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このたびは、
「ターボ プロ デラックス」
をお買い上げ
いただき、誠にありがとうございます。

◦ 本製品はこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
◦ ご使用の前に必ずP.3～4「安全にお使いいただくために」
をお読みください。
◦ 取扱説明書および保証書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。

はじめに
このたびは、
「ターボ プロ デラックス」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、本製品を安全に効率よくお使いいただくための注意事項や使用方法
を記載しています。ご使用になる前に必ずお読みください。また、取扱説明書および保証書
は大切に保管し、必要なときにご利用ください（保証書は本書裏表紙にあります）。
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安全にお使いいただくために
ご使用になるお客様や他の人が、安全にお使いいただくために重要な内容を記載しています。
ご使用の前に次の内容をよくお読みいただいた上、正しくお使いください。
誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。
〈表示の説明〉
「死亡または重傷などを

危険 負う恐れが大きい」内容

「死亡または重傷などを

警告 負う可能性が想定される」
内容

してはいけない「禁止」内容です。

「人が傷害を負う可能性

注意 および物的損害が
想定される」内容

実行しなければいけない「指示」内容です。

危険
バッテリー（ハンドル本体内）について
●●充電用のコネクターやハンドル本体の端子に針金などの金属を接触させない。
●●高温の場所（火のそばや炎天下の車内等）や火の近くでは、使用・充電・放置はしない。
●●ハンドルを落としたり衝撃を与えない。
●●ハンドルを火の中に入れたり加熱したりしない。
●●浴室や湿度の高い場所や 0℃以下の低温の場所で充電・放置しない。
●●ハンドルは、クギを刺したり、分解や加工をしない。
●●ハンドルは「ターボ プロ」のみに使用し、別の製品や用途に使用しない。
●●ネックレス、ヘアピンなどといっしょに持ち運んだり、保管したりしない。
バッテリーの液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。

バッテリーの充電は、必ず付属の充電アダプターで充電する。
バッテリーの液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。

警告
バッテリー（ハンドル本体内）について
異常に熱いなど、本体に異常がある場合は使
用せず、ヘッドを外して、巻末のカスタマー
サービスセンターに連絡する。

充電アダプター・電源コードについて
指定の電圧以外では使用しない。
故障の原因になります。

発熱して火災の原因になります。

本体のご使用について
高温の場所や火気近くでは使用しない。
変形・破損により事故の原因になります。

お客様自身による分解、改造、修理は絶対に
しない。
火災、ケガなどの原因になります。

使用前に必ず点検をする。

破損、割れ、亀裂、不具合などがある場合は直ちに
使用を中止し、巻末のカスタマーサービスセンター
にご 連 絡ください。そのままご使 用を続けると
感電・火災・ケガの原因になります。

正しく組み立てた状態で使用する。
ケガ・故障の原因になります。

下記のような場合は、直ちにご使用を中止し、
充電アダプターをコンセントから抜き、巻末の●
カスタマーサービスセンターに連絡する。
そのままご使用を続けると、感電、火災、ヤケド、
ケガ、故障の原因になります。
• 異常を感じた場合
• 使用中や充電中にこげくさい臭いや煙が出た場合
• 使用中にコードの一部が熱くなった
• コードに触れたり折り曲げたりすると赤色ランプ
が入ったり切れたりする
• コードの被覆が破損した場合
• 充電アダプターの金属部分が変形したり、著しく
変色した場合
• 部品が破損または紛失した場合
• コードが洗剤や殺虫剤に浸った場合
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安全にお使いいただくために（続き）
注意
充電アダプター・電源コードについて 本体のご使用について
充電アダプターをコンセントから抜くときは、●
電源コードを引っ張って抜かない。

お子様やペット（動物）、監督が必要な人の●
そばでは使用しない。

濡れた手で充電アダプターを抜き差ししない。●

ぶつけたり、重いものを上に載せたり、無理な
力を加えない。また、無理に部品を引っ張る●
など、乱暴に扱わない。

必ず充電アダプターを持って抜き差ししてください。
電源コードや充電アダプターの破損の原因になります。
感電の恐れがあります。

浴槽で充電しない。
充電アダプターは、根元まで確実に差し込む。
不完全な差し込みのままご使用を続けると、感電・
火災の原因になります。

電源コードは、以下の点に注意する。

感電、火災、破損、ヤケドの原因になります。
• 使用中は束ねない
• ドアや家具などで挟まない
• 畳や敷物の下に入れない
• 重いものを載せない
• テーブルやカウンターの端などに引っ掛けない
• 引っ張らない
• 余裕を十分にもたせた状態で使用する
• ねじらない
• もつれさせない
• 傷つけない
• 加工しない
• 無理に曲げない
• 鋭利なものに近づけない
• 熱器具や火気など熱いものに近づけない
• ぬらさない
• 水などの液体に浸けない
• 本体に巻き付けない
• 人や運搬車などが激しく行き来する場所で使用
しない

充電アダプターは、定期的に乾いた布でホコ
リを拭き取る。

そのままご使用を続けると、火災の原因になります。

使用しないときは充電アダプターをコンセン
トから抜いて保管する。
故障、思わぬ事故やケガの原因になります。

破損し、感電・火災・事故の原因となります。

取扱説明書で指示されている部品、当社が販
売している付属品・別売品以外は使用しない。
故障やケガの原因になります。

家庭用なので、業務用として使用しない。

故障の原因になります。保障の対象になりません。

本体に多量の水や強い水しぶきをかけたり、
水中で使用しない。
故障の原因になります。

アタッチメントを強く押しつけすぎない。
洗浄面を傷付けたり故障の原因になります。

アタッチメントは専用のものを使用する。

市販品を使用すると動作不良の原因となります。

お子様や監督が必要な人には使用させない。
思わぬ事故やケガの原因になります。

部品の取り付け、取り外し、お手入れは、電源
をOFFにして行う。
ケガ・故障の原因になります。

本製品は清潔に保つ。

汚れは故障の原因になります。

お子様やペット（動物）の手の届かないところ
に保管する。
思わぬ事故やケガの原因になります。

アタッチメントが回転している時は、アタッチ
メントに触れたり髪の毛などが巻き込まれな
いように注意する。
ケガや故障の原因になります。

お手入れ・保管について
本製品は、次のような場所には設置・保管●
しない。

感電・故障の原因になります。
• 極端に高温、低温になる場所
• 暖房器具などの熱源や火気の近く
• 浴室内など水のかかりやすい、または多湿の場所
• ホコリが多い場所
• 野外、直射日光の当たる場所
• 有害物質の近く
• 滑りやすいものの近く（グリース、油、雪、
未乾燥の塗料など）
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本製品は、平らで乾燥した清潔な場所に保管
する。
保管する際は、アタッチメントを本体から外
す。

ご使用後は、アタッチメントは洗浄して清潔にして
保管してください。

セット内容
本製品の組み立てを始める前に、セット内容が全て揃っているかを確認してください。
万が一、不足の部品がありましたら、裏表紙のショップジャパン カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

●本体
●ヘッド× 1

●ハンドル× 1
切欠部

充電カバー

解除ボタン

（この中に充電用差し込み口
があります。）

ON/OFF
スイッチ
電源を ON/OFF
します。

H/L スイッチ
ブラシ回転数の
速さを切り替え
ます。

●延長ポール× 1

切欠部

解除ボタン

●アタッチメント類
●多目的ブラシ×1

●コーナー用
ブラシ×1

●スポンジヘッド×1
スポンジ

台座

※アタッチメントは消耗品です。
（ご購入はP.8をご確認ください）

●充電アダプター× 1

●メッシュバッグ（青色）×1

●取扱説明書（本書）

コネクター
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ご使用前の準備
本体を充電する

1

ハンドルを用意する。
ハンドルのみで充電します。
ヘッドは外してください。

充電アダプター

2

充電アダプターをコンセントに接続
する。

3

ハンドルに充電アダプターを接続する。
ハンドルの充電カバーを開けて、
充電アダプターのコネクターを接続します。
ポイント

充電中 ：赤色ランプ点滅
充電完了 ：赤色ランプ点灯

充 電 カバー 内 の 赤 色ラン プ が
点滅します。

● ●充電時間は約2時間45分です。
周囲温度、使用条件により異なります。
初回は、充電時間が長くなる場合があり
ます。

4

充電カバー

充電アダプター
コネクター

充電が完了。
充電カバー内の赤色ランプが点灯したら充電完了です。
充電アダプターのコネクターを抜き、充電カバーを閉じます。
ポイント

● ●充電の目安
ブラシの回転が弱くなってきたときは、充電してください。
● ●充電しながらの使用はできません。
● ●充電中はハンドルが熱くなりますが、故障ではありません。
● ●バッテリーは使い切ってからの充電をおすすめします。
メモリー効果により使用時間が短くなる場合があります。

注意
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●●充電は、付属の充電アダプターを必ず使用する。
バッテリーの液もれ、発煙、発火、破損の原因になります。
●●充電が完了したら速やかにハンドルから充電アダプターのコネクターを抜く。
●●使用後は、充電アダプターをコンセントから必ず外す。

組み立てる
●●延長ポールを使用しない場合
ハンドルにヘッドをカチッと音がするまで
奥まで差し込みます。

カチッ
ハンドル
解除ボタン
ヘッド

切欠部

●●延長ポールを使用する場合
ハンドルに、延長ポール、ヘッドの順で接続し
ます。

ハンドルの解除
ボタンとヘッド
の切欠部を合わ
せて差し込みま
す。

カチッ
延長ポール

ハンドル

カチッ
解除ボタン

ヘッド

切欠部

解除ボタンと
切欠部を合わ
せて差し込み
ます。

アタッチメントを選んでセットする
●●アタッチメントの種類

各アタッチメントは以下の用途にお勧めです。

アタッチメントの種類
用途

●多目的ブラシ
●

●コーナー用ブラシ
●

●スポンジヘッド
●
（台座につけて使用します）

浴槽やカラン等、カーブと平面
が混じった場所等まとめてお掃
除するときに便利です。

壁と床の境目やコーナー部など、 汚れにフィットさせやすく安心
ブラシの先端が届きにくい場所 して使えるスポンジタイプ。
のお掃除に使用します。
浴槽のお掃除をするときにオス
スメです。
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多目的ブラシ・コーナー用ブラシをセットする場合
ブラシ側のプッシュボタンをヘッド側の溝に合う
ように、奥まで差し込みます。
取り外す時は 2 つのプッシュボタンを押しながら
取り外してください。
（P.10 参照）
プッシュボタン

スポンジヘッドをセットする場合

1

※イラストは多目的
ブラシです

台座

台座をヘッドに取り付ける。
台座のプッシュボタンをヘッド側の溝に合うよ
うに奥まで差し込みます。
プッシュボタン

2

溝

台座にスポンジを取り付ける。

溝

スポンジ

台座

台座とスポンジの黒い布を合わせます。

注意

スポンジの中心に台座を取り付ける。
端につけると台座が洗浄物にあたり、
キズつく恐れがあります。
ポイント

● ●スポ ンジ を 台 座 から取り外す 場 合 は、 ●
スポ ンジの 黒 い 布 部 分を持ってゆっく
りはがします。

アタッチメント（別売り）をご用意しています。
アタッチメントは消耗品のため、定期的な交換をおすすめしております。ご購入を希望される場合はショップ
ジャパンのインターネットサイトもしくは裏表紙のカスタマーサービスセンターへご連絡ください。

ターボプロ
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検索

お掃除をする
1

洗浄したい場所に水をかける。
必要に応じて洗剤をご使用ください。
汚れの程度に合わせて洗剤をつけおきするとよりキレイに汚れがおちます。
使用できる洗剤の種類について
・中性洗剤
・弱アルカリ性洗剤
・弱酸性洗剤

・クレンザー ※以下の内容を守ってお使いください。
洗浄する材質をキズ付ける可能性がありま
す。クレンザーの取扱説明書もよくお読み
ください。クレンザー使用後は、アタッチ
メントをよく洗ってクレンザーの研磨剤を
おとしてください。

・酸性洗剤
・アルカリ性洗剤

● ●必ず洗浄面の素材に合った洗剤を使用し、洗剤の取扱説明書もお読みください。
重要

● ●洗 浄する材質によってキズが付く可能性があるため、目立たない場所で試してから
ご使 用ください。

2

電源を入れる。
（H/Lスイッチ）を押すことで、回転スピードを切り替え
ることができます。

注意

（ON/OFFスイッチ）
を押してアタッチメントを
回転させ、洗浄したい場所に軽く当てて磨きます。

ご 使 用 時、充 電 カバー
を隙 間 が ないように確
実に閉める。
内部に水が入り、故障の
原因となります。

お願い

●●ON/OFFスイッチを押す際は、端ではなく中心を
押してください。
スイッチの故障の原因になります。

防水について
本製品の防水はJIS C 0920による保護等級IPX4（防まつ形）に準拠しており、水滴のかかる場
所で使用できますが、水中では使用できませんので、ご使用時、以下の点に十分注意すること。
●多量の水や強い水しぶきをかけ
●
たり、水中で使用したりしない。

注意

●ハンドル・
●
アタッチメント・ヘッドを組み立ててい
ない状態では防水性能が維持できないので、絶
対に水をかけない。
ハンドルとヘッド、またはハンドルとヘッドと延長
ポールを組み立てた状態の時に防水性能が
維持できます。
●充電カバーを開閉するときは十分水滴をふき取り、
●
湿気が少ない水のかかる恐れがない場所
に運んでから乾いた手で行う。
●ハンドルとヘッドと延長ポールを組み立てるときは確実に取り付ける。●
●
本体（ハンドル・アタッチメント・ヘッド）を浴室や湿度の高い場所に長時間放置しない。
●使用後は水滴をふき取り、
●
乾燥した風通しの良い場所に保管する。
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3

洗浄する場所にアタッチメントを当てる。
アタッチメントを洗浄面に軽く当て、
ゆっくりアタッチメントを動かして磨きます。

注意

●アタッチメントを強く押しつけて磨かない。
洗浄面にキズが付いたり、アタッチメントが変形したり、モーターに負荷がかかり回転
が遅くなるなど故障の原因になります。
●アタッチメントが回転することで水や洗剤がとびはねることがあるので、注意する。
●スポンジは洗浄面に平行に押し当てて使用する。
斜めに押し当てるとスポンジの端が曲がって台座が洗浄面に当たり、キズが付く原因
となります。
●ブラシは洗浄面に対して45度以
下に傾けない。
ブラシがヘッドから外れる恐れが
あります。
45度

4

電源を切る。
を押して電源を切ります。
お掃除が終わったら （ON/OFFスイッチ）

5

汚れや洗剤を水で洗い流す。

6

アタッチメントを外す。
アタッチメントの取り外す時は
プッシュボタン
2つのプッシュボタンを押しながらゆっくり引き抜きます。
ポイント

●プッシュボタンを必ず 押して取り外して
ください。
無 理に外すと故障の原因となります。
アタッチメントについた汚れや洗剤を水で洗い流
します。
ハンドル、延長ポール、ヘッドは乾いた布で汚れを
拭き取ります。
乾燥した風通しの良い場所に保管してください。
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45度

お手入れ
●アタッチメント
●

アタッチメントはヘッドから外して水で洗い、メッシュバッグに収納して乾燥させてください。汚れがひど
い場合は中性洗剤を使用してください。

●ハンドル、延長ポール、ヘッド
●

お手入れの際は、乾いた布でやさしく汚れをふき取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めたも
のを布に含ませて拭いてください。保管する際は、必ずヘッドとハンドルを外してください。

注意

●●お手入れには下記の溶剤や洗剤を使用しない。
・ベンジン、シンナー ・スプレー洗剤、アルコール入り洗剤、洗濯用洗剤、漂白剤
・研磨剤、腐食剤、潤滑剤
割れや破損により、感電・火災・事故の原因となります。
●●本製品のお手入れでアタッチメントに触れる場合は、ヘッドを本体から外し、運転が完全に
止まっていることを確認する。
ケガや事故の原因になります。
●●アタッチメントを洗濯機で洗ったり、ドライヤーで乾かしたりしない。
●●アタッチメントの水切時は、本体だけを振らずに、必ずヘッドと本体を持って行う。
破損、故障の原因となります。
●●メッシュバッグの中にアタッチメントを無理に詰め込まない。
ブラシの毛の曲がりの原因となります。ブラシの毛にくせがついてしまった時は、ぬるま湯
でほぐすように洗って乾燥させると徐々に元に戻ります。

仕様
内蔵バッテリー

充電式ニッケル水素電池 DC3.6V 1800mAh

充電アダプター

入力 AC100-240V 50/60Hz
出力 DC5.9V 750mA
型式名（MODEL）：SW-059075JP

寸

法

本体：約 56cm
延長ポール装着時：約 106cm

重

量

約 790g（アタッチメント除く）

連続稼働時間（無負荷時）
原産国

約 1 時間※ 1

充電時間

約 2 時間 45 分※ 2

中国

防水仕様

JIS IPX4（防まつ形）

※1 無負荷時の稼働時間。使用条件により稼働時間は前後する場合があります。
※2 周囲温度、使用条件により異なります。

廃棄の際は、廃棄する地域の行政・自治体の指示に従い、適切な方法で廃棄してください。
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保証とアフターサービス
不具合に関するご相談ならびにご不明な点は、
下記のカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

保証書

【品名 : ターボ プロ デラックス】

この度は当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この保証書は、保証期間中に不具合や故障が発生しました場合、下記の無料交換・修理規定にしたがって無償にて交換・修理を行うことをお約束するものです。
この製品が、万一保証期間内に不具合や故障が発生した場合は、
ショップジャパン カスタマーサービスセンターにご連絡願います。
保証期間内に限り無料にて交換・修理をさせていただきます。
※交換・修理をご希望される場合、本書とお買い上げ証明（お買い上げ明細書、
レシート、領収書など）の提示が必要となりますので、
保証書とお買い上げ証明を大切に保管してください。

お客様ご氏名：

様

お客様ご住所： 〒

ご購入日：

年

月

保証期間：ご購入日より

1 年間

日

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて
無料で交換・修理をお約束するものです。したがって、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
はありませんので、保証期間経過後の交換や修理などにつ
い てご 不 明 な 点 が ありましたら下 記 の 当 社カスタマ ー
サービスセンターにお問い合わせください。

お客様電話番号（購入時）：

無 料 交 換・修 理 規 定
1．
取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で不
具合が生じた場合は保証期間内に限り無料交換・修理いたします。
2．
保証期間内でも次の場合には有料交換または有料修理となります。
（イ）本書の提示がない場合。
（ロ）本書がない場合および本書の字句を書き替えられた場合。
（ハ）使用上の誤り、
または不当な修理・改造による故障および損傷。
（ニ）お引き渡し後の輸送・落下・水ぬれなどによる故障および損傷。
（ホ）火災・公害・異常電圧および地震・落雷・風水害・その他の
天変地異による故障および損傷。
（ヘ）過酷な条件のもとで使用されて生じた故障および損傷。
（ト）故障の原因が本商品以外にある場合。

（チ）
付属品などの消耗品の交換。
（リ）
車輌船舶などに搭載されて生じた故障および損傷。
（ヌ）
一般家庭用以外の用途（業務用など）で生じた故障および損傷。
（ル）
取扱説明書に記載された内容を守られない場合の故障。
3．
本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかね
ます。
4．保証に関して不明の点がありましたら、
カスタマーサービスセン
ターにお問い合わせください。
5．本書は日本国内においてのみ有効です。
6．本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

アフターサービ ス
保証期間経過後の修理・交換につきましては、ご希望により有料で承ります。
ただし、故障の内容、不具合の状態、製品・部品の在庫状況などにより修理もしくは交換をお受けできない場合もございます。
有料修理・交換の内容につきましては、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

お問い合わせ

24時間・365日受付

ショップジャパン カスタマーサービスセンター

株式会社 オークローンマーケティング
〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル14F
正規輸入販売元

ショップジャパンはターボ プロ デラックスの正規輸入販売元です。

管理番号：TBP20190606T2-01

