ハンディブロークリーナー VHX-101D
取扱説明書・保証書
このたびは、当社製品をお買い上げいただき
まして、誠にありがとうございます。正しくご
使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく
お読みください。なお、お読みになられたあと
もいつでも見られるように大切に保存してくだ
さい。
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リチウムイオンバッテリー（LiB）搭載製品

仕
品

名

ハンディブロークリーナー

型

名

VHX-101D
3.7V

様

使用電池

リチウムイオン充電池

定格電圧

DC 5V

2000 mAh

消費電力

10 W

充電時間

約 5 時間充電（電池が空状態から充電を開始／室温20 C）

使用時間

約 45分使用（使用初期、連続使用、満充電状態から使用／室温 20 C）

集塵容量

約 0.02 L

外形寸法

約 幅 4.2 × 奥行 4.2 × 高さ 22.6 cm（本体＋フタ）

質

約 210 g（本体＋フタ）

量

付 属 品

充電用USBケーブル×1、すき間ノズル×1、ブローノズル×1、収納台座×1、
取扱説明書・保証書×1

● 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
● この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

YB21A
YB21A

安全上のご注意
●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

警告
注意

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。
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性およ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 ･ ペットなどにかかわる拡大損害を示します。
）

図記号の意味と例
は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、
章で示しています。（左図の場合は、「分解禁止」を示します。）

の中や近くに絵や文

は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、 の中や近くに絵や文章で示
しています。（左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。）

警告
充電用U S Bケーブルを傷つけた
り、破損したり、加工したり、無理
に曲げたり、引っ張ったり、ねじった
り、たばねたり、重いものを乗せた
り、挟み込んだりしない。
火災・感電の原因になります。

水まわり、浴室など湿気のある場所
で使用しない。水や洗剤など吸い込
まない。
感電・ショートの原因になります。
禁止

USBプラグやUSB-Cプラグの差し
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。
子供だけで使わせたり、幼児の手
の届くところでは使わない。
けが・感電の原因になります。

使用禁止

炎天下の自動車車内など高温の
場所に置かない。
火災や故障・充電池の破裂の原因
になります。

ぬれた手で、USB-Cプラグ・USB
プラグを抜き差ししない。本体を
操作しない。
異常時
（こげ臭い、発煙など）
は電源
を切って、使用を停止し、USBケー ぬれ手禁止 感電の原因になります。
ブルを本体から抜く。
水につけたり、水をかけたりしてぬ
火災・感電の原因になります。
らさない。
ショート・感電の原因になります。
USB-Cプラグ・USBプラグは、USB
端子の奥までしっかり差し込む。
感電・ショート・発火の原因になり
ます。

禁止

本体を火の中に投入したり、加熱
しない。
火災や充電池の破裂の原因になり
ます。

分解禁止

水ぬれ禁止

本体のすき間にピンや針金などの
金属物など、異物を入れたりふさ
いだりしない。
感電・けが・やけどの原因になりま
す。本体・バッテリーが高温になっ
たり、故障や寿命を短くする原因に
なります。

運転中・充電中に製品のお手入れ
をしない。
感電 ･ けが・火災の原因になり
ます。

不安定なところでは使用はしない。
けが・やけど・故障の原因になり
ます。

指示

分解しない。また、修理技術者以外
の人は修理しない。
火災・感電・けがの原因になりま
す。修理はお買い上げの販売店に
ご相談ください。

USB-Cプラグ・USBプラグの金属部
（接触部）にホコリが付着している
場合はふきとる。
ホコリが付着したまま差し込むと、
ショート・火災の原因になります。
充電池から漏れた液が目に入った
ときはこすらずに水で洗い流し、医
師の治療を受ける。
失明や目に障害を負う恐れがあり
ます。

充電しないときは、必ずUSBケー
ブルを本体から抜く。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の
原因になります。

引火性のあるもの
（灯油・ガソリン・
オイルなど）
は吸い込まない。
火災・故障の原因になります。また
ゴム部品、
プラスチック部品などを プラグを抜く お手入れの際は、安全のためUSB
ケーブルを本体から抜く。
溶かしたり、変形させる原因になり
感電・火災・けがの原因になります。
ます。
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注意

禁止

高温になるところ、直射日光があた
る場所、火や熱源の近くでは使用し
ない。
変形、故障の原因になります。

USBケーブルを束ねたまま充電
しない。

本体に変形や破損のあるときは、使
用しない。
感電や事故の原因になります。

濡れているダストケースやフィル
ターを使用しない。
吸引力が落ちるだけでなく、感電、
故障の原因になります。

油、ガラスの破片などの鋭利なも
の、液体、たばこの灰、マッチ棒、多
量の砂や粉（しっくい、コンクリー
ト、小麦粉など）
を吸い込まない。
吸引力の低下や故障の原因になり
ます。

排気口をふさいだ 状態で使用し
ない。
能力が落ちるだけでなく、内部温
度が上昇して、火災や感電、
やけど
の原因になります。
屋外では使用しない。
室内専用です。室内でも土足の環
境、砂や粉が多い環境では使用し
ない。故障の原因になります。

ブロー機能を人や動物に向けて使
用しない。
けがの原因になります。

火災の原因になります。

禁止

禁止

お手入れのときは住宅用洗剤・シ
ンナー・ベンジン・アルコール・磨き
粉などを使わない。
変色・変形・感電・故障の原因になり
ます。
業務用に使用しない。
家庭用として設計されているため、
業務用としては使用しないでくだ
さい。

付属の充電用USBケーブルを巻き
付けておかない。
断線などの原因になります。

人やペットの近くを掃除するときは
注意する。
毛髪や服、ペットの毛が吸い込ま
れ、
けがや事故の原因になります。

指示

ブロー機能を使用するときは、
まわ
りに十分な距離を取る。
飛散物により、けがや事故の原因
になります。

ゴミを大量に入れたまま使用し
ない。
能力が落ちるだけでなく、内部温
度が上昇して、火災や感電、
やけど
の原因になります。

バッテリーについて
バッテリーは消耗品です（消耗品のため保証対象外
になります）。
・約5時間充電しても、著しく使用時間が短くなった
ときは、バッテリーが寿命と考えられます。バッテ
リーは消耗品のため、初期不良以外は交換しかね
ます。
注意

バッテリーの正しい使いかた
本機は本体に内蔵されたバッテリーで動作します。使
いかたを誤ると、バッテリーの寿命が大幅に短くなっ
たり、バッテリーが破損することがあります。
注意事項をよくお読みになり、バッテリーを正しくお
使いください。

充電せずに放置しないでください。バッテ
リー切れのまま長時間放置するとバッテリー
の寿命が大幅に短くなるおそれがあります。
・電源が切れていてもバッテリーは少しづ
つ消費されます。
・バッテリーが切れたときは早めに充電し
てください。
充電は中断しないでください。
・電源ランプが緑色に点灯するまで中断
せずに充電してください。
充電は室温が5°
C以上、35°
C以下のところ
で行なってください。
・室温が低いもしくは高い場合、正常な充
電ができないことがあります。
・運転時間が短くなったり、充電時間が長
くなることがあります。

リサイクルについて
この製品はリチウムイオン電池を使用しています
通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。
ご不要になった製品を廃棄する場合、内蔵の充電池を取りはずしてください。
使用済み製品と充電池の廃棄の方法については、自治体の指示に従ってください。
ご自分で分解ができない方は、ドウシシャ福井家電カスタマーセンター（裏表紙参照）まで宅配便（元払い）
にてお送りください。
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各部の名称とはたらき
ブローノズル取付穴

排気口

付属品
充電用USBケーブル
本体
USBプラグ

電源ボタン
電源ランプ

フィルター

USBケーブル
USB-Cプラグ

フタ

USB-C端子
すき間ノズル

本体

ブローノズル
ダストケース

収納台座

（ダスト弁）
すき間ノズル取付穴

収納台座にのせたまま電源を入れない。
本体が熱を持ち、やけど・火災の原因にな
ります。

注意
吸込口

使用前の準備
充電のしかた
1. 本体に付属の充電用USBケーブルを
取り付ける
2. パソコンまたは市販のACアダプター
に充電用USBケーブルを接続する

USB-C端子
USB-Cプラグ
充電用USB
ケーブル

パソコンなどのUSB端子、市販のACアダプター
を使用して充電をしてください。
※ 充電しながらの使用はできません。
※ 本製品はUSB Power Delivery非対応です。

充電用USB
ケーブル
《別売》
市販のACアダプター

3. 市販のACアダプターをコンセントに
接続をする
注意

USBプラグ

USB-Cプラグ・USBプラグ、市販のACア
ダプターはしっかり奥まで差し込む。

USB端子

ＡＣ100Ｖのコンセントから電源をとって動作させる場合
は、
ＵＳＢ端子があるＡＣアダプターを別途ご用意ください。
出力：DC5V/1A以上のものを推奨します。
4

コンセントへ

4. 充 電中は電 源ランプが赤 色で点 灯
し、満充電まで充電されると緑色に
点灯する
本機は充電式のため、通常、満充電状態まで充
電をしてから使用します。
※ 初めての使用時には、必ず満充電まで充電し
てください。

注意

5. 充電完了後はUSBケーブルを本体か
ら抜く
注意

充電後は早めにUSBケーブルを抜く。
接続したままにしないでください。
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• 使用中や充電中、使用後しばらくは、本
体上部にある排気口をふさがない。
本体内部のモーターや充電池が発生す
る熱を放熱させていますので、ふさいで
しまうと高温になったり、故障や寿命を
短くする原因になります。
• 充電直後にUSB-C端子の金属部が熱く
なることがあります。
やけどに注意してください（故障ではあ
りません）。

正しい使いかた
使用開始／停止する

4. 電源ボタンを押して電源を切る

1. 本体からフタを取りはずす

5. 充電をする

2. 電源ボタンを押して電源を入にする

使用後は充電してください（4ページ）。

電源が入になると、
電源ランプは緑色点灯します。

3. 吸込口からゴミを吸い込む

注意

• 人やペットの近くを掃除するときは注意
する。
毛髪や服、ペットの毛が吸い込まれ、け
がや事故の原因になります。
• 本体にダストケース・フィルターを取り付
けずに吸い込まない。
本体内に異物が入り、故障の原因になり
ます。
• ゴミがたまった状態で使用を続けない。
極端に吸引効率が悪くなるだけでなく、
故障の原因になります。
• 砂や粉を吸った場合はフィルターにたまっ
たゴミをブラシなどできれいに取り除く。
• 液体や水分を多く含んだものは吸い込
まない。
そのまま使 用すると、水分が入りモー
ターの破損、ゴミやフィルターの腐敗、
異臭の原因になります。吸い込んだ場合
はお手入れをしてください。
• 本体は落としたり倒したりして衝撃を与
えない。
本体の破損、故障の原因になります。

注意

• 長時間使用したあと、充電しないで放置
しておかない。
バッテリー寿命を縮める原因となります。
• 充電が終わったら、USBケーブルを本体
に接続したままにしない。
絶縁劣化による感電・漏電・火災・バッテ
リーの寿命が短くなる原因になります。

すき間ノズルの取り付け・取りはずし
吸込口が入らない、狭いところなどは、すき間ノズル
を取り付けて使用します。

1. 電源が切れていることを確認する

解除ボタン

2. 吸込口にすき間ノズルを最後まで押
し込む
ブラシの使用
すき間ノズルは右図のように解除ボタンを押す
ことによってブラシを出し入れすることができま
す。掃除する場所に合わせて使用してください。

注意

• すき間ノズル使用時、物を吸って密閉状
態になりやすいため十分注意する。
密閉状態が続くと、本体に悪影響があ
り、故障の原因になります。
• ブラシ部分を強く押し付けない。
ブラシを押し付けると、相手側に傷を付
けてしまう原因になります。

3. すき間ノズルの使用が終わったら、
吸込口から取りはずす
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吸込口

《ブローノズル使用例》

ブローノズルを使用する
ブロー機能を使用するには、ブローノズルを取り付け
て使用します。
ブローノズルを使用すると、通常のゴミを吸い取
る掃除機と違って、空気を送ってゴミを吹き飛ば
して掃除をすることができます。
使用例：キーボードのすき間のホコリを吹き飛ばす

注意

• 送風方向に人やガラスなど壊れやすいも
のなどがないようにする。
• 風上に向かって送風したり、せまい場所
で送風すると、そのまま自分（作業者）
に
跳ね返ってくることがあるので注意する。
• 玩具にして遊ばない。
けが・故障の原因になります。

1. ブローノズルを使用する前に、フタを
はずし 、ダストケース内のゴミを捨
てておく

ブローノズル

ブロー機能を使用するときは、吸気のため、ふた
を必ず取りはずしてください。
ゴミが入っていると、ブロー機能が弱くなり、
さら
に噴出する空気が異臭の原因になります。

2. ブローノズルの側面にある凹みをブ
ローノズル取付穴の▲に合わせる
3. ブローノズル取付穴にブローノズルを
最後まで押し込み 、ブローノズルを
右に回して固定させる
4. ブローノズルを送風したい方向に向
け電源ボタンを押して送風する
警告

ブローノズル側面の凹み

ブローノズルを火やストーブに向けて使用
しない。
火災やけがの原因になります。

▲マーク

通常はフィルター・ダストケースを取り付けたまま
使用ください。
どうしても送風が弱いときは、吸込口から異物が
入らないように十分注意して、
フィルターをはずし
て使用してください。

ブローノズル取付穴

5. 電源ボタンを押して
「切」
にして、送風
をやめる
6. ブローノズルをはずす

注意
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• ブローノズル使用時に吸込口の方向に
気を付ける。
ブロー機能使用中、吸込口は掃除機のよ
うに吸い込み続けていますので、周りにあ
るものを吸いこんでしまいます。エプロン
や紐状のものを身に着けていると、吸い込
まれてしまうなど事故の原因になります。
• ブローノズル使用時、吸込口から異物が
入らないように、十分注意する。
吸込口から本体内に異物が入り、
故障の原
因になります。

お手入れと保存
警告

お手入れの際は、電源を切り、本体の動作が停止したことを確認する。
感電やけが、やけどの原因になります。

注意

• 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは使用しない。
変色・変形の原因になります。
• オレンジ・ライムなど柑橘系成分の入った食器用洗剤を使用しない。
変色・変形の原因になります。
• 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って使用する。
変色・キズの原因になります。

ダストケースのゴミの捨てかた

突起

カギ溝

吸込口

吸込口

1. ダストケースをはずしてゴミを捨てる
ダストケースは、カギ溝と本体側にある突起を確認
して 、回転させて 、取りはずしてください 。
• フィルターに付いたゴミを取り除いてください。
取りはずしてお手入れすることができます。

注意

ダストケースをはずすときは、カギ溝を確
認して取りはずす。
取りはずすときに、無理に力を加えると、
ダストケースの破損の原因になります。

2. 本体にフィルター・ダストケースを取
り付ける
取り付けるときは、取りはずしの反対の順番で行
なってください。
• フィルターは奥まで確実に取り付けてください。
• ダストケースの取り付けをするときは、本体側
の突起とダストケースのカギ溝を確認してくだ
さい。

注意

ダストケース

フィルター

電源ボタン

本体にダストケースを取り付けずに吸い込
まない。
本体内に異物が入り、故障の原因になり
ます。

突起

②

③

カギ溝

①

吸込口
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ゴミ捨ての目安

お手入れのしかた
• 本体などは、乾いた布でから拭きをしてほこりや汚
れをふきとります。それでも落ちない汚れは、少し水
分を含ませた布や食器用中性洗剤（柑橘系を除く）
を含ませた布で汚れを落とし、から拭きで水分を落
とします。
• 本体とフィルターは水をかけて洗わないでくださ
い。感電・故障の原因になります。
• 汚れがひどいときは、本体とフィルター以外（ダスト
ケース・すき間ノズル・ブローノズル・ふた）は水洗い
することができます。十分に乾燥させてから取り付
けてください。
• フィルターなどドウシシャマルシェにて購入すること
ができます。
ドウシシャのパーツ購入は ドウシシャマルシェ

公式オンラインストアで

https://www.doshisha-marche.jp/

保存のしかた
• 本体、付属品などは、次回の使用に支障のないよう
にお手入れし、付属の収納箱に入れてふたをして保
存してください。
• 長期間使用されないときは、満充電状態にし、付着
したごみなど粘着テープなどで取り除き、付属の収
納箱に入れて、日光の当たらない湿気の少ないとこ
ろに保存してください。
• 3か月に一度を目安に、バッテリー劣化防止のため、
充電を行なってください。
• 子供の手の届かないところに保存してください。

廃棄するときは
本機は通常の家庭ゴミとして廃棄することはできませ
ん。リチウムイオン電池を内蔵しているため、適切な
処理が必要です。
使用済み製品の廃棄の方法については、自治体の指
導に従ってください。
（リチウムイオン電池のリサイクルについては3ペー
ジ参照）
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修理・サービスを依頼する前に
警告

修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。
症状
主な原因
電源ボタンを押して 充電されていない
も運転しない
充電中は運転しません
充電できない

処置
充電する
充電を中止する

本体に充電用USBケーブルが接続されて 本体に充電用USBケーブルをしっかり差し
込む
いない
充電している室温が低い、
もしくは高いた 室温が5 C以上、35 C以下のところで充電
をする
め、正常な充電ができていない

稼働時間が短い

十分に充電されていない

十分に充電をする

バッテリーの寿命

ドウシシャお客様相談室に相談する

本体があたたかい

多少あたたかいのはモーターやバッテリー 持てないほど熱い場合は使用をやめて、
の関係上、問題ありません
ドウシシャお客様相談室に相談する

吸引力が弱い

ゴミを溜め過ぎている

ゴミを捨てる

• フィルターが汚れている
• フィルターがぬれている

フィルターのお手入れをしてよく乾燥させる

十分充電されていない

充電する

本体の放熱口をふさいでいる

放熱口をふさがない

排気口がふさがれている

排気口から排気ができるようにする

ブローノズルが取り付けてある

ブローノズルをはずしてください

ダストケースの取り付けが不完全

ダストケースをしっかり取り付ける

ダスト弁がゴミなどでふさがっている

ゴミなどを捨てて、ダスト弁がふさがらな
いようにする

吸引力が弱い
バッテリーが交換時期になっている
使用時間が短くなっ
た

バッテリーの交換が必要ですのドウシシャ
お客様相談室にご相談ください（交換は有
償となります）

においがする

フィルターのお手入れをする
ダストケース、

• フィルターが汚れている
• ダストケースにゴミがたまっている

長年ご使用の場合はよく点検を
このような症状はありませんか？
•
•
•
•

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、
充電用USBケーブルを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお
客様相談室に点検をご相談ください。

充電用USBケーブルが異常に熱い。
コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
こげ臭い匂いがする。
その他の異常・故障がある。
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MEMO
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製品についての
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

0120-104-481

【受付時間】9:00〜17:00（祝日以外の月〜金曜日）
ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、
品番をご確認のうえ、
お電話をいただきますようお願いいたします。
※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、
お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、
ご了承ください。
商品に関する Q&A

お客様サポートセンター
http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html

ドウシシャのパーツ購入は ドウシシャマルシェ
公式オンラインストアで

https://www.doshisha-marche.jp/
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