Wet Dust Can’t Fly ®

（濡れたホコリは飛べない）

という原則に基づき
RAINBOW ® は

The Power of Water ®

(水の力)
を使って室内の汚れや空中の粉塵
を効果的に除去します。

カスタマーサービス番号
Rexair社のカスタマサービスプログラムの一環として、品質管理テストに合格し
た全てのRainbowおよびパワーノズルには、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目的があります。:
 お客様の所有者ID
 ご購入販売店の保証書ID

 品質管理合格の保証
 工場出荷時の状態の保障

後日のために、下記の空欄にシリアル番号を記入しておいてください。この番
号がついていない純正新品のRainbowおよびパワーノズル製品の販売は禁止して
おります。この番号が付いていない場合、Rexair社はその製品の製造元、年代、
または状態に関して一切責任を負いません。Rainbowまたはパワーノズルにシリ
アル番号が見つからない場合は、Rexairのカスタマーサービスまでご連絡くださ
い。

RAINBOWのシリアル番号

Model: e2 - 73 db(A)

RAINBOWをお買い上げの指定販売店
販売店名

Rainbowのお
手入れ、保
障範囲、交
換用部品お
よび修理に
関する情報
は、Rainbow
を購入された
指定Rainbow
販売店へお問
い合わせくだ
さい。

住所
市町村／都道府県／
郵便番号
電話
Eメール
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この掃除機はAsthma and Allergy
Foundation of America（米国喘息アレ
ルギー協会）によって
asthma & allergy friendly ™

REXAIR® からのメッセージ
このたびはRainbowクリーニング
システムをお買い上げ頂きまこと
にありがとうございます。この新
しいRainbow製品は、75年以上続
く調査・開発そして創造の成果と
して生まれ、現在最も効果的かつ
多用途の家庭用掃除機として、米
国50州全部そして世界75ヶ国以
上で販売されております。

（喘息とアレルギーにやさしい）に認定されています*。

（喘息とアレルギーにやさしい）に認定
されています*。

正しい使い方とお手入れによ
り、Rainbowは室内の生活環境を
大幅に改善し、何年も安心してお
使い頂くことができます。ご使用
にあたっては、この取扱説明書を
ご一読の上、正しい操作方法でご
使用ください。ご質問あるいは問
題等ある場合は、Rainbowをご購
入になった指定販売店へご連絡く
ださい。指定販売店へ連絡がとれ
ないときは、Rexairのカスタマー
サービス部までご遠慮なくお問い
合わせください。

Meets
ASP:03:03
Standard for
Vacuum Cleaners

Rexair社はDirect Selling
Associationのメンバー
として、その倫理規定に
遵守しています。

*Asthma & ALLERGY FRIENDLYおよびASTHMA
& ALLERGY FRIENDLYロゴは、ALLERGY
STANDARDS LIMITED社の認証マークと商標で
す。Asthma and Allergy Foundation of Americaは
AAFAの登録商標です。

50 W. Big Beaver Road, Suite 350
Troy, Michigan 48084
United States of America
(248) 643-7222
custserv@rexairllc.com
rainbowsystem.com
Rainbow®、RainbowMate®、RainMate®、AquaMate®
、Rexair®、The Power of Water®、Wet Dust Can’t
Fly®、Rainbow®クリーニングシステムの構造は、米国ミ
シガン州トロイにあるRexair社の登録商標です。
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大切な安全上の注意事項
!

これらの電気器具をご使用になる前に使用方法をよく読んでご使
用ください。メーカ推薦の付属品のみをご使用ください。

! 警告: 火災、感電、またはケガの危険を少なくするために、電気器具をお使いの
際は基本的な注意事項に必ず従ってください。電気設備や電気器具を使う場合ショー
トする可能性もありますのでご注意ください。

1. お 子 様 の 近 く で 電 気 器 具 を 使 う 場 合 は 、 十 分 な 注 意 を 払 っ て く だ さ
い。Rainbowをおもちゃとして使わせたり、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。Rainbow製品やその付属品は
子供が使用することを意図したものではありません。
2. Rainbowを使用していないときは、プラグをコンセントから抜いてくださ
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抜いてくださ
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
ラグをしっかりつかんで壁のコンセントから抜いてください。コードで掃除
機を引っ張って動かしたり、コードをハンドル代わりに使ったり、コードを
ドアで挟んだり、鋭角や尖った部分のあるものの周りで引っ張ったりしない
でください。コードの上に掃除機を走らせないでください。コードを熱い表
面に近づけないでください。コードやプラグが損傷しているときは掃除機を
使わないでください。
3. コンセントにつないだまま電気器具を放置しないでください。誰もいないと
きや修理する前にはRainbowをコンセントから抜いてください。
4. R a i n b o w 本 体 や 付 属 品 が 破 損 し て い る 場 合 は 使 用 し な い で く だ さ
い。Rainbowが正常に作動しなかったり、落としたり、破損していたり、
外に放置されていたり、水中に落としたりした場合は、検査のために指定
Rainbow販売店もしくはサービスセンターに連絡してください。
5. 本体のお手入れまたはホースの詰まりを取る前には、必ずRainbowのスイッ
チをオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
6. 白熱灯の照明器具のコンセントに接続したり、延長コードを使用したりしな
いでください。ポータブル変圧器や電圧変換機と一緒に使わないでくださ
い。
7. Rainbowまたはその付属品を詰まった配水管の掃除には使用しないでくださ
い。下水に溜まったガスをRainbowに吸引すると、爆発する危険がありま
す。
8. 一方の手で電気器具の金属部、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、冷温または高温の配水管に触れないでください。
人体が地面と器具をつなぐ電気回路となってしまいます。さらに皮膚の表面
が濡れていると、この危険がさらに大きくなります。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。またそれらが塞がれた状態
で使わないでください。ホコリや糸くず、髪の毛など空気の流れの妨げとな
るものは取り除いてください。B) 髪の毛、ゆるい衣服、指など体の各部を、
吸気口や排気口に近付けないでください。C) 階段の掃除には特に注意してご
使用ください。
10. 火または煙の出ている煙草の吸殻、マッチ棒、灰などは吸い込まないでくだ
さい。ガソリンなどの可燃性または爆発の危険性のあるものは吸い込まない
でください。またそうしたものあがある場所では使用しないでください。
11. 出火や爆発の可能性を避けるために、Rainbowやその付属品を可燃性もしく
は爆発性のあるガスや粉塵のあるところで使用しないでください。洗浄液の
中にはそうしたガスを発生させるものがあります。可燃性のある洗浄液を使
った場所は、掃除機で吸引する前に完全に乾燥させ十分に空気を入れ替えて
ください。
12. 本製品には二重に絶縁されています。部品を交換する場合は、必ず同じもの
とお取り替えください。二重絶縁器具の取り扱いに関する説明をお読みくだ
さい。
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13. Rainbowには、ベースンが正しくセットされていないと作動しないようにイ
ンターロックスイッチが付いています。この機能を無視して強制的に使用す
ることは絶対に避けてください。
14. 重要：ホースには電線が入っているので定期的に検査してください。損傷し
たり切れたり穴があいている場合は使わないでください。クリーニングのた
めに水に浸さないでください。ホースやモーター式ノズルの取り付け取り外
しの前には、必ず本体スイッチをオフにしてください。
15. Rainbowのパワーノズルには強力な回転ブラシが付いています。怪我を避け
るために、Rainbowが電気コンセントに接続されている間は、パワーノズル
を衣服、アクセサリー、頭髪、身体の表面にあてたり、近くに寄せたりしな
いようにしてください。パワーノズルは回転ブラシに体や物が触れても怪我
や損傷を防ぐようにはできていません。
16. 感電の危険を避けるために、本製品にはポラライズプラグ（コンセントの差
込み部分が、一方が片方より幅が広くなっている）が使用されています。こ
のプラグはポラライズ用のコンセントだけでご使用可能です。コンセントに
入らない場合は、逆にして差し込んでみてください。それでも入らない場合
は、電気配線業者に頼んで適切なコンセントに変えてください。決して電源
プラグは交換しないでください。
17. タイプY電源コードの取り替えは必ず指定Rainbow販売店で行ってくださ
い。コードが破損している場合は、Rainbow本体のスイッチを切り、電源プ
ラグを抜いてください。
18. コードもしくはプラグが損傷しているファンを作動させないでください。フ
ァンを破棄するか、検査あるいは修理のために指定のサービスセンターへ返
却してください。
19. コードをカーペットの下に這わせたり、コード上に敷物をかけたりしないで
ください。コードを家具や電気器具の下に取り回さないでください。つまづ
いて転んだりすることがないよう、コードは歩行する場所から外れたところ
に這わせてください。
! 警告：ホースには電線が入っています。感電を防ぐため、液体に浸したり、損傷し
たホースを使用しないでください。
!
警告：感電の危険があるため、電気製品は必ず説明書の指示に従ってお使いく
ださい。いかなる電気製品についても、承認されていない使用方法はありません。電気
がある限り必ず電気漏洩やショートが発生する可能性があります。ユーザーが地面の
上、地下室、あるいは水の薄い膜が地面につながっている部屋に立っているとき、激し
い感電が発生する可能があります。RAINBOWのご使用にあたっては、必ずこの取扱
説明書に従ってください。
! 注意：RAINBOWのベースンには、
すすや灰など油性化合物およびセラミック、
乾式壁、石膏など水になじまない物質は閉じ込めません。RAINBOWに揮発性あるい
は有毒物質を吸い込ませたり、そうした物質の近辺で使用したりしないでください。

二重絶縁電気器具の修理

二重絶縁電気器具には、アースのかわりに2つの絶縁システムが設けられていま
す。二重絶縁電気器具には、アースを施したり追加することはありません。二重
絶縁電気器具を修理するには、十分な注意とシステムに関する知識が要求される
ので、Rainbowの修理資格を持つ技術者に限り修理を行ってください。二重絶縁
電気器具に使う新しい交換部品は、交換される古い部品とまったく同じものを使
ってください。二重絶縁電気器具には、「二重絶縁」と印が付いています。シン
ボル（四角の中に四角）が付いている場合もあります。クリーニング以外の修理
が必要な場合は、指定Rainbow販売店かサービスセンターまでご連絡ください。

この説明書は大切に
保管してください

この電気器具はご家庭でのみご使用ください。
RAINBOWは必ずこの取扱説明書に従ってご使用くだ
さい。
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rainbow に慣れてみる
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1.
2.
3.
4.
5.

コードラップ
排気口カバー
排気口
吸気口アダプタ
パワーセレクタース
イッチ
6. ハンドル
7. 電力ユニット
8. 吸気口
9. ベースンラッチ
10. アタッチメントキ
ャディ
11. セパレーター固定
ネジ
12. セパレーター

付属品や交換品を購入するには、お買
い求めの指定Rainbow販売店までご連
絡ください。

13. ベースン
14. キャスター
15. キャスター取り付け
ラッチ
16. 空気清浄カートリ
ッジ
17. すき間ノズルアダ プ
ター＆空気入れ
18. すき間ノズル
19. フロアブラシ
20. プラスチックパック
( 図示せず）
21. クリーニングパイプ
22. ピストル型ホースハ
ンドル
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23. ホースハンドルト
リガー
24. ホースハンドルパ
イプ
25. ホースカフス
26. コーナーノズル
27. ソフトブラシ
28. スモールブラシ
29. 電気ホース
30. パワーノズル

* 写真はオプションのパワ
ーノズルを含む

ワンタッチ操作でコントロール
パワーセレクタースイッチ
Rainbowのモーター速度を制御します。
高速：掃除全般にこの設定を選択します。
オフ： 器具全体を停止します。
低速： 空気を洗浄する時にこの設定を選択します（ペー
ジ13を参照）。

空流制御通気口

ホースのハンドルにある通気口を開いたり閉じたりすることにより、カーテンな
どの柔らかいものに掃除機をかけたり、目の詰まったカーペットにパワーノズル
を押し付けやすくしたりします。掃除しながら、簡単に適切な開き具合に調節で
きます。
空流を減らす： 通気口を開きます。掃除の対象に応じて適
当に開き具合 を調整します 。
フルパワー： 通気口を完全に閉じて最大の掃除パワーを発
揮します。

トリガーロックスイッチ
パワーノズル、RainbowMate、RainJet、AquaMateを使う際に、ホースのハン
ドルに付いているトリガーロックスイッチを使って電気ホースの機能を制御し
ます。
前側の位置： トリガーをオフにロックします。
中間の位置：（ 推奨位置）握りしめてトリガーを起動、ま
たは放してオフ。
後側の位置： トリガーをオンにロックします。

アタッチメントキャディ
部屋から部屋へと掃除するときに、いちばん頻繁に使うツ
ールをアタッチメントキャディに収納して簡単に持ち運ぶ
ことができます。キャディはRainbow本体の前の部分に差
し込むようにして左右どちら側にでも装着できます。各ア
タッチメントをキャディに付いているポストに差し込んで
ください。キャディはパイプに取り付けることもできま
す。
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クィックスタートガイド
ごく簡単な手順で、Rainbowを組み立てて掃除を始める準備が完了します。

1. ベースンに水を入れる…

水道の冷たい水をベースンの中央にあるポインタが隠れる程度まで注ぎま
す。水の入れすぎ少なすぎは、いずれも掃除機の効果が悪くなります。水の
動きが目に見えて悪くなったら水を交換します。

2. Rainbowをベースンに取り付ける…

ベースンの上部にRainbowを合わせて取り付けます。Rainbowの両側に
付いている2個のベースン用ラッチをベースンの枠に合わせてはめ込みま
す。Rainbowをベースンから外すには、2個のラッチを外してRainbowを持
ち上げます。正しくベースンがセットされていないとRainbowは作動しませ
ん。

3. Rainbowをキャスターに取り付ける…

Rainbowとベースンをキャスターの上に置き、Rainbowの飛び出している部
分とキャスターの飛び出している部分を写真のように合わせます。Rainbow
が正しくセットされるとキャスター取り付けラッチがRainbowにロックされ
ます。取り外すにはラッチを押します。

4. ホースを差し込む…

電源ユニットの吸引口にホースが「カチッ」と音がしてロックするまでホー
スを差し込みます。外すには、両側のラッチを押しならが電源ユニットから
ホースを取り外します。

5. パイプをつなぐ…

パイプのオス側を、もう1つのパイプのメス側に「カチッ」と音がしてパイ
プのボタンがロックするまで差し込みます。外すにはボタンを押してパイプ
を引っぱり出します。

6. ホースハンドルパイプをつなぐ…

ホースハンドルパイプを、先につないだパイプの一番上のメス側に「カチ
ッ」と音がしてパイプのボタンがロックするまで差し込みます。外すにはボ
タンを押してパイプを引っぱり出します。

7. 付属品を選択する…

これから行う掃除の種類によって（ページ11の表参照）必要なアタッチメ
ントをパイプの先端あるいはピストル型ホースハンドルパイプに差し込み、
パイプのボタンにロックします。アタッチメントを外すにはボタンを押して
パイプから引っぱり出します。

8. Rainbowのプラグをつないでオンにする…

電源コードを壁のコンセントに差し込み、最高の性能でご使用いただくため
に高速にスイッチを設定します。
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正しい使い方と手入れ
いくつかの基本的なメンテナンスを行うことで、Rainbowクリーニングシステム
を何年もトラブルなしでご利用いただけます。これらのメンテナンスを全部また
は一部怠りますと、掃除の効率が落ちたり不要な修理費用がかってしまうことが
あります。

水が汚れたら取り替える…

1度入れた水をいつまでも使いすぎないでください。水をと
きどきチェックしながら掃除を行い、糸くずやホコリで水
がドロ状になったら、ベースンを洗い、きれいな水と取り
替えます。水はベースン中央の柱の一番上まで入れます。
ただし絶対それ以上の高さまで入れすぎないようにしてく
ださい。

使用後は水を捨ててベースンを洗浄す
る…

掃除が終わったらすぐにベースンを取り外し、吸気口から
汚れた水を注ぎ出します。水を出したあとに底に残ったゴ
ミの残渣を取り除き、ベースンを石鹸水で洗浄して水で濯
いだあと完全に乾かします。ベースンの上にRainbowを置
いた状態で保管しないでください。
! 注意：掃除が終わったら、必ずベースンを外して水
を空け、洗浄してください。これによって臭い、ばい菌、
細菌、水垢の発生を予防することができます。必ず手で洗
浄し、ディッシュウォッシャーは使わないでください。

セパレータを洗浄する…

最高の性能で使用するために、セパレータは頻繁に取り外
して洗浄してください。セパレータの固定ネジを緩めるに
は必要に応じて付属のRainbowセパレータブラシ／レンチ
を使います。セパレータの内側と外側を石鹸水とブラシを
使って洗います。セパレータの下のフランジも洗って乾か
します。洗浄が終わったらすぐに乾かして元に取り付けま
す。道具は使わないで手だけでネジを締め付けます。無理
にねじ込まないでください。
! 警告： セパレータの洗浄が終わったらすぐ元どおり
取り付てください（道具は使わず手だけで締め付けます）
。セパレータが付いていない状態でRainbowを使用しない
でください。

ホース内の障害物を取り除く…

ホースを使っているときに空気の流れが悪くなっている
のに気づいたら、ホースが詰まっている可能性がありま
す。その場合、Rainbowの後側の排気口カバーを外し、
ホースの繋ぎ口を排気口に差し込みます。ラッチが両方
ともロックされていることを確認します。ホースハンド
ルパイプを吸気口に差し込み、Rainbowをオンにしてホ
ースを揺り動かします。ホース内に引っかかっていたゴ
ミがベースンに落ち込みます。
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室内掃除の完全なソリューション
Rainbowの各種付属ツールを使えば、まさに家庭内の全てのものを多様な手段で
強力に掃除します。

アタッチメント

家具

クッシ
むき出 カーペッ
ョンの
しのフ ト敷きの
隙間 窓おおい 階段 ロア フロア

ソフトブラシ





スモールブラシ





コーナーノズル












Power Nozzle*








RainJet*



スキージ*




Rexafoamer*
空気入れ/制約
スペースクリー
ナー

手が届きにく
いスペース



フロアー＆壁ブ
ラシ

RainbowMate*

壁





* オプションの付属品として入手可能。詳細は指定Rainbow販売店へご連絡ください。

注意： 布地を掃除する前にアタッチメントを必ず掃除してください。デリ
ケートな表面の磨耗を防ぐために、ソフトブラシの毛を常にきれいにしておき
ます。
!

! 注意： アタッチメントを薄型テレビやコンピュータモニターの掃除には使
わないでください。

アタッチメントをクリーニングする…

フロアー＆壁ブラシ、ソフトブラシ、スモールブラシ
は、Rainbowの動作中にホースの空いた口を使って空気で
はたきながらクリーニングできます。あるいは、アタッ
チメントをはずして温い石鹸水で洗い、乾かしてから元
に取り付けます。ブラシの毛が磨耗したり傷んだときは
指定Rainbow販売店より交換品をお取り寄せください。

吸気口アダプタを使う…

Rainbowの吸気口アダプタは吸気口から空気を吸い込む音
を小さくします。Rainbowをブロワーあるいは空気入れポ
ンプとして使うときにお勧めします。ブロワーあるいは
空気入れポンプとして使う前にアダプタを吸気口にはめ
込みます。
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室内掃除の完全なソリューション

フロアの掃除には…

フロアー＆壁ブラシを使います. 美しいハードウッドフロ
アーやリノリウムタイルには、フロアー＆壁ブラシが表面
のゴミや汚れを取り除くための抜群の働きをします。常に
フロアー＆壁ブラシを使ってきれいにしておくことで、床
の上の固いゴミで床に傷がつくのを防ぎます。空流制御通
気口をフルパワーにセットします。

カーペット敷きのフロアーの掃除には…

パワーノズルPower Nozzle.™* Rainbowパワーノズルは、カーペ
ットや大きなラグの奥深くから汚れを取り除きます。強力
な回転ブラシが綿ホコリや糸くず、髪の毛、ホコリを抜き
出しカーペットをソフトで清潔に保ちます。ブラシの端に
付いているクリーナーが、カーペットの隅や壁の幅木や家
具に沿った部分に付いている汚れを取り除きます。空流制
御通気口をフルパワーにセットします。

ホコリをはらうには…

ソフトブラシを使います. Rainbowはホコリをベースンの
水に落とし、水で洗浄した空気だけを部屋へ戻すので、ホ
コリ掃いはあまり必要なくなります。しかし室内を徹底的
に清潔にしておくために、窓辺、額縁、すだれ、ランプの
笠、照明器具、室内植物、帽子、洋服、ついたて、カーテ
ンなどの見落としがちな箇所のホコリはらいを忘れないで
ください。ランプの笠などの壊れやすいもののホコリをは
らうときは空流制御通気口を開いて吸引力を弱めます。デ
リケートなものの場合はさらに空流を弱めます。ヒント：
天井ファンの掃除や天井のクモの巣をはらうために 、オプ
ションの延長ホース*の先端にソフトブラシを取り付けて
お使いください。

壁の掃除には…

フロアブラシを使います。壁紙、パネル、塗装など 壁の
種類に関係なく定期的にホコリや汚れを掃除することによ
り、清潔さを保つことができます。天井から床方向へゆっ
くりと下向きにブラシを移動させます。最高の効果をあげ
るには、ブラシの上側のエッジだけを壁にあてます。下側
のエッジと壁の間に僅かな隙間をおくことで、ブラシの毛
が触れる前にホコリが除去され汚れの跡が壁に残るのを防
ぐことができます。空流制御通気口をフルパワーにセット
します。

狭い場所を掃除するには…

コーナーノズルやすき間ノズルを使います。フロアの隅、ソ
ファの奥深くなど、狭いスペースやきつく締まった場所を掃
除するにはすき間ノズルを使います。空流制御通気口をフル
パワーにセットします。

カーペット張りの階段を掃除するには…

スモールブラシを使います カーペット張りの階段を掃除す
るには、Rainbowをキャスターから外し掃除している段の一
段上にしっかり安定して置けるようにします。ハンドルをつ
かみRainbowを一段ずつ移動しながら掃除します。階段の蹴
込み面を掃除するときは、スモールブラシを90度回転させま
す。空流制御通気口をフルパワーにセットします。
* オプションの付属品として入手可能。詳細は指定
Rainbow販売店へご連絡ください。
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室内掃除の完全なソリューション
水洗いされたフレッシュな空気…

Rainbowはフロアーや家具ばかりではなく空気も掃除しま
す！ベースンに水を入れたRainbowを部屋の中央に置き、
約1時間低速モードでモーターを回転させます。Rainbow
は強い臭気、空中に散ったホコリや細粒を吸い込んでベー
スンの水の中に落とします。

臭気をとりのぞくには…

Rainbowエアーフレッシュナーを使います.* Rainbowを使う
前に1カップのRainbowエアーフレッシュナーをベースンの
水に加えます。掃除している間にRainbowは室内すみずみ
まで空気を循環しながらリフレッシュし、不快な臭いを緩
和します。

空気に芳香をつけるには…

Rainbowフラグランス*を使います* Rainbowフラグランス
を数滴ベースンの水に落とします。Rainbowを部屋の中央
に置き、低速モードでモーターを回転させます。瞬く間に
よい香りが室内に広がります。

家具の布地を掃除するには…

スモールブラシを使います 深く入り込んだ汚れは、布地
の寿命や活力を低下させます。スモールブラシは、布張り
の家具から効果的に汚れを取り除きます。Rainbow独自の
ジェットブラシを取り付ければ、表面のホコリやペットの
毛が魔法のように消えます。ソファ、椅子、マットレス、
クッション、ブランケット、箪笥の引き出し、カーテンな
どの掃除にスモールブラシを使います。スモールブラシだ
け、あるいはジェットブラシと組み合わせてお使いくださ
い。ヒント：スモールブラシは、ウール、毛皮、デリケー
トな布地でできた洋服やコート類の汚れを優しく落とすの
にも最適です。

通気孔を掃除するには…

ソフトブラシを使います 床や天井の通気孔にたまったホコ
リは、室内に再循環されてしまいます。ソフトブラシの毛
は通気孔のスロットに入り込んで頑固にたまったホコリや
ゴミを取り除きます。空流制御通気口をフルパワーにセッ
トします。

クッションや枕をフワフワにするには…

クッション バッグをご利用ください。この便利なビニール
バッグを使うと、淀んだほこりだらけの空気がクッション
や枕から吸い出されます。大きなクッションでもすっぽり
入る大きさです。まずクッションをバッグに入れてくださ
い。ホースの握り部分の軸先端に家具用ヘッドを取り付け
て Rainbow のスイッチを入れると、淀んだほこりだらけの
空気が吸引されます。軸にバッグをつないだまま、ホース
を Rainbow の前面から外し、Rainbow の排気口につなげ
ます。クッションは、清潔な、水で浄化された空気で「フ
ワフワ」になります。
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室内掃除の完全なソリューション

寝具を清潔にするには…

レインボーパワーノズルを使用します。マットレス、ボックスス
プリング、ベッドフレーム、枕、簡易寝台、および寝袋は、レイ
ンボークリーニングシステムにより完全に清潔になります。レイ
ンボーパワーノズルを使用して、髪の毛、皮膚の角質、イエダ
ニ、パンくず、およびその他の粒子を寝具から引き放し、除去し
ます。注意：レインボーパワーノズルをファインリネンや柔らか
い寝具に使用すると、傷が付く恐れがあります。

空気を入れるには…

空気入れツールを使います エアマットレスやビーチボー
ル、空気入れを必要とする子供の玩具などのための空気
入れポンプとしてRainbowを使うことができます。
! 警告：空気入れのピンが正しくロックされているこ
とを確認してください。ロックされていないと、空気入
れツール本体から空気が強い勢いで吹き出ます。

手順：
1. Rainbowの後側の排気口カバーを外します。
2. Rainbowホースを排気口にはめ込みます。
3. 空気入れツールをホースハンドルパイプの先端に取り
付けます。
4. 空流制御通気口をフルパワーにセットします。
5. 空気入れツールをホースハンドルに取り付けます。
6. 接続キャップを膨らませる対象物の空気注入口に慎重
に挿入します。
7. Rainbowのスイッチを高速に入れます。
空気入れモード
掃除機モード
接続用キャップ

狭い場所を掃除するには…

すき間ノズルを使います。非常に届きにくい場所を
隅々まできれいにするにはすき間ノズルを使います。
ヒント：すき間ノズルは車のインテリアを隅々まで掃除
するのに抜群の効果があります。

冷蔵庫の下を掃除するには…

すき間ノズルを使います。室内の掃除で一番見落とし
がちなのが冷蔵庫の下です。冷蔵庫の冷却コイルはホコ
リやゴミくずが付きやすく、それらがコイルに蓄積する
と冷蔵効率やエネルギー効率が低下します。すき間ノズ
ルを空気入れモードでエアブローすれば冷蔵庫や洗濯
機、乾燥機の下のコイルを簡単に掃除できます。
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rainbow を付属品でパワーアップ
®

これらの製品の詳細は指定Rainbow販売店へご連絡ください。

AquaMateカーペットクリーニング抽
出ユニットを使えば、専門のカーペッ
トクリーニング業者に高い値段を払
わなくてもプロの仕上がりになりま
す。AquaMateは殆どの種類のカーペ
ットに対して効果的に働き、迅速に乾
きます。こぼした飲み物、ペットや靴
が運んだ泥の汚れを素早く取り除きま
す。近所の人たちは専門のカーペット
クリーニング業者に頼んだと思うこと
でしょう。いっそうの効果をあげるに
は、AquaMate専用カーペットクリー
ニング溶液をお使いください。

モップでは今まで到達できなかった能
力を提供します。RainJetの内蔵式大
型液体タンクは大がかりな掃除作業に
力を発揮します。スポンジとブラシの
アタッチメントを入れ替かえながら使
って、タイルやリノリウムのフロアー
の深く入り込んだ汚れやゴミをこすり
落とします。さらにピックアップブレ
ードによってフロアーに一点のシミも
残しません。いっそうの効果をあげる
には、クリーンフロア溶液をお使いく
ださい。

RainbowMateの流線形の軽量なデザ
インによって、階段、椅子のクッショ
ン、車のインテリアなど小さい表面を
手軽に掃除できます。掃除の効果を最
大化するためにモーター駆動のブラシ
を使っています。

フレッシュな空気を深く吸ってくださ
い。RainMateはいちばん実用的でユ
ニークかつ素敵な方法で優しい香りを
含む空気をお届けします。お好みの
RainbowフラグランスまたはRainbow
フレッシュナーをベースンの水に数滴
たらし、素晴らしい戸外の空気を室内
で体験してください。

ジャンボフロアー＆壁ブラシ

延長ホース

幅約36cmのジャンボフロアー＆壁ブ
ラシは大きな面積をカバーするので、
大きな表面を迅速に掃除することがで
きます。

Rainbowのアタッチメントやパワーノ
ズルを使うときに約4,25mの延長ホー
スを付けてさらに遠くまで届くことが
できます。大きな階段や天井の隅々ま
で掃除するのに便利です。

3.76リットル入りベースン

大がかりな掃除のために3.76リットル
入りベースンが用意されています。こ
れを使えば、掃除中に水を取り替えな
いで長時間作業できます。この大型ベ
ースンはRainbowのキャスターにフィ
ットし、Rainbowの掃除容量を2倍に
します。

Rexafoamer

Rexafoamerは、使用中は液体で使用
後には「乾燥した泡」となる液体カー
ペットシャンプーです。専門のカーペ
ットクリーニング業者が掃除をしたよ
うに簡単にカーペットをシャンプーす
ることが出来ます。このRexafoamer
シャンプーを使って素晴らしいクリー
ニングの成果をあげてください。
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rainbow power nozzle
®

™

*

軽量の Rainbow パワーヘッドを使うと、カーペット、大きな絨毯、板やタイル
張りのフロアの奥底にたまった汚れが取り除かれます。強力な回転ブラシが綿ホ
コリや糸くず、髪の毛、汚れを抜き出しカーペットをソフトで清潔に保ちます。
ブラシの端のクリーナーが、カーペットの隅や壁の幅木や家具に沿った部分に付
いている汚れを取り除きます。空流制御通気口をフルパワーにセットします。
2

5

1

4
3

* オプションの付属品として入手可能。詳細は指定Rainbow販売店へご連絡ください。

1. フットリリース
2. 回転アーム
3. アクティブエッジ
ブラシ

4. ブラシロール
5. 底板リリースタブ

パワーノズルベルトやその他の
パワーノズル交換部品について
は、指定Rainbow販売店へご連
絡ください。

アクティブエッジクリーナー…

パワーノズルにはアクティブエッジクリーナーが両側に
ついています。壁の幅木や家具に沿ってパワーノズルを
移動させることにより、アクティブエッジクリーナーが
カーペットの隅に引っかかっている汚れを除去します。

! 警告：感電の危険を避けるために、絶対に水やその他の液体をパワーノズ
ルで吸い込まないでください。

! 注意： パワーノズルでは乾燥したものだけ吸引してください。戸外や濡れ
た表面では使わないでください。

! 注意： パワーノズルで尖ったものや堅いものを吸引しないでください。ピ
ン、ヘアーピン、画鋲、クレヨン、短くなった鉛筆などを吸い込もうとすると、
ブラシロールやベルトを損傷する可能性があります。
! 注意： パワーノズルをRainbowに取り付ける時は必ずRainbowのプラグを
コンセントから抜いた状態で行ってください。
!
!

注意： 修理するときは、かならず電源から本体を切り離してください。
注意： モーターにオイルを差さないでください。モーターは永久的な潤滑

油が施された状態でシールされています。

! 注意： Rainbow Power Nozzleを露出した硬い床面で使用する前に、フロ
ーリングメーカーに問い合わせてください。次にPower Nozzleを目立たない場
所で試して、フローリングが使用により破損しないことを確認します。
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power nozzle の組み立てと操作
™

組み立て
a. パワーノズルを使う前に、ペ
ージ8～9のクィックスタート
ガイドに従ってRainbowを準
備してください。
b. パイプのオス側の先端をパワ
ーノズルの上のパイプ差込口
へ、
「カチッ」と音がしてロッ
クするまで押し入れます。

1

2

3

4

5

6

7

8

操作
a. Rainbowのプラグをコンセン
トに差し込みます。
b. Rainbowの高速スイッチを入
れます。
c. ホースのハンドルの空流制御
通気口をフルパワーにセット
します。
d. 直立位置から外すには、パワ
ーノズルの上に左足を乗せ、
パイプを持って後ろの方へ引
っ張ります。
e. ピストル型ホースハンドルの
トリガーを握り締めてパワー
ノズルを起動します。トリガ
ーをリリースするとパワーノズ
ルが停止します。オプション：
トリガーロックスイッチを使
用します（ページ7参照）。
f. パワーノズルを滑らかな動作
でカーペット上をゆっきりと前
後に動かします。あとはパワー
ノズルとRainbowにお任せく
ださい。
g. パワーノズルを直立の位置に
固定するには、パワーノズル
の上に左足を乗せ、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。
h. パイプからパワーノズルを外
すには、回転アームの上のフッ
トリリースに足を乗せます。

9
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パワー power nozzle ベルトの交換
™

最高の性能を保つには、パワーノズルのベルトを12～18ヶ月ごと、あるいは清
掃能力が落ちていることに気付いたときに交換することをお勧めします。パワー
ノズルには予備ベルトが1個付いてきます。交換は簡単でほんの数分しかかかり
ません。予備ベルトは、底板の下の予備ベルトポケットに入っています。追加の
新しいベルトについては指定Rainbow販売店へお問い合わせください。
!

警告： 修理の際は、必ず

1

2

3

4

5a

5b

6

7

8

9

電源プラグをコンセントから抜
いてください。
1. パワーノズルを裏返して、マ
イナスドライバーまたは小銭
を使って留め具を左に1/4回転
させます。
2. 両方の親指で、ロックが外れ
るように持ち上げながら、底
板の両側のつまみをしっかり
と持って外側へ押し出しま
す。
3. 次にキャスターの近くにある
2つの穴に人差し指を入れま
す。横のつまみの外側を押す
ようにしながら、中央側に押
し上げて底板を外します。
4. ブラシロールを前側へ回して
外します（エッジクリーニン
グブラシは逆さになっていま
す）。
5. a) 指を使ってモーター軸から
磨耗あるいは傷んだベルトを
スライドします。b) ブラシロ
ールを持ち上げベルトを外し
ます。
6. 新しいベルトをブラシロール
アセンブリの端に取り付けま
す。新しいベルトを滑車の周
りに巻きつけます。
7. a) ブラシロールを逆さにしエ
ッジクリーニングブラシが両
側のつまみの中央に置かれた
状態にします。ベルトをモー
ター軸の端にスライドさせま
す。b) ブラシロールを、エ
ッジクリーニングブラシが上
向きになるまで前方に回しま
す。ブラシロールを手前に回
しベルトが滑車の中央に来る
ようにします。
8. パワーノズルに底板をかぶ
せ、前側、2個の横のつまみ、
後ろのつまみがカチッと音が
してロックするまで押し込み
ます。
9. マイナスドライバーまたは小
銭を使って留め具を右に1/4
回転させます。組み立て完了
です。
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ユーザートラブルシューティングガイド
お使いの Rainbow® には、特定の異常な状態になると、アクセサリホースへの
電源を切断する機能が装備されています。

インジケー
タライトコ 考えられる原因
ード
連続的に点 ホースハンドルトリ
灯する
ガが 「ロックオン」
位置にある時に、装
置がオンになりまし
た（パワーノズルか
らパルス音が聞こえ
ます）。

対応策
ホースハンドルトリガ
ロックを 3秒間解除し
ます。
通常の使用を再開しま
す。

2 回点滅を パワーノズルブラシ
繰り返す
ロールが詰まってい
ます。

装置をオフにします / 装
置を取り外します。
パワーノズルブラシロー
ルから詰まりを取り除き
ます。
通常の使用を再開しま
す。

電気接続が濡れてい
ます。

装置をオフにします / 装
置を取り外します。
電気接続を乾燥させま
す。
通常の使用を再開しま
す。
対応策で問題を解決でき
ない場合：
認定代理店またはサービ
スセンターまでご連絡く
ださい。

4 回点滅を 電気接続が濡れてい
繰り返す
ます。

装置をオフにします / 装
置を取り外します。
電気接続を乾燥させま
す。
通常の使用を再開しま
す。
対応策で問題を解決でき
ない場合：
認定代理店またはサービ
スセンターまでご連絡く
ださい。

6 回点滅を 電気ホースまたはワ
繰り返す
ンド接続に問題があ
ります。

認定代理店またはサービ
スセンターまでご連絡く
ださい。
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トラブルシューティングガイド
Rainbowの器具は徹底的にテストや検査が行われています。小さい問題が発生し
た場合は、以下のトラブルシューティングガイドを参考に問題の原因を見つけて
解決してください。解決できない場合は、修理のためにRainbow販売店へご連絡
ください。以下にリストされていない問題については、指定Rainbow販売店もし
くはサービスセンターへ修理をご依頼ください。
! 警告：感電やケガを防ぐために、手入れをするときは、必ず電源から本体を
切り離してください。
こんなときは

調べるところ

直し方

Rainbowのモーターが回らな
い。

Rainbowの本体とベースンが正
しくセットされていますか。

べースンのラッチが固定されている
か確認してください。

コンセントがしっかり入ってい
ますか。

電源プラグがしっかりコンセントに
入っていることを確認するか、ま
たは他のコンセントを試してくだ
さい。

吸気口のスクリーンに何かもの
が詰まっていませんか。

ゴミが詰まっている場合は、詰まっ
ているゴミを取り除いてください。

モーター保護用の自動リセット
がオフになっていませんか。

Rainbowの電源を切って30秒後に再
び電源を入れてください。

コード、スイッチ、または本体
にに欠陥がありませんか。

指定Rainbow販売店またはサービスセ
ンターまでご連絡ください。

Rainbowの本体とベースンが正
しくセットされていますか。

Rainbowが正しく置かれ、べースンの
ラッチに固定されているか確認して
ください。

ホース、パイプ、またはパワー
ノズルが詰まっていませんか。

ゴミが詰まっている場合は、詰まっ
ているゴミを取り除いてください。

空気清浄カートリッジの洗浄ま
たは取り替えが必要ではありま
せんか。

空気清浄カートリッジを洗浄する
か、取り替えてください。

Rainbowが低速モードに設定さ
れていませんか。

高速モードに切り替えてください。

セパレーターが詰まっているか
汚れていませんか。

セパレーターを取り外し洗浄してく
ださい（ページ10参照）。

べースン内の水の量が少なくあ
りまんか。

べースンの水の量を所定の位置まで
入れてください。

べースンの水が異常に汚れてい
ませんか。

きれいな水に取り替えてください。

空気清浄カートリッジに穴があ
いていませんか。

指定Rainbow販売店またはサービスセ
ンターまでご連絡ください。

べースンの水に石鹸が混ざって
いませんか。

きれいな水と取り替えてください。

べースンの水の量が多すぎま
せんか。

べースンの水を捨て、水の量を所定
の位置まで入れてください。

べースンの水が汚れているか、
以前掃除した後べースンを洗
浄していないのではありませ
んか。

べースンをきれいに掃除し、エアー
フレッシュナーを水に追加して掃除
してください。

セパレーターが詰まっているか
汚れていませんか。

パレーターを取り外し洗浄してくだ
さい（ページ10参照）。

吸引力が著しく弱い 。

ほこりが吐き出される 。

べースン内に泡がたつ 。

かび臭いにおいがする 。
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こんなときは

調べるところ

直し方

空気清浄カートリッジに湿気が
含まれていませんか。

空気清浄カートリッジを洗浄する
か、取り替えてください。

Rainbowを収納するときに、べ
ースンが外されていなかったの
ではありませんか。

Rainbowをべースンに付けたまま収納
しないでください。

ホース、パイプ、またはパワー
ノズルが詰まっていませんか。

ゴミが詰まっている場合は、詰まっ
ているゴミを取り除いてください。

Rainbowの本体とベースンが正
しくセットされていますか。

Rainbowが正しく置かれ、べースンの
ラッチに固定されているか確認して
ください。

セパレーターが詰まっているか
汚れていませんか。

パレーターを取り外し洗浄してくだ
さい。

べースンに水を入れ過ぎていま
せんか。

べースンの水を捨て、水の量を所定
の位置まで入れてください。

トリガーロックスイッチがオフ
位置ではありませんか。

スイッチを中央の位置へ動かしてト
リガーを押してください。

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。

パイプが接続されていますか。

パイプが正しく接続されていること
を確認してください。

パイプが接続が行われていま
すか。

パイプが正しく置かれていることを
確認してください。

自動リセットモーター保護装置
が妨害していますか。

Rainbowの電源を切って30秒おき、
再び電源を入れてください。

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。

パワーノズルのブラシが停止
し、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、パワーノズルの裏板を
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せ
んか。

指定Rainbow販売店またはサービスセ
ンターでブラシの交換部品を交換し
てください。

空気室が詰まっていませんか。

電源を切って、底板をはずし、空気
室全体をきれいにします。

パイプやホースが詰まっていま
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。

ブラシの毛がカーペットから浮
いていませんか。

ラッチがかかる前に底板が完全に所
定の位置に収まっているか確認して
ください。ブラシの毛が磨耗して短
くなっている場合は交換してくだ
さい。

エッジクリーニングブラシが磨
耗していませんか。

指定Rainbow販売店またはサービスセ
ンターまでご連絡して交換用エッジ
ブラシをお求めください。

掃除機が使用中に熱くなった
り、また何か焦げている臭い
がする

モーターの音が変わったり、
変な音がしたり、振動が異常
にする 。

パワーノズルのモーターが回
らない 。

パワーノズルの吸引力が弱
い。
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rainbow 香り＆クリーニングソリューション
®

これらの製品の詳細は指定Rainbow販売店へご連絡ください。

rainbow フラグランス

デラックスコレクション

Rainbowフラグランスを使って春の庭
の香り、あるいは素晴らしい戸外の空
気を室内へただよわせてください。

4種類の魅力的なスパの香りが揃った
デラックスコレクションで贅沢な気分
をお楽しみください。

ユーカリ
ベリー
オレンジ
レモン
リンゴの花

ティーツリーミント
マンダリンローズ
ウッド

®

バニラ
バイオレット
クチナシ
スパイス

フレッシュエアー

クリーンフロアー

aquamate

この密度の濃い
脱臭剤とエアー
フレッシュナー
は、魚、煙草、
キャベツ、塗料
など家庭内の不
快な臭気を和ら
げます。

Rainbowクリーン
フロアーはリノリ
ウムやタイルのフ
ロアーを徹底的に
きれいにするのに
理想的な溶液で
す。フロアーに塗
り広げて効果をお
楽しみください。

AquaMateと併
せて使うよう特
別に製造された
この溶液は、ク
リーナー、脱臭
剤、保護剤、再
調整剤としての
役目をすべて兼
ね、抜群のクリ
ーニング効果を
お届けします。
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®

オレンジジンジャー
ジュニパーラベン
ダー

rexafoamer
Rexafoamerシャ
ンプーは、ブラ
シで強くこする
ことなくカーペ
ット上について
いる目に見えな
いホコリを取り
去ります。すぐ
に乾燥して、隅
々までキレイに
お掃除すること
がでいます。

制限付き保障

Rexairは指定Rainbow販売店それぞれに対してのみ、Rainbowクリーニングシステムおよび付
属品については4年間、掃除機モーター/電子コントロールについては8年の書面による保障を提
供しています。交換部品はRexairの独自判断にて新品もしくは再生品となります。製品の使用に
よる通常の消耗は、これらの保障の対象とはなりません。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Rainbow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のRainbow製品は、認定Rainbow販売店に販売され、それらの販売店によ
って家庭でのデモンストレーションを通してのみ販売されることを原則としていま
す。それ以外の販売方法を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。
製造業者としてRexair社は、過去75年以上にわたり素晴らしい製品を独立指定販売店を通
して販売してまいりました。弊社はこの業績を非常に誇りに思い、Rainbowユーザの皆様
へのサービスとサポートに全力を注いでおります。
RexairはRainbow掃除機を、ご家庭へ伺っての直接販売に経験を積んだ独立指定販売店へ
のみ販売します。これらの独立指定販売店は、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、Rainbow掃除機の合法的な販売と修理の責任
を持ちます。
Rexairは、指定販売店から直接または間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。従って、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。
Rexairはさらに、指定販売店それぞれがRexair製品を副販売店を通して販売する地域にお
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スを
するよう要求しています。
Rexair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。Rainbow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。販売担当者に連絡がつかないとき、または指定販売店よ
り適切なサービスを受けていないとお感じになった場合は、ご遠慮なくRexairのカスタマ
ーサービス部へご連絡ください。お住まいの地区担当の指定販売店の名前、住所、電話番
号をお知らせ致します。
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