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この度は、弊社商品をお買い上げ頂き
ありがとうございます。

正しくご使用頂くために必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。
尚、お読み頂いた後も、いつでもご覧になれるように大切に保管して下さい。

＊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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ステーションクリーナー
ANG-SC-A11
AC100V 50/60Hz
100W
400W
約1.2L
約W200×D200×H300mm(本体)
約2kg
プッシュ式 「入」-「切」
約1.5m
専用紙パック×1、取扱説明書（保証書付き）
中国

取扱説明書
保証書付き

ANG-SC-A11



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
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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

専用紙パック

※本体にセットされています。

各部の名称  (つづき)
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安全上の注意

警告

禁止

国内電源専用
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。

湿気のある場所で保管しない。
サビ・ショート・故障などの原因になります。

本体の排気口付近に触れない。
ケガ・やけどの原因になります。
※特にお子様にはご注意下さい。

吸込口や排気口に指や金属類の
異物を入れない。
故障や手などのケガをする恐れがあり
ます。

コードの付根に無理な力を加え
ない。
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。

定格15A・交流100Vのコンセント
を単独で使う。
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。

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。
感電・ショートの原因になります。

絶対に水洗いしない。
感電・ショート・故障などの原因にな
ります。

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。
爆発・火災の原因になります。

吸気フィルターや紙パックを外
した状態で使用しない。
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。

室外では使用しない。
このステーションクリーナーは室内専用
です。

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。
感電・ショート・発火の原因になります。

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
感電・ケガ・火災の原因になります。

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。
感電・ケガ・火災の原因になります。

商品の組み立てや取り外し、お
手入れの際は、電源プラグをコ
ンセントに差し込まない。
感電・ケガ・火災の原因になります。

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。
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。

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。
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。指示

禁止

濡れた手で、電源プラグを抜き
差ししない。
感電・ケガの原因になります。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。
感電・ケガ・火災の原因になります。

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。
ホコリがたまり、破裂・発火の原因に
なります。

●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。

使用時以外は、必ず電源プラグ
をコンセントから抜く。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原
因になります。

分解・改造・修理はしない。
感電・ケガ・火災の原因になります。
修理などのご質問はP１1のナビダイヤ
ルへおかけ下さい。
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ご使用頂く上でのお願い

警告

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。禁止

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）
吸引力の低下や故障・発火などの原因になります。

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

「ステーションクリーナー用純正紙パック（ANG-SC-KP）をご使用下さい。」

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。
モーターの故障・発火などの原因にな
ります。

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。
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。

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。
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。

吸込口及び排気口をふさいで使
用しない。
故障・発火・過熱による本体の変形の
原因になります。

禁止

濡れている吸気フィルターを使用
しない。
感電・故障の原因になります。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。
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。

壁や家具などの近くに設置しない。
排気によって汚れる可能性があり
ます。

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。
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。

フロアモップを吸込口に長時間
当てない。
加熱による本体の変形・発火・故障の
原因になります。

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）。
変色・変形・感電・故障の原因になり
ます。

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
変色・変形・感電・故障の原因になり
ます。

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



●ステーション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。
●また、本製品は別売の専用モップを推奨しております。

2. モップで掃いてゴミを集める

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

※モップとモップパッドは本体とは別売りになります。ご注意下さい。

※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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モップのモップパッドが吸込口に入るようにして下さい。
吸込口でモップを前後に動かすと、モップパッドについた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

吸込口

モップ

モップパッド

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. 吸込口にモップのモップパッドを当て、モップを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

ご使用方法 (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。

紙パックの口

ロックレバー

紙パック

ダストケースカバー

1.紙パックを取り出す

② ロックレバーを矢印の方向に押し、
      ロックを解除する

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

③ 紙パックを取り出す

７

オ
ー
プン

紙パック交換方法



※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。
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セット

溝

2.紙パックを取り付ける

① 紙パックを斜めから差し込む

③ ダストケースカバーを閉める

② 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)



コイン

吸込口

突起を穴に合わせて
カバーを取り付けます。

お手入れ方法

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）

吸込口カバー

吸込口に詰まったゴミを取り除く
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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

※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。
※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、ご使用ください。



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。

吸気フィルターのホコリを取り除く

スライド

スライド
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① 吸気フィルターをスライドして取り外す

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

※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。
※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。

お手入れ方法 (つづき)



注意

×
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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

消耗部品名

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

【補修用性能部品について】

●当社は補修用性能部品を製品の製造打切後６年保有しています。
●補修用性能部品とは、その製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事があります。
◆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。）
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ご相談窓口・修理窓口のご案内

お取扱い・修理に関してはお買い上げの販売店へご相談下さい。

※お買上げの販売店にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は各窓口へお問い合わせ下さい。

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけ下さい。
●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2018年10月時点）

ご相談窓口　～商品に関するお問い合わせ～

■エディオンお客様相談センター

営業日：月曜日～金曜日(土日祝・年末年始除く)
受付時間：9:30～18:30

0570-0７-０５５７
〒530-0005  
大阪府大阪市北区中之島二丁目 3番 33 号　大阪三井物産ビル

（有料）

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけ下さい。
●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2018年10月時点）

修理窓口　～修理に関するお問い合わせ～

■エディオンサービスセンター

営業日：月曜日～日曜日(年中無休)
受付時間：9:00～20:00

0570-06-０119

※年末年始に関しては受付時間が変更される場合がございます。

（有料）

ご提供いただいたお客様の個人情報は、ご意見・ご質問への回答および弊社のお客様サービス向上のため
に利用させて頂きます。
ご質問の内容によりましては適切な回答のためにエディオングループ各社ならびに関係会社に情報を提供
する場合がございます。
ご提供頂いたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取り扱いいたします。
※エディオングループ個人情報保護方針   http://www.edion.co.jp/privacy/




