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安全上のご注意
• 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。

製品の取扱いについて
洗浄剤・灯油・ガラス片・針・タバコの灰・
湿ったごみ・液体・マッチなどを吸引しない

充電する前に必ず本体の電源を切る、充
電中に本体を使用しない
• 感電・故障の原因になります。

• 感電・火災の原因になります。

保管・使用してはいけない場所

製品の中に水やその他の液体を入れた
り、製品の上にこぼしたりしない

発熱器具、引火性物質の近くで保管・使
用しない

• 感電・火災の原因になります。

お手入れ以外の分解、改造をしない

• 感電・火災・けがの原因になります。

• 火災・けが・変色・変形の原因になります。

湿度が極端に高い場所で保管・使用しな
い

子供だけで操作させない

• 感電・火災・けがの原因になります。

異常な音がする、高温になるなど、異常な状
態になった場合は、直ちに使用を中止する

• 故障・火災の原因になります。

• 感電・けがの原因になります。

• けが・故障の原因になります。

お手入れ、清掃を行うときは、必ず電源
をオフにし、充電プラグを抜く
• 感電・けがの原因になります。

本体 (リチウムイオンバッテリー内蔵 )
を火中に投入しない。
• 爆発・火災・けがの原因になります。
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周囲温度が 5℃以下、40℃以上になる場
所で保管・使用しない
直射日光の当たる場所に置かない

• 火災・変色・変形の原因になります。

ACアダプター・コードを正しく
使用する
付属の ACアダプター以外を使用しない
• 感電・火災の原因になります。

安全上のご注意

交流 100V以外のコンセントを使用しない
• 感電・火災の原因になります。

ACアダプターのプラグを抜くときは、
コードを引っ張らない

付属の ACアダプターは、交流 100 ～
240V対応となっておりますが、日本国
内で使用する場合は、交流 100Vのコン
セントを使用してください。

• 感電・火災の原因になります。

濡れた手でACアダプターと本体を扱わない

• 感電・火災の原因になります。

• 感電の原因になります。

ACアダプターのプラグ、コードが破損
している場合は使用しない

ACアダプターのコードを破損させる、破
壊する、加工する、
無理に曲げる、
引っ張る、
捻じるなどしない
ACアダプターのコードに重いものを載
せたり、コードを挟み込んだりしない
• 感電・火災の原因になります。

• 感電・火災の原因になります。

製品の取扱いについて
製品を高い場所から落としたり、強い衝
撃を加えない
製品の清掃にベンジン・アルコール・シ
ンナーなどは使用しない

• ひび割れ・変色・変質などの原因になり
ます。

フィルター、集塵カップ、ファブリック用ブ
ラシ、ブラシ付き隙間ノズル、モーターヘッ
ドの回転ブラシを水洗いするときは洗剤
を使わない

• 樹脂部品の変色・変質の原因になります。

フィルター、集塵カップ、ファブリック用ブ
ラシ、ブラシ付き隙間ノズル、モーターヘッ
ドの回転ブラシは水洗いの後、十分に乾燥
しないまま本体に装着しない
• 性能低下・故障などの原因になります。

集塵カップ及びフィルターが正しく装着
されていない状態で使用しない
• 故障の原因になります。

• 性能低下・故障などの原因になります。

本体の吸込口に物を入れない、吸込口を
塞いだまま使用しない

安全上のご注意

• 破損・故障の原因になります。

本体運転中に、ビニール袋・飴の包み紙・大
きめの紙片などを吸い込んだまま運転しない

• 気流を妨げ、性能低下・故障などの原因
になります。

Beautitecオリジナルの付属品のみを
ご使用ください
• 故障の原因になります。

リチウムイオンバッテリーについて
長期間使用しないときは、3か月に 1回
充電を行う

• 電源が切れてもバッテリーは少しずつ消費
されます。バッテリー（内蔵）の残量が無
いまま長期間放置すると、バッテリーの寿
命が短くなるおそれがあります。

長期間保管した後に使用するときはフル
充電する

• バッテリーの寿命が短くなるおそれがあ
ります。

リチウムイオンバッテリーのリサイクルについて
本体は、リチウムイオンバッテリーを内蔵しております。リチウムイオンバッ
テリーはリサイクルできる貴重な資源です。本体を廃棄する際は、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
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（ハンディ）× 1

ファブリック用ブラシ × 1

スティック × 1

ブラシ付き隙間ノズル × 1
AC アダプター × 1

LED ライト付きモーターヘッド × 1

本体（ハンディ）
電源ボタン

取扱説明書（本書）× 1

シリコンカバー付き
充電ジャック
グリップ

LEDランプ

ストラップ

パワー連動
ランプ

ワンタッチ
オープンボタン
集塵カップ

パワー調節
タッチパネル

ふた
吸込口
接続部
リリースボタン

リリースボタン

ファブリック用ブラシ
接続部

吸込口

スティック

ブラシ付き隙間ノズル
接続部

LEDライト付き
モーターヘッド
ローラー
ストッパー

吸込口
接続部
リリースボタン

吸込口

ACアダプター
プラグ
コード

ブラシ
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LEDライト
充電プラグ

本体を充電する
ご使用前に、本体に内蔵されているバッテリーをフル充電してからお使いください。

ご注意

• ご使用の前に必ずフル充電を行ってから、使用してください。
• 充電時間は約 3 ～ 4 時間です。バッテリーの状態、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。
• 掃除中にバッテリーの容量が低くなると、保護回路が働き、電源が切れて本体が自動停止
します。その場合は本体を充電してください。
• 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 本体の充電ジャックのシリコンカバーを外す

シリコンカバー

2 充電プラグを充電ジャックに差し込み、ACアダプターのプラグをコンセントに
差し込む

充電を開始します。充電中はLEDランプが点滅します。充電が完了するとLEDランプ
が点灯します。
コンセント

LEDランプ

プラグ

充電プラグ
充電ジャック

3 充電が完了したら、ACアダプターのプラグをコンセントから抜き、充電プラグ
を本体の充電ジャックから抜く

充電ジャックのシリコンカバーを元に戻してください。

● LED ランプの表示について
ランプの表示

点滅（白）
点灯（白）
点滅（赤）

表示内容

充電中
充電完了
要充電
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各部のなまえ 本
/ 体を充電する

ACアダプター

アタッチメントを取り付ける
掃除の目的に合わせてアタッチメントを取り付けることにより、最適な掃除をすること
ができます。アタッチメントの取り付け、取り外しは電源をオフにしてから行ってくだ
さい。

取り付けかた
アタッチメントの接続部を本体、またはスティックの吸込口に合わせて、カチッと鳴る
まで奥に差し込みます。

本体

本体

吸込口
接続部

LEDライト付き
モーターヘッド

ブラシ付き隙間
ノズル

吸込口
接続部

接続部

接続部

ファブリック用
ブラシ

スティック

●ブラシ付き隙間ノズルのブ
ラシとノズルの切り替え
吸込口
接続部

LEDライト付き
モーターヘッド
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ブラシ付き隙間
ノズル

接続部

接続部

ファブリック用
ブラシ

アタッチメントを取り付ける
取り外しかた
●スティック、LED ライト付きモー
ターヘッドの取り外し

本体、またはスティックの連結ボタンを
押しながら矢印の方向に引っ張ります。

連結ボタン

●ファブリック用ブラシ、ブラシ付き
隙間ノズルの取り外し

本体、またはスティックをしっかりと握
り、もう片方の手でブラシまたはノズル
を矢印の方向に引っ張ります。

連結ボタン

連結ボタン

アタッチメントを取り付ける
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掃除する
本体（ハンディ）で掃除したり、掃除す
る場所に合わせてアタッチメントを選ん
で掃除ができます。

運転を開始する／停止する

1 電源ボタンを押す

電源が入り、運転を開始します。LED
ランプが点灯します。

ご注意

• 充電中に電源ボタンを押しても運転
は開始しません。

電源ボタン
LEDランプ

4 電源ボタンをもう一度押す

電源をオフにし、運転を停止します。
LEDランプが消灯します。

アタッチメントを選んで.
掃除する
●床のお掃除.

（本体 + スティック +LED ライト付き
モーターヘッド）

フローリングやカーペットなどの床の掃
除には、自走式のモーターヘッドのブラ
シが床の隙間のごみも効率よくかきだし
ます。
家具の下や部屋の隅などの掃除にはヘッ
ドが自在に回転、また LED ライトにより
暗い場所でもごみやほこりを確認しなが
ら掃除できます。
※ブラシは簡単に取り外して水洗いできます。
（11 ページ）

2 掃除する場所に吸込口をあてて掃除

本体

する

3 パワー調節タッチパネルを指でスラ
イドし、吸引力を調整する

吸引力の強さがパワー連動ランプに表
示されます。

スティック
パワー連動
ランプ

標準 強

パワー調節
タッチパネル

LEDライト付き
モーターヘッド

標準

強
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180°左右回転

90°上下回転

掃除する
●高い所や家具の隙間などのお掃除.
（本体 + スティック + ブラシ付き隙間
ノズル）

手の届かない高い所の器具、カーテンや
壁などもスティックとの組み合わせで掃
除ができます。家具の隙間などの掃除に
も便利です。掃除する場所に合わせてノ
ズルとブラシを切り替えてください。

●キーボードや窓のレールなどのお
掃除（本体 + ブラシ付き隙間ノズル）
キーボードや窓のレールなどの掃除には、
ブラシ付きノ隙間ズルが便利です。隙間
はノズルで、ほこりの多いところはブラ
シに切り替えて掃除ができます。

本体
本体
ブラシ付き
隙間ノズル
スティック

●ソファやベッドのお掃除.

（本体 + ファブリック用ブラシ）

布団やマットレスからほこりやハウスダ
ストを取り除きます。ソファーやクッショ
ン、デリケートなファブリックのお掃除
にも最適です。

ブラシ付き
隙間ノズル

本体

掃除する

ファブリック用
ブラシ

●その他日常のお掃除.
（本体）

身の周りの見えるごみの掃除に便利です。

本体
（ハンディ）
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ごみを捨てる
ごみが集塵カップの「最大」のマークを
超えたら、ごみを捨ててください。ごみ
はワンタッチオープンボタンで簡単に捨
てることができます。

集塵カップ

1 ワンタッチオープンボタンを押す

ワンタッチで集塵カップのふたが開き
ますので、ごみを捨てます。

集塵カップ

ワンタッチオープンボタン

▼

ふた

2 集塵カップのふたを閉める

ごみを捨てたら集塵カップのふたを閉
めます。
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お手入れの方法
集塵カップとフィルターの
お手入れ
ごみが詰まって吸引力が弱くなりました
ら、集塵カップを取り外して、フィルター
のごみを取り除いてください。

●集塵カップを取り外す

集塵カップのリリースボタンを押しなが
ら、集塵カップを矢印の方向に引いて外し
ます。

フィルターは、HEPA フィルター、スポ
ンジフィルター、メタルフィルターに分
解できます。
HEPAフィルター

スポンジフィルター

メタルフィルター

ブラシ付き隙間ノズルのブラシでメタル
フィルターなどの汚れを取り除きます。
リリースボタン

集塵カップ

●フィルターを取り外す

フィルターのつまみを引っ張り、集塵カッ
プからフィルターを取り外します。
つまみ
フィルター

集塵カップ

集塵カップ、HEPA フィルター、スポン
ジフィルター、メタルフィルターは水洗
いできます。洗剤は使用せずに水洗いし
てください。丁寧に水洗いした後は、直
射日光を避けた風通しの良い場所で十分
に乾燥させてください。

洗剤は使わない

• 樹脂部品の変色・変質の原因になります。

●フィルター、集塵カップを取り付
ける

取り外した手順と逆の手順でそれぞれの
フィルターを取り付け、集塵カップにフィ
ルターを戻した後、集塵カップを本体に
取り付けます。
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ゴミを捨てる お
/ 手入れの方法

●集塵カップ、フィルターを水洗い
する

お手入れの方法
LED ライト付きモーター
ヘッドのお手入れ
回転ブラシにごみが付着して吸引力が弱
くなりましたら、モーターヘッドから取
り外してごみを取り除いてください。

●回転ブラシを取り付ける

回転ブラシをヘッドに戻し、ストッパー
を取り付けてください。
回転ブラシ

●回転ブラシを取り外す

回転ブラシはストッパーを外すと簡単に
取り外せます。
ストッパー

ストッパー

回転ブラシ

●モーターヘッド外観のお手入れ

柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。

●回転ブラシを水洗いする

回転ブラシは水洗いできます。洗剤は使
用せずに水洗いしてください。丁寧に水
洗いした後、直射日光を避けた風通しの良
い場所で十分に乾燥させてください。

洗剤は使わない

• 樹脂部品の変色・変質の原因になります。
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本体、スティック、ファブ
リック用ブラシ、ブラシ付
き隙間ノズルのお手入れ
柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。

収納と保管
収納

保管

ストラップを壁などのフックに掛けて収
納できます。

長期間使用しない場合は、フル充電して
から風通しの良い場所で保管してくださ
い。

ご注意

• 電源が切れてもバッテリーは少しずつ消
費されます。バッテリーの残量が無いま
ま長期間放置すると、バッテリーの寿命
が短くなるおそれがあります。長期間使
用しないときは、3 か月に 1 回充電を行っ
てください。

お手入れの方法 収
/ 納と保管
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故障かな？と思われたときは・仕様
症状

主な原因

電源ボタンを押し バッテリーの残量が少ない。
ても動作しない。
LED ラ ン プ（ 赤 ）
が点滅している。
集塵カップのごみがいっぱいに
なっている。
フィルターが汚れている。
吸引力が弱い。
バッテリーの残量が少ない。
充電時間が不足している。
充電後の使用時間
バッテリーが劣化している。
が短い。
運転中に停止する。

吸込口が塞がっている。
ブラシにごみが詰まっている。

処置

本体を充電する。

集塵カップの中のごみを捨て
る。
フィルターを水洗いする。フィ
ルターを水洗いしても吸引力が
戻らない場合は、交換用フィル
ターと交換してください。
本体を充電する。
本体を充電する。
バッテリー（内蔵）は交換でき
ません。
吸込口を塞いでいるものを取り
除く。
ブラシ内のごみを取り除く。

ご注意

• 修理には、専門の知識と工具が必要です。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。

仕様
品名／型番
サイズ
重量
充電時間
連続運転時間
集塵カップ容積
AC アダプター

ご注意

マジック クリーン スリム／ YM53
スティック時：1061 × 223 × 129mm
ハンディ部分：457 × 76 × 65mm
スティック時：1.3kg
ハンディ：0.7kg
3 ～ 4 時間
LED ライト付きモーターヘッド使用時
強モード 14 分 / 標準モード 28 分
150ml
定格入力電圧 100 ～ 240V 0.4A 周波数 50/60Hz
定格出力電圧 18V
500mA

• 連続運転時間は周囲の温度、使用条件により異なります。
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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
/ 証書・アフターサービス
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故障かな？と思われたときは・仕様

■保証できない内容
●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 ( 落下などによる損傷・破損など )
• 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、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
• 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 )
• 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。

保証書・アフターサービス
■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、本体の集塵カップを外した内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：YM53
お買い上げ日：
お
客
様
販
売
店

保証期間：1年
年

月

製造番号（S/N NO.）
：
日

ご住所：
お名前：
電話：
ご住所：
お名前：
電話：

（故障状況）

製品の取扱いかた、修理のご相談窓口

お客様サービスセンター

TEL：0570-088-660
受付時間： 10：00～17：00
		
月～金（祝日を除く）

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
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