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•.火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を
必ず守ってください。
•.ご使用前に、この「安全上のご注意」をすべてよくお読みの上、指示に従って正し
く使用してください。
•.お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してくだ
さい。

絵表示について
この取扱説明書と製品への表示は、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未
然に防止するために、下記の絵表示で区分しています。内容をよく理解してから本文
をお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると「人が死亡または重傷を
負う可能性があり、その切迫の度合いが高い内容」を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると「人が死亡または重傷
を負う可能性が想定される内容」を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると「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」を示しています。

ご注意 製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

安全上のご注意

可燃性の液体（ガソリン・ベンジン・アルコール等）は絶対に使用しない
•.爆発・発火の恐れがあります。

異常・故障時は直ちに使用を中止する
次のような場合は直ちに使用を中止してください。
•.本体が割れたり、ひびが入っている。
•.バッテリーパックから電池の液漏れ・異臭がする。
•.煙が出ている、または異臭がする。
•.本体が異常に熱くなっている。
•.異常な振動を感じる。
•.充電器のコードが傷ついたり、破れたりしている。
•.本体を誤って地面に落として損傷または故障が見られた場合。

修理はお客様サービスセンターに依頼する
•.改造は絶対にしない。
•.自分で修理をしない。
個人で修理・改造を行って発生した不具合・事故に関して、当社は一切責任を負いません。
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安
全
上
の
ご
注
意

安全上のご注意

本製品を正しく保管する
•.火気またはその他高温・多湿の場所に保管しない、近づけない。
•.直射日光が当たる場所に保管しない。
•.子供の手の届かない場所に保管する。

本製品を正しく使用する
•.専用の充電器とバッテリーパックを使用してください。
•.他の製品に充電器とバッテリーパックを使用しない。
•.指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
•.火気のあるものを洗浄しない。
•.高温の粉塵・塊に噴射して水をかけない。
•.電気部品を含む製品に噴射しない。
•.使用中、噴射口を人や動物、壊れやすいものに向けない。
•.危険物のある場所で使用しない。
•.引火性ガスの発生する場所で使用しない。
•.危険物を洗浄剤の代わりに使用しない。
•.高温・多湿の場所で使用しない。
•.子供、もしくは経験や知識のない人に使用させない。
•.長時間使用した場合、指のしびれ、指先の冷えを感じた場合は直ちに使用を中止し、医
師にご相談ください。

充電器を正しく使用する
•.充電器のプラグやコードを傷つけたり、加工したりしない。
•.充電器のプラグやコードを無理に曲げたり、引っ張ったり、潰したりしない。
•.充電器のプラグやコードが変形している場合は使用しない。
•.充電器のコードは束ねたりしない。
•.充電器の定格に合う電源を使用してください。
•.使用しない場合は、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
•.ゆるみやがたつきのあるコンセントは使用しない。
•.ぬれた手で充電器のプラグの抜き差しはしない。

バッテリーパックを正しく使用する
•.バッテリーパックを導電性のある釘や金属などの短路（ショート）から防ぐため、バッ
テリーパックをみだりに容器または引き出しの中に入れない。
•.バッテリーパックを分解したり、開けたりしない。
•.バッテリーパックを火中に投入しない。
•.バッテリーパックに衝撃を与えない。
•.多湿な環境や水に触れないようにしてください。

充電を正しく行う
•.長時間充電したままにしない。
•.高温環境で充電を行わない。
•.充電は風通しが良いところで行ってください。
•.充電器の電源が入ったまま、バッテリーパックを充電器に差し込んだり、取り外したり
しない。
•.雨に濡れることを防ぐため、室内でのみ充電を行ってください。
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安全上のご注意

本製品を正しく使用する
•.本製品に過度の衝撃を加えない。
•.40℃以上の水を供給しない。
•.本製品の噴出口を地面につけない。
•.使用中に多機能ノズルの噴射モードを切り替えない。
•.本体給水ジョイントの給水フィルターは定期的に洗浄する。
•.海水を使用しない。

洗剤の選び方と使用方法
•.酸性洗剤・アルカリ性洗剤・農薬・消毒液などは使用しない。
•.濃縮タイプの自動車専用洗剤は説明書の指示に従って希釈してからご使用ください。
•.他の洗剤を使用するときは、洗剤の説明書の指示に従ってご使用ください。
•.溶剤を含む洗剤は使用しないでください。洗浄の対象物に損害を与える場合があります。

給水ホースの取扱い
•.給水ホースを折って使用しない。
•.給水ホースを無理に引っ張らない。
•.給水ホースに深い傷や折れ曲がりなど異常がある場合は使用しない。
•.給水ホースフィルター付き濾過器のフィルターは定期的に洗浄する。
•.給水ホースのホースジョイントと本体の給水ジョイントは確実に接続する。
•.摩擦の強い床面や砂利・砕石を敷き詰めた場所では、給水ホースの取扱いに注意して傷
が付かないようにする。
•.ブロックなどの塀の角で給水ホースに傷が付かないように取り扱う。

長期または冬季の保管について
•.本体内部と給水ホース内に残っている水を完全に排水する。
•.冬期は本体内部、給水ホース内の水が凍結する場合があるので、室内に保管する。

バッテリーパックの正しい使い方
•.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恐れがあります。電源が切れてもバッテリーは少しずつ消費
され、完全に放電すると致命的な損傷を与え、再充電できなくなります。
•.使用しないときはバッテリーを本体または充電器に装着したまま保管しないでください。
•.満充電の状態で保管してください。
•.充電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。
•.5℃以下もしくは40℃以上の環境で充電しないでください。周囲温度が低いもしくは
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
が長くなったりすることがあります。

リチウムイオン電池のリサイクルについて
本製品のバッテリーパックは、リチウムイオン電池を使用しております。リチ
ウムイオン電池はリサイクルできる貴重な資源です。本製品、またはバッテリー
パックを廃棄する際は、お近くの電器店またはスーパーなどの「リサイクル
協力店」へお持ちください。
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各
部
の
な
ま
え

フィルター付き濾過器

多機能ノズル

給水ジョイント

ホースジョイント

ホース固定用クリップ

ホースジョイント

フィルター付き給水ホース

収納バッグ　

ECO（省エネ）ボタン
ロック解除ボタン

レバー

取り外しレバー

無段調節ロングノズル

充電器
洗剤泡発生器

充電確認ボタン

充電容量ランプ

バッテリーパック

本体

充電ランプ充電用カバー
泡発生量調節つまみ

噴出口

噴射モード切替つまみ

噴出口

噴射モード調節つまみ

噴出口

洗浄剤容器

プラグ

1

2

3

4

5

6

7

8

ハンドル

コード

ホースバンド

各部のなまえ
●梱包品の確認
箱を開けると以下の内容のものが入っています。梱包用に使用されていた箱の中のもの
は、修理の際の輸送用に保管しておいてください。
.本体.× 1 .洗剤泡発生器.× 1 .充電器.× 1
.多機能ノズル.× 1 .収納バッグ.× 1 .フィルター付き給水ホース.× 1
.無段調節ロングノズル.×1 .バッテリーパック.× 1 .取扱説明書（本書）.× 1
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ご使用前の準備
バッテリーパックを充電する
ご注意
•	付属のバッテリーパックはご購入時、充
電されておりません。必ず充電を行って
から、使用してください。
•	充電時間は約2.5 時間です。バッテリー
パックの状態、周囲の温度などにより、
充電時間が長くなることがあります。
•	バッテリーパックの電圧が低くなると、
保護回路が働き、電源が切れて本体が自
動停止します。その場合はバッテリー
パックを充電してからご使用ください。
•	長期間保管した後に使用する場合、数回
充放電すると最適な性能を得ることがで
きます。
•	バッテリーパックを長期間使用しない場
合、3か月に1回充電を行ってください。
•	常温（20℃±5℃）で使用すると、バッ
テリーパックの性能が最適になります。

1.充電用カバーをバッテリーパックに
差し込む
充電用カバーのガイドをバッテリー
パックのガイドレールに合わせて「カ
チッ」と音がするまで差し込みます。

2.充電器のプラグをコンセントに差し
込む
充電を開始し、充電器の充電ランプが
赤色で点灯し、バッテリーパックの充
電容量ランプの緑ランプが順に点滅し
ます。充電が完了すると充電ランプが
緑色で点灯し、充電容量ランプの緑ラ
ンプが全点灯します。

ガイド

充電器

ガイドレール

コンセント

充電ランプ

充電用カバー

プラグ

バッテリーパック

充電容量ランプ

●充電器の表示について
充電ランプの表示 表示内容
赤ランプが点灯 充電中
緑ランプが点灯 充電完了
赤ランプが点滅 充電エラー

●バッテリーパックの表示について
充電容量ランプの表示 表示内容
緑ランプが順に点滅 充電中
緑ランプが全点灯 充電完了
ランプが赤く点灯 充電エラー

ご注意
•	バッテリーパックを使用した直後電圧が
低くなった時に充電するとエラーになる
場合があります。しばらく経ってから充
電してください。

3.充電が完了したら、充電器をコンセ
ントから抜く

4.充電用カバーをバッテリーパックか
ら取り外す
取り外しレバーを押しながら、充電カ
バーを取り外します。

●.バッテリーパックの電池容量を確
認する

バッテリーパックの充電確認ボタンを押
すと電池の充電容量を充電容量ランプで
確認できます。

.

充電確認ボタン

充電容量ランプ

取り外しレバー
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ご
使
用
前
の
準
備

給水ホースを取り付ける
ご注意
•	本製品は、自吸式となっておりますので、
水道蛇口が無くてもお使いいただけま
す。
•	水道蛇口からの給水には、市販の蛇口コ
ネクターをお求めください。
•	水道蛇口の流水量が給水量（ハイパワー
モード3L/分）より多くなると、水漏れ
してしまい、製品が故障する恐れがあり
ますので、蛇口から給水する場合、	蛇口
ハンドルで流水量を調節してください。

1.給水ホースのホースジョイントを本
体の給水ジョイントに差し込む
「カチッ」と音がするまで差し込みま
す。ワンタッチで差し込むことができ
ます。

給水ジョイント

ホースジョイント

2.給水ホースのフィルター付き濾過器
を、水の入っているバケツ、川など
に入れる

フィルター付き濾過器

ご注意
•	給水ホースのフィルター付き濾過器が水
中に入っていることを確認してくださ
い。
•	ホース固定用クリップでホースをバケツ
に固定することができます。

バッテリーパックを本体に.
取り付ける
ご注意
•	バッテリーパックに水が触れないように
取り付けてください。

1.バッテリーパックを本体ハンドル下
部に取り付ける
バッテリーパックのガイドレールを本
体ハンドル下部のガイドに合わせて、
「カチッ」と音がするまで差し込みま
す。

.
ガイド

ガイドレール

バッテリーパックを本体から.
取り外す
1.バッテリーパックを本体ハンドル下
部から取り外す
バッテリーパックの取り外しレバーを
押しながら、バッテリーパックを本体
から引いて外します。

.

取り外しレバー

ご使用前の準備
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多機能ノズルで洗浄する
多機能ノズルを取り付ける
多機能ノズルはあらゆるシーンの洗浄に
便利にお使いいただけます。

1.多機能ノズルの凸部を本体の凹部に
合わせて、多機能ノズルを差し込む
多機能ノズルの凸部の白い点と、本体
側の白い点の位置を合わせて、ノズル
の凸部を本体の奥までしっかり差し込
みます。

. 白い点

2.多機能ノズルを下図の通りに止まる
まで回す
ノズルを本体へ押しながら矢印方向
いっぱいに止まるまで回します。

多機能ノズルを取り外す
1.下図の矢印の順に多機能ノズルを本
体へ押しながらまわして外す

①

②
③

噴射モードを切り替える
多機能ノズルは5種類の噴射モードを選
べます。適切な噴射モードを選び、洗浄
してください。

1.多機能ノズルの噴射モード切替つま
みを回して、噴射モードを選ぶ
噴射モード切替つまみの噴射モード
を、ノズル部上側の白い点に合わせて、
噴射モード選びます。

.

噴射モード切替つまみ

：テントなどの洗浄に最適です。

：バーベキューコンロなどの洗浄に最適です。

：自転車などの洗浄に最適です。

：庭の草花などの水やりに最適です。

（シャワーモード）：
ペットなどのシャワーに最適
です。ECO（省エネ）モード
と組み合わせると、ペットに
よりやさしいシャワーモード
になります。

ご注意
•	使用中に多機能ノズルの噴射モードを切
り替えないでください。必ず使用を停止
してから噴射モードを切り替えてくださ
い。
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多
機
能
ノ
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ル
で
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洗浄する
1.ロック解除ボタンを押しながら、レ
バーを引く
ロック解除ボタンが押されたままに
なって電源が入り、噴出口から水が噴
射されます。

.
レバー

ロック解除ボタン

ご注意
•	洗浄中に本体の ECO（省エネ）ボタン
のランプが点滅している場合は、バッテ
リーパックの容量が少なくなっていま
す。バッテリーパックを充電してから使
用してください。

洗浄を中止する
1.レバーを離す
レバーを離すと電源が切れて、噴出口
からの噴射が止まります。

多機能ノズルで洗浄する

ECO（省エネ）モードで.
洗浄する
本製品は、ECO（省エネ）モードとハイパ
ワーモードを切り替えて洗浄ができます。
ECO（省エネ）モードに切り替えると、水
圧が弱まりますので、強い水圧を必要と
しない洗浄が可能になります。
初めてご使用になるとき
本製品の正常な噴射を早く実現するため、
ハイパワーモードでご使用ください。噴
射が正常になりましたらモードを切り替
えてご使用ください。

ご注意
•	ECO（省エネ）ボタンは、電源が入って
いるときにのみ、モードを切り替えるこ
とができます。
•	ECO（省エネ）モードに切り替えて、電
源を切った場合は、次に電源を入れたと
きもECO（省エネ）モードで動作します。
ハイパワーモードも同じです。

1.電源が入っているときに、本体上部
のECO（省エネ）ボタンを押す
ECO（省エネ）ボタンのランプが点灯し、
ECO（省エネ）モードに切り替わります。

.

ECO（省エネ）ボタン

2.電源が入っているときに、ECO（省
エネ）ボタンもう一度押す
ECO（省エネ）ボタンのランプが消灯し、
ハイパワーモードに切り替わります。

●洗浄時間（連続運転）
モード 時間

ECO（省エネ）モード 約45分
ハイパワーモード 約15分

ご注意
•	バッテリーパックの使用時間は周囲の温
度、使用条件により異なります。
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無段調節ロングノズルで洗浄する
無段調節ロングノズルを.
取り付ける
1.ロングノズルの凸部を本体の凹部に
合わせて、ロングノズルを差し込む
無段調節ロングノズルの凸部の白い点
と、本体側の白い点の位置を合わせて、
ノズルの凸部を本体の奥までしっかり
差し込みます。

.

白い点

2.ロングノズルを下図の通りに止まる
まで回す
ノズルを本体へ押しながら矢印方向
いっぱいに止まるまで回します。

無段調節ロングノズルを.
取り外す
1.下図の矢印の順にロングノズルを本
体へ押しながら回して外す

噴射モードを無段階で.
調節する
ストレート噴射から扇形噴射まで、ロン
グノズル先端部の調節部を回して、無段
階で噴射モードを調節できます。適切な
噴射モードに調節して、洗浄してくださ
い。

1.ロングノズルの噴射モード調節つま
みを回して噴射モードを調節する
噴射モード調節つまみを右に回して
にするとストレート噴射になります。
方向に回すとストレート噴射から無

段階で扇形噴射へと切り替わります。
にすると扇形の噴射になります。

.

噴射モード調節つまみ

扇形噴射とECO（省エネ）モードを組
み合わせると、網戸などを洗浄するの
に最適な水圧になります。

.洗浄方法、ECO（省エネ）モードは
「多機能ノズルで洗浄する」（8ペー
ジ）を参照してください。

①

②
③
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洗剤泡発生器を使用して洗浄する
洗剤泡発生器を取り付ける
頑固な汚れを洗い流す場合は、洗剤泡発
生器が便利です。洗剤泡発生器は、高圧
水流により洗浄剤が瞬時にきめ細かな泡
になり洗浄できます。

1.洗剤泡発生器の洗浄剤容器を取り外
す
洗剤泡発生器の上部を左に回して、洗
浄剤容器を取り外します。

.

洗浄剤容器

上部

2.洗浄剤容器に洗浄剤を入れ、洗剤泡
発生器の上部を再度取り付ける

上部

3.洗剤泡発生器の凸部を本体の凹部に
合わせて、洗剤泡発生器を差し込む
洗剤泡発生器の凸部の白い点と、本体
側の白い点の位置を合わせて、洗剤泡
発生器の凸部を本体の奥までしっかり
差し込みます。

白い点

4.洗剤泡発生器を下図の通りに止まるま
で回す
洗剤泡発生器を本体へ押しながら矢印
方向いっぱいに止まるまで回します。

.

洗剤泡発生器を取り外す
1.洗剤泡発生器の上部のノズルを本体
へ押しながら取り付けと逆の方向に
回して外す

ご注意
•	洗剤の選び方と使用方法については「安
全上のご注意」（3ページ）をご参照くだ
さい。

泡の発生量を調節する
泡の発生量は調節つまみで調節すること
により最適な泡の発生量を調節できます。

1.泡発生量調節つまみを回して泡の発
生量を調節する
泡発生量調節つまみを へ回すと
泡の発生量が多くなり、 へ回すと
泡の発生量が少なくなります。

泡発生量調節つまみ

.洗浄方法、ECO（省エネ）モードは「多機能ノズルで洗浄する」（8ペー
ジ）を参照してください。
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フィルターと本体のお手入れ
給水ホースフィルター付き.
濾過器のフィルター
フィルターが詰まって、噴射しない、噴
射量が低下することを防ぐため、給水ホー
スフィルター付き濾過器のフィルターを
定期的に洗浄してください。

1.ホースジョイントから、フィルター
付き濾過器を取り外す
フィルター付き濾過器を左に回して、
ホースジョイントからフィルター付き
濾過器を取り外します。ホースジョイ
ントをホース側に引くとワンタッチで
取り外せます。

フィルター付き濾過器

ホースジョイント

2.濾過器からフィルターを取り外す
フィルターをつまみ、回しながら引っ
張って外します。

.

フィルター

3.フィルターを水で洗浄する

4.フィルターを濾過器に戻し、フィル
ター付き濾過器をホースジョイント
に取り付ける
「カチッ」と音がするまで差し込みます。
フィルター付き濾過器とホースジョイ
ントはワンタッチで取り付けられます。

本体給水ジョイントの.
給水フィルター
給水フィルターが詰まって、噴射しない、
噴射量が低下することを防ぐため、給水
ジョイントの給水フィルターを定期的に
洗浄してください。

1.給水ジョイントを本体から取り外す
給水ジョイントのナットをスパナで図
のように左に回し、給水ジョイントと
給水フィルターを取り外します。

給水フィルター

2.給水フィルターを水で洗浄する

3.給水ジョイントを取り付ける
給水フィルターの洗浄が終了したら、
給水フィルターを給水ジョイントに戻
し、本体に取り付けます。

ご注意
•	お手入れをする前に本体のバッテリー
パックを取り外してください。

本体のお手入れ
本体からバッテリーパックを取り外した後、
ぬれた布をよく絞ってから本体をふいてく
ださい。
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収納と保管・仕様

仕様
型番 KB007
本体サイズ 415× 153× 80mm
本体重量 1.2kg
「本体+バッテリーパック+多機能ノズル」サイズ 535× 190× 83mm
「本体+バッテリーパック+多機能ノズル」重量 1.8kg
充電器の電圧／周波数 100V～ 120V.50/60Hz
充電電流 1000.mA
充電時間 2.5h
定格電圧 20V.Max.

定格圧力 ハイパワーモード：2.2MPa
ECO（省エネ）モード：0.8MPa

定格流量（ハイパワーモード） 3L/min
最大給水圧力 0.5MPa
吸水高さ 最高1.8m
給水ホース全長 6m

ご注意
•	バッテリーパックは単独で乾燥している
場所に保管してください。長時間、自動
車内または高温環境に放置しないでくだ
さい。
•	冬期は本体内部、給水ホース内の水が凍
結する場合がありますので、室内に保管
してください。
•	本製品を子供の手の届かない場所に保管
してください。

使用後は次の手順で本体内部、給水ホー
ス内の水を排水した後、ノズルなどすべ
てを乾燥させてから収納バッグに収納し、
風通しの良い場所に保管してください。

1.給水ホースをバケツなど水源から取
り外す

2.給水ホース、本体、ノズルに残って
いる水を全部排出させるために数秒
間空運転する

3.本体からホースジョイント、ノズル
を取り外して、よく乾燥してから収
納バッグに収納し、室内に保管する
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故障かな？と思われたときは
症状 主な原因 処置

ECO（省エネ）ボタンのラン
プが点滅している。

バッテリーパックの電池容量が
不足している。

バッテリーパックを充電する。

レバーを引いても電源が入
らない。

バッテリーパックの電池容量が
不足している。

バッテリーパックを充電する。

突然電源が切れ、動作が停
止した。

高温環境下で持続的に使用し、
モーターや、バッテリーパック
が高温になり、保護回路が動作
した。

温度が下がるのを待ってから電
源を入れる。

バッテリーパックが充電で
きない。

充電用カバーがバッテリーパッ
クに完全に挿入されていない。

バッテリーパックに再度充電用
カバー挿入して接続を確認する。

充電器がコンセントに正しく接
続されていない。

充電器のプラグが正しくコンセ
ントに差し込み、充電器の充電
ランプが点灯していることを確
認する。

バッテリーパックを過放電（完
全放電）すると、バッテリーパッ
クの充電容量ランプが点灯しな
くなります。

新しいバッテリーパックをお買
い求めください。

噴射する水量が少ない。 給水ホースフィルター付き濾過
器のフィルター、または給水ジョ
イントの給水フィルターが汚れ
ている。

給水ホースフィルター付き濾過
器のフィルターと給水ジョイン
トの給水フィルターをきれいに
洗浄する。

給水ホースが破損している。 給水ホースを修理または交換す
る。

水中の不純物が多い。 不純物の少ない水源を選ぶ。
水を吸い上げることができ
ない。

電源を入れたばかりで給水ホー
スの中に大量の空気が残ってい
る。

ハイパワーモードに切り替えて
給水ホースの中の空気を抜く。

給水ジョイントから空気が漏れ
ている。

給水ジョイントとホースをきつ
く締め直す。

ホースジョイントと給水ジョイ
ントの取り付けに不具合があり、
空気が漏れている。

ホースジョイントと給水ジョイ
ントを再度しっかりと取り付け
直す。

給水ホースのフィルター付き濾
過器が完全に水中に入っていな
い。

給水ホースのフィルター付き濾
過器を完全に水中に入れる。必
要に応じて、給水ホースのホー
スバンドに重り（例：石など）
を結びつける。

噴射までの待機時間が長い。 ECO（省エネモード）で運転し
ている。

ハイパワーモードに切り替える。

多機能ノズルのジョイントか
ら水が漏れている。

多機能ノズルが正しい位置に取
り付けられていない。

多機能ノズルを最後まで挿入し
た後に右いっぱい回して固定す
る。

多機能ノズルから水が漏れ
ている。

噴射モード切替つまみが正しい
位置まで回っていない。

噴射モード切替つまみのマー
クを正しい位置（白い点）、.
「カチッ」と音がする位置に合わ
せる。

ご注意
•	修理には、専門の工具が必要です。修理が必要な場合は、お客様サービスセンター（裏
表紙）にご依頼ください。
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保証書・アフターサービス
保証書（持込修理）

お買い上げいただいたBeautitec 製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定
に従い無料修理をおこないます。
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修理をお約束するもので
す。従ってこの保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対する
お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証の内容
お買い上げいただきました製品が本書の保証期間中に、取扱説明書、本体のラベル等
の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容により、お客様
サービスセンター（裏表紙）で無料修理をいたします。無料修理は部品の交換あるい
は補修により行います。また、取り外した不具合部品はお返しいたしません。
無料修理を受けられる期間は新品を購入した日から１年間とします。

■保証できない内容
●バッテリーパックは消耗品です（消耗品のため保証対象外になります）。
正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、バッテリーパックの寿命と
考えられますので、お客様サービスセンター（裏表紙）までお問い合わせください。
バッテリーパックの寿命は周囲温度、使用時間など、使用条件により異なります。
●次に示すものに起因すると判定される故障は、無料修理いたしません。
•.取扱説明書、本体のラベル等の注意書の指示に反する使用
•.保守整備の不備または誤使用
•.当社が提示している仕様の限界を超える使用（業務などで定格使用時間を著しく
超えた連続使用など )
•.当社が認めていない改造
•.純正部品以外の使用
•.ご使用者の不注意による故障 ( 凍結、落下などによる損傷・破損及びノズル詰ま
りなど )
•.業務で使用した場合

●次に示すものは無料修理いたしません。
•.経年変化により発生した不具合
•.プラスチックカバーなどの自然退色、給水ホースのひび割れ、部材劣化に伴う性
能低下など
•.使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象 (音、振動など )
•.台風、水害、雪害などの天災による不具合
•.薬品、塩害などに起因する不具合

●次に示すものの費用は負担いたしません。
•.消耗品 ( 給水ホース、ノズル、これらに類する消耗品 )
•.Beautitec 以外での修理
•.点検、清掃、調整、及び定期点検整備
•.この保証書に示す条件以外の補修費用など
•.本製品を使用できなかったことによる不便さ及び損失など (休業損失、商業損失など )
•.洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
•.正しく操作せずにケガを負った場合

●出張修理はいたしません。



販売元：株式会社Ｂｅａｕｔｉｔｅｃ
〒100-0011.東京都千代田区内幸町1-3-1
ホームページ：www.beautitec.co.jp
お問い合わせメール：info@beautitec.co.jp

■保証の適用
この保証は日本国内で使用される当社製品のみに適用されます。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

■修理の申し込み方法
下記の保証書の各項目にご記入いただき、お買い上げいただいた際のレシート /納品
書を添付の上、お客様サービスセンターまで修理をお申し付けください。
製造番号 (S/N.NO.) は、本体の裏側に貼られているラベルに記載されています。
お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の
安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

型番：KB007 保証期間：1年 製造番号（S/N.NO.）：

お買い上げ日：　　　　年　　月　　日

お

客

様

ご住所：

お名前：

電話：

販

売

店

ご住所：

お名前：

電話：

（故障状況）

保証書・アフターサービス

お客様サービスセンター
〒332-0004
埼玉県川口市領家1-24-36
TEL：.0570-088-660
受付時間：.10：00～17：00
　. . 月～金（祝日を除く）

2022年4月　第4版発行

製品の取扱いかた、修理のご相談窓口


