸い取りのみに使用し
て下さい。感電を防ぐた
め、パワーノズルやレイ
ンボーメイトは水やその
他の液体の吸い取りには
決して使用しないで下
さい。

1 スイッチ作動装
2 電気  コード
3 ストレートパイプ
4 コードガイド
5 パイプ差込口
6 電気ホース

3

組み立て

1 ストレートパイプをモーターの付いたパワーヘッド本体のパイプ差込口へ押し
入れます。

2 ストレートパイプの長いコードのコードガイドに、電気コードを親指で押して
挿入します。

3 ストレートパイプの下部の部分のコードに少し緩みを持たせ、ハンドルを上に
あげたり下げたりできるようにします。
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1 パワーノズルの操作のしかた：
 パワーノズルを持って、スイッチ作動装置を強く

押し、パワーノズルから滑らかな動作でゆっくり
と前後に動かします。あとはパワーノズルと掃除
機にお任せください。
パワーノズルを適切な高さに調節する

 ほとんどどのようなカーペットの掃除にも適応で
きるよう、パワーノズルには３段階の高さ調節が
ついています。高さ調節は、パワーノズルの上部
横についているサムホイールを回して、

 お好みの高さに調節できます。

低：ほとんどのカーペットや敷物
 中：パワーノズルが引き込むようなやや毛足の長いカーペット
 高：非常に毛足の長いカーペットおよび特別な用途

2 パワーノズルのパイプを直立の位置に固定するには :
パワーノズルのパイプを直立の位置に固定するには、パ
ワーノズルの上に左足を載せます。パワーノズルのスト
レートパイプをつかんで、固定つまみに完全にはめ込ま
れるまでパイプを前後に押します。パワーノズルのパイ
プを外すには、同様の手順を逆に行います。
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1

3

6

2

1 パワーノズルのタイプと電気ホースのハンドルを接続する：
電気ホースの掃除機ハンドルの短い金属パイプを、パワーノ
ズルの長い金属パイプに差し込みます。短いパイプのボタン
ロックを、パワーノズルのパイプのガイドと並ぶようにしま
す。ボタンをガイドにスライドさせてロックします。ボタン
ロックがはめ込まれると、接続がきちんとできたことになり
ます。

2 電気の接続をする：しっかりとホースをつかんで、（掃除
機のハンドルスイッチにある作動装置を押さないでくださ
い）、パワーノズルの電気コードをハンドルの下側にある電
源受け口にはめ込み ます。

3 電気ホースをモーターに接続する：電気ホースをモーターの
正面、空気の吸い込み口に取り付けます。締め付けリングの
ある端を空気の吸い込み口にはめ込み、電源受け入れ口のド
アをホースの締め付けリング上部で持ち上げて開き、両方の
ラッチがしっかりとはめ込まれるまで締め付けリングを押し
込みます。これで本体への電源の接続は完了です。

修理に関する情報：よく注意して、お読みください。

お買い上げの新しい掃除機の性能は、ご家庭でのお手入れによって大きく違ってきます。取扱
説明書では、ご家庭でできる簡単なお手入れの方法を説明しています。これから長い間満足し
てお使い頂くために、この説明をよく読んで、また将来の参考のために大切に保管してくださ
い。

•  掃除機に固いものや先のとがったものを吸わせないでください。針、ヘアピン、画鋲、クレ
ヨン、および鉛筆の使い残りなどは、ブラシの回転軸を損傷したり、ベルトを傷つけたりす
ることがあります。

• モーターにオイルを注さないでください。このモーターは潤滑式で密封されています。
• パワーノズルはカーペットや大きな敷物だけに使用してください。
• 裸床やフロアリング（板の間）には使用しないでください。
• 乾いた表面にのみ使用してください。屋外や濡れた表面には使用しないでください。

4 パワーノズルの電源を入れる：電気接続が完了すると、モー
ターのマスタースイッチを使って、モーターとパワーノズル
の両方の電源を入れることができますが、パワーノズルのブ
ラシロールを作動することはできません。パワーノズルを操
作するには、掃除機のハンドルにあるスイッチ作動装置をい
れる必要があります。モーターから電気ホースを取り外すに
は、締め付けリングの横にある留め金を強く押して、ホース
を空気の吸い込み口から引き出します。

5 電源をコンセントに差し込んだ後、掃除機のパワーノズルを
使用するために、掃除機のオン／オフスイッチを“高速（＞
＞）”にセットします。電気ホースについているスイッチは、
パワーノズル用です。モーターから電気ホースを取り外すに
は、締め付けリングの横にある留め金を強く押して、ホースを
空気の吸い込み口から引き出します。

電気ホース

警告：このホース
には電線が入って
います。感電を防
ぐため、水に浸し
たり、損傷したホ
ースを使用または
修理しないで下さ
い。クリーニング
によって湿らせた
カーペットのみに
使用して下さい。
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