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¡ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、
正しく安全にお使いください。 

¡「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を
確かめて、販売店からお受け取りください。 

¡「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。 
※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。
また、アフターサービスもできません。 
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この取扱説明書は、再生紙を使用しました。 

三菱掃除機（家庭用） 

形名 

�������（ パワーアシスト機能 パワーブラシ） 
取扱説明書 

安全のために必ずお守りください �

組み立てましょう＜各部のなまえ＞ �

使ってみましょう 
　¡操作部の使いかた、表示ランプ  
　¡上手なお掃除 �
　¡スタンド収納する !

知っておいていただきたいこと "#
　¡この掃除機の特長について 
　¡お掃除中によくあるトラブル 
　　　・ホースに異物がつまった 
　　　・急に運転が停止した 
　　　・吸込力が弱くなった 
　　　・紙パックがセットできない 
　　　・ホースを本体に差込みにくい 
故障かな？ " 
別売品 "�
保証とアフターサービス "�
仕様 

紙パックの交換 "$
お手入れ 
　¡クリーンHEPAボックス "%
　　(プレフィルター・バイオHEPAフィルター) 
　¡パワーブラシ "& 
　¡抗菌フィルター "� 
　¡ちりすきノズル "�
　¡本体・伸縮パイプ "�
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使
う
ま
え 

安全のために必ず　お守りください 安全のために必ず　お守りください 

警告 

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。 

誤った取扱いをしたときに、死亡や
重傷に結びつく可能性のあるもの。 

誤った取扱いをしたときに、傷害また
は家屋・家財などの損害に結びつくもの。 注意 警告 

■本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。 

指などを 
はさまない
ように注意 

水ぬれ 
禁止 

ぬれ手 
禁止 

接触禁止 火気禁止 

禁止 分解禁止 

電源プラグ
を抜く 

指示を 
守る 

いたんだ電源コード・プラグ、 
差し込みのゆるいコンセント 
は使わない 

感電・ショート・発火の原因になります。 
禁止 

電源コードを回転ブラシに 
巻き込まない 

電源コードがいたみ、 
感電の原因になります。 

禁止 

運転中は回転ブラシ 
に触れない 

けがの原因になります。 
特に小さなお子さまにご注意ください。 

接触禁止 

電源は交流100Vで定格15A 
以上のコンセントを単独で使う 

他の器具と併用すると、 
分岐コンセントが異常発熱して 
火災・感電の原因になります。 

100V・ 
15A以上 

引火性のあるものや火気のあるもの・ 
液体を吸わせない 

火災・感電の原因になります。 
禁止 

灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、
トナーなどの可燃物、たばこの吸い
がら、水、飲みものなど （ ） 

水ぬれ禁止 

水洗いしない、風呂場などでは使わない 

感電する場合があります。 

クリーンHEPAボックス、 
各フィルター、 
ちりすきノズルは
洗えます （ ） 

ぬれ手 
禁止 

電源プラグはぬれた手で 
抜き差ししない 

感電の原因になります。 

電源プラグはコンセントの 
奥まで確実に差し込む 

差し込みが不完全だと、感電や 
発熱による発火の原因になります。 

奥まで 
差し込む 

禁止 

電源コードや電源プラグを傷つけない 

破損して、火災・感電の原因になります。 

重いものをのせたり
しない、無理に曲げ
たりしない、引っぱっ
たりしない （ ） 

お手入れのときは 
電源プラグを抜く 

感電の原因になります。 抜く 

電源プラグのほこり等は 
定期的に乾いた布で 
拭き取る 

電源プラグにほこり等がたまると、 
湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 

ほこりを 
とる 

分解禁止 

改造しない、 
分解・修理しない 

火災・感電・けがの原因になります。 
修理は、お買上げの販売店または、「三菱電機  
修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。 

パ
ワ
ー
ブ
ラ
シ
表
示 

取
扱
説
明
書
表
示 

注意 

禁止 

吸込口をふさいで 
長時間運転しない 

過熱による本体の 
変形・発火の原因 
になります。 

禁止 

排気口をふさがない 

火災の原因になります。 
電源コードを巻取るときは 
電源プラグを持つ 

電源プラグが 
あたって、けがを 
することがあります。 

電源プラグを 
持つ 

禁止 

ホース・パイプ・ 
本体のピン穴に 
金属物を入れない 

感電することがあります。 

禁止 

排気口・電源コード引き出し口に
手や足を長時間近づけない 

排気により、やけどを 
することがあります。 

禁止 

ガソリン・ベンジン・シンナーなど、 
引火性のものの近くで使わない 

爆発や火災の原因になります。 

火気禁止 

火気に近付けない 

¡本体の変形によるショート・ 
　発火の原因になります。 
¡排気でストーブの火などが 
　大きくなり、火災の原因になります。 

電源コードは電源プラグを 
持って抜く 

感電やショートして 
発火することがあります。 

電源プラグを 
持つ 

使い終わったら電源プラグを抜く 

けがややけど、絶縁劣化による感電・ 
漏電火災の原因になります。 抜く 

故障などを防ぐために 
この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。 

■ホースを傷つけない、 
　傷ついたホースを使わない 

■クリーンHEPAボックスを 
　はずしたままお掃除しない 
　（故障の原因になります） 

¡ホースを持ってぶらさげない 
¡ホースを傷つけたりしない 
　（感電の原因になります） 
¡破れたり、傷ついた 
　ホースを使わない 

■次のようなものは吸わせない 

¡水などの液体や、湿ったゴミ 
¡ガラス、針、刃物などの鋭利なもの 
¡多量の砂・コーヒー豆などの 
　かたいもの・粉など 
¡長いひも・じゅうたんのふさなど 
　（回転ブラシに巻きついて、回転
が止まる原因になります） 

■殺虫剤などをかけない 

■ホースの端子部に 
　さわらない 

■手元パイプや伸縮パイプ 
　の先で吸わない 
　（ブラシ・ノズル等を 
　つけて使用してください） 

■本体の上に 
　乗らない 
　（特にお子さまには 
　ご注意ください） 
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使
う
ま
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伸縮パイプの長さ調節 

伸縮ボタンを押しながら、長さを調節する 
（47～75cmに調節できます） 
指をはさまないよう、注意してください 

カチッ 

吸ったゴミがたまります。 

組み立てましょう＜各部のなまえ＞ 
付属品 

伸縮パイプ 
（のびのびパイプ） 

ホース 

ちりすきノズル 

紙パック 1枚 
本体に装着 
されています 

ピン 

ピン穴 

着脱ボタン 

¡ホース・伸縮パイプ・パワーブラシは、「カチッ」と音がするまで確実に
差し込んでください。 

¡はずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。 
¡組み立てるときは、指をはさまないようにご注意ください。 

組み立てかた 

パワーブラシ 

ホース 

ふた 

ホース差込口 

前とっ手 
本体を起こす 
ときに使います。 

持ち運ぶとき 
に使います。 

360度 
回転します 

本体ハンドル 

車輪 

いたんだ電源コードや電源
プラグ、差込みのゆるいコン
セントは使わない 

警告 

¡電源コード引き出し口より、電源コード冷却用のク
リーンな排気が出ます。 

¡コード巻込みボタンより、わずかな排気が出ます。 
¡電源コード・電源プラグ・排気の温度が熱く感じる
ことがありますが、異常ではありません。 

お
知
ら
せ 

組み立てましょう＜各部のなまえ＞ 

カチッ 

カチッ 

カチッ 

印（　）を上面に 
してしっかり差込む 

保護装置 ���

伸縮ボタン 
伸縮パイプの裏側 

本体内部 
クリーンHEPAボックスは必ず取りつけてください。取りつけないと、 
ふたが閉まりません。そのまま運転すると故障の原因となります。 

クリーンHEPA 
ボックスを取り出す 
ときに使います。 

クリーンHEPA 
ボックスを取り出す 
と閉まります。 

カチッ 

���

抗菌フィルター 
（排気口） ���

ボタン 

ボタン 
ボタン 

クリーンHEPA 
ボックス 

ハンドル 

紙パック クリーンHEPA 
ボックスふた 
¡プレフィルター 

¡バイオHEPA 
　フィルター 

ヘ　パ 

ヘ　パ 

ヘ　パ 

���

���

紙パックの予備がないときは・・・ 
紙パックをセットせずに、ゴミを直接クリーン
HEPAボックスにためてお掃除することができます。 
お掃除のあとは、必ずお手入れしてください。  
紙パックなしで使い続けずに、できるだけ早めに紙
パックをお買い求めください。 ���

���

���～��

手元パイプ 

伸縮パイプ 

ストッパー 

ちりすきノズル 

ちりすきノズルの収納と使いかた 
吸いつき防止穴に、ノズルホルダー
をまっすぐ差込む 

はずすときは、 
ちりすきノズルを 
引き抜く。 

収納 

��～	・��

コード巻込みボタン �
・	

ちりすきノズルをしっかりねじ込む 使いかた 

植毛部を使うときは、 
ボタンを押して 
スライドさせる 

吸いつき 
防止穴 

ノズルホルダー 

パワーブラシを振ると「カラカラ」と音がしま 
すが、構造上のもので異常ではありません。 

ブラシカバー 左 
（植毛付） 

ブラシカバー 右 
（植毛付） 

伸縮パイプ・手元パイプ 
に取りつけられます 

しっかり吸込みたいときは、「植毛部なし」で 
お使いください。 

本体操作部・表示部 �
～�

電源コード・ 
電源プラグ 

パワーブラシ 

特長 

（　　　） イオンモーター 
アシストブラシ 

�	

「カチッ」と音がして固定 
されたことを確認する。 

床面をお掃除しながら、ボタンに触れないでください。 
急に縮むことがあります。 

＋ 

シャッター 

お忘れ防止ストッパー ���

パワーブラシ裏面 

回転ブラシ 

つぎ手 

シャフトバー 

回転ストッパー 
パワーブラシを床面
から浮かせると、安全
のために回転ブラシ
の回転を止めます。 

ふきブラシ 

手元操作部 �
～�

���
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使
い
か
た 

使ってみましょう＜操作部の使いかた、　表示ランプ＞ 

電源プラグを 
コンセントに差込む 

約１０秒間だけ吸込風量が増えます。 
(「標準」「ナイトモード」ともに同じ 
吸込風量になります) 
そのあと元の運転に戻ります。 

ナイトモードにすると、「強・中・弱」それ
ぞれの吸込力が約半分になります。 

しっかり 

押す 

押す 

押す 

¡吸込力「標準 強」で運転を始めます。 

¡「ナイトモード」の設定になります。 

¡電源コードは、水平に引き出してください。 
¡電源コードは、黄マークをめやすにして引き出
し、赤マーク以上引き出さないでください。 

お
ね
が
い 

運転を 
停止するときは 

押す 

ご使用後は必ず「切」にし、
電源プラグを抜く 注意 

使ってみましょう＜操作部の使いかた、　表示ランプ＞ 

運転を開始する 

運転を切換える 

標準のお掃除 

静かにお掃除したいとき 
＜ナイトモード＞ 

一気に吸込みたいとき 
＜瞬間パワフル＞ 

本体操作部・表示部 

点灯したことを 
確認する 

手元操作部 
スイッチに凸マーク
がついています。 

「入」スイッチ 

「切」スイッチ 

ゴミすてサイン（赤） 
¡「標準　強」のときに、紙パックの交換時期、 
　またはクリーンHEPAボックスのお手入れ時期
を、点灯・点滅でお知らせします。 ���

コード巻込みボタン 
¡押すと、電源コードを巻取ります。 　マーク
の中央部を、しっかり押してください。 

（本体操作部・表示部） 

（本体表示部） 

（手元操作部） 

（手元操作部） 

（手元操作部） 

ナイトモードボタン 
¡押すと、ナイトモードランプが点灯します。 
¡押すごとに、「標準」「ナイトモード」が切換わります。 

瞬間パワフル 
スイッチ 

¡押すと、パワーインジケーターが順番に
点灯をくり返します。 

¡すべての運転モードで使えます。 
¡停止した状態で「瞬間パワフル」スイッチ
を押しても使えます。（瞬間パワフル運転
のあと、「標準 強」になります） 

入スイッチ 
¡押すと、運転を始めます。 
¡押すごとに吸込力が 
　切換わります。 

切スイッチ ¡押すと、運転が止まります。 

強 弱 中 

吸込力の 
めやす 
（吸込仕事率） 

運転音の 
めやす 

強 ６００W※ 

５７dB

中 約５００W

約５６dB

弱 

強 

中 

弱 

約４００W

約５４dB

標　準 
ナイト 
モード 

約３００W

約５１dB

約２５０W

約５０dB

約８０W

約４９dB

※吸込仕事率は、紙パック非装着時のものです。 
　紙パック装着時は、約１０W低下します。 

押す 

マットなどの薄い敷物が吸いつくときは 
吸込力 

「中」または「弱」 

吸込力 
「弱」 ちりすきノズルの音が気になるときは 

お掃除場所 おすすめ運転モード こんなとき おすすめ運転モード 

床・たたみ 吸込力 
「中」 

吸込力 
「強」 じゅうたん 

¡回転ブラシの回転は、床・たたみでは「ふき・
みがき効果」、じゅうたんでは「毛足かき
だし効果」を発揮します。 

¡掃除場所に合わせて切換えてください。 

弱 
中 

強 

パワーインジケーター 
¡運転中のモードを、ランプの点灯でお知らせします。 
¡ブラシ回転ランプは、回転ブラシが回転するモード（「ナイト 弱」
以外 ）で点灯します。パワーブラシをはずしても点灯します。 

ナイトモードのとき→点灯 
標準のとき→消灯 

ナイトモードのとき→点灯 
標準のとき→消灯 

順番に点灯を 
くり返します 

瞬間パワフルのとき 標準のとき 

ナイトモード「弱」 
のときは消灯 

「ナイトモード 弱」では、回転ブラシ
は回転しません。 

「ナイトモード 弱」から切換えると、
瞬間パワフルの間だけ回転ブラシ
が回転します。 
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使
い
か
た 

約９４cm 約７２cm

使ってみましょう＜上手なお掃除＞ 

¡パワーブラシは、ゆっくりと床面に置いてください。落とすように置くと、
回転ストッパーが働いて回転しないことがあります。 

¡お掃除の際は、家具や壁に傷をつけないように、気をつけてください。 
¡パワーブラシを壁・床面に強く押しつけないでください。 
　傷つきの原因になります。 
¡砂ごみの上でパワーブラシを使うと、床面を傷つけることがあります。 
¡手元パイプや伸縮パイプの先で直接お掃除しないでください。 
　故障の原因になります。 
¡床面にこぼれた固形物（米粒等）がパワーブラシで吸い取りにくい場合は、
ちりすきノズルで吸い取ってください。 

¡ふきブラシ・ブラシカバー 左右（植毛付）が磨耗していると、床・たたみ
に傷をつけることがあります。お手入れの際に点検してください。 

お
ね
が
い 

使ってみましょう＜上手なお掃除＞ 
お掃除前の準備 
掃除場所に移動し、 
身長にあわせて 
伸縮パイプを調節する 

効果的なダニ退治 

¡こまめに掃除機をかける 
¡ソファーやぬいぐるみ、カーテンなどにも 
　掃除機をかける 
¡部屋や押入れの通風をよくし、湿気を外に出す 
¡シーツやふとんカバーはこまめに洗濯する 
¡寝具はこまめに乾燥し、乾燥後は掃除機を 
　かける 
　（ダニの死骸やフンもアレルギーを起こす 
　原因なので、しっかり吸い取る） 

��

あると便利な 
別売品 

お部屋を整とんしてから掃除機をかけると、
手際よくお掃除でき、電気のムダを省けます。 

スタンド収納のままで、持ち運ばないでください ��

���

じゅうたん 
¡押しつけずにゆっくり動かす 
¡毛足の長いじゅうたんは、毛を
逆立てるようにかける 

階段 

本体ハンドルを持って移動してください。 

¡パワーブラシやちりすきノズルで 

床・たたみ 
¡ゆっくり、目にそってかける 

¡伸縮パイプを最長にして、 
　ちりすきノズルで 

＜パワーブラシ＞ソフトバンパー ���

エアコン・換気扇のフィルター、 
照明器具 

¡伸縮パイプを最長にして、
ちりすきノズルで 

寝具やカーテン 
¡吸いついて動かしにくいときは、 
　「弱」または「ナイトモード」で 
¡別売のふとんブラシが便利です 

家具などのすき間 

運転音が気になるときは 
¡「ナイトモード」でお使いください 

ゴミを一気に吸込みたいときは 
¡「瞬間パワフル」でお使いください 

家具のすきま、壁際、サッシレール等のお掃除 
に便利です。 

��

��

壁際 
¡ソフトバンパーを軽く
押しつけるように 

家具 
¡手元パイプに、 
　ちりすきノズルを直接つけて 

サッシレールなど 
¡ちりすきノズルの先端部を
レールにあわせる 

新しいじゅうたんは、初めの
うち「遊び毛」が抜けます。 

お
知
ら
せ 

ちりすきノズルを使っていると、ゴミすてサイン
が点灯したり、本体が少し熱くなることがありま
すが、異常ではありません。ゴミすてサインが
点灯した場合は、ナイトモードでお使いください。 

���

��

＜スタンド収納のときは次のことに注意してください＞ 
¡ホースに触れないでください。ホースが揺れると不安
定になります。 

¡本体を引きずらないでください。床に傷がつくことが
あります。 

¡本体を持ち運ばないでください。伸縮パイプがはず
れることがあります。 

¡伸縮パイプをはずすときは、ゆっくり引き抜いてくだ
さい。パワーブラシがキャスター部に当たると、本体
が倒れる場合があります。 

お
ね
が
い 

¡使い終わったら電源プラグを抜く 
¡電源コードは電源プラグを持って抜く 
¡電源コードを巻取るときは、電源プラグを持つ 

注意 

¡安定の良い床面で行なってください。また、倒れた 
　ときに他の物が破損しない場所を選んでください。 
¡パワーブラシをつけたまま収納してください。 

スタンド収納する 

電源コードを巻取る �

本体を立て、本体の取りつけ穴 
にストッパーを差込む �

伸縮パイプを縮める �

¡確実に巻取らないと、 
　スタンド収納時に床面にプラグ刃があたります。 
¡一度で巻取れないときは、2～3m引き出して
から、再度巻取ってください。 

＜通常のスタンド収納＞ ＜低くしたいとき＞ 

コード巻込みボタン 

電源プラグを持ち、 
コード巻込みボタンを押す 

手元パイプをはずし、
ホースを伸縮パイプ
に巻きつける 

ストッパー 

取りつけ穴 
キャスター部 

軽い力でお掃除できます。 
＜パワーブラシ＞ 
パワーアシスト機能 

みがくようにお掃除できます。 
＜パワーブラシ＞ 
　マイナスイオン 

���

���

「ナイトモード　弱」では、さらに静かにお掃除 
できるように、回転ブラシが回転しません。 

デリケートな家具やピアノなどは、ちりすき
ノズルでお掃除しないでください。 

ベッドやソファーの下 
¡伸縮パイプをねかせて 

手元を下げると、 
低いところの 
お掃除ができます。 
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希望小売価格は、２００４年１０月現在のものです。 
変更する場合もあります。 

¡この掃除機は、抗菌及び消臭加工した極細の特殊
繊維に抗アレルゲン加工した紙パック MP-7 を使
用しています。雑菌・カビの増殖、排気のいやなに
おいやアレルゲンを抑え、微細なほこりもとらえます。 

ゴミすてサインの 
見かた 

交換用紙パックについて 

紙パックの交換 紙パックの交換 

紙パックボタンを 
押さないでください 
（紙パックがはずれます） 

奥まで確実に押し込む 
（シャッターが開きます） 

本体を押さえながら、ハンドルを
持って真上に引き出す 

ゴミすてのめやすです。 
紙パックを交換、またはクリーン
HEPAボックスをお手入れして
ください。 

¡紙パックが落ちないとき
は、クリーンHEPAボックス
を振ってください。

¡クリーンHEPAボックスの
汚れが気になったら、お手
入れしてください。 

¡ゴミがたまりすぎていると、
シャッターが閉まりにくくなり、
ゴミがこぼれる場合があり
ます。シャッターの突起を
持って閉じてください。 

¡紙パックを広げない
でください。

¡紙パックの端をはさみ込まないよう、注意してください。 

¡クリーンHEPAボックスが確実に取
りつけられていないと、お忘れ防止
ストッパーが働いてふたが閉まりま
せん。 

¡取りつけかたによっては、運転開始
時に「ピー音」がすることがあります
が、異常ではありません。 

人さし指でツマミを押しながら、親指で開ける 

クリーンHEPAボックスふた 

本体内部・ホース差込口にゴミが
落ちていたら、ふき取ってください 

紙パックを交換する �

���

台紙の上部を押込み、
フックにかける 

� クリーンHEPAボックスふたを開ける 

� 紙パックボタンを押して、紙パックをすてる 

� 新しい紙パックを取りつける 

� クリーンHEPAボックスふたを閉める 

次のようなときは、紙パックの交換、または 
クリーンHEPAボックスをお手入れしてください。  
　¡吸込力が弱いと感じたとき 
　¡綿ゴミやペットの毛が多いとき 
　　　風を通しやすいため、ゴミがいっぱいでも 
　　　点灯しないことがあります。 
　¡砂ゴミなどが多いとき 
　　　目づまりしやすいため風が通りにくくなって、
　　　ゴミが少なくても点灯することがあります。 

点灯 

モーターの過熱を防ぐために、
保護装置が働きました。 
　保護装置（本体） 

点滅 
���

掃除機の紙パックは機能部品です。三菱電機製の 
 純正 以外の紙パックを使用した場合、紙パックが
セットできなかったり、モーターの発煙・発火が発生
する恐れがあります。当社 純正 以外の紙パックを
使用した場合、紙パックに関する掃除機の性能・品
質の不良は保証期間内であっても有償となります
ので、ご注意ください。 

形　名 希望小売価格 抗菌・消臭 

○ MP-7 1,050円 
（税抜価格 1,000円） 

683円 
（税抜価格 650円） 

525円 
（税抜価格 500円） 

○ MP-3

－ 

抗アレルゲン 

○ 

－ 

－ MP-2

次の三菱電機製「掃除機用 純正 紙パック」を 
ご使用ください。 

フック 

「標準 強」のときに表示します。 
切換えて確認してください。 

お忘れ防止 
ストッパー 

パチン 

溝 

紙パック 

フック 
断面図 

台紙の矢印（h）
側を下にして、ク
リーンHEPAボッ
クスの溝に入れる 

ふたを開け、クリーンHEPA 
ボックスを取り出す �

ヘ　　パ 

クリーンHEPAボックス 
を本体に取りつけ、ふたを 
閉める 

�
ヘ　　パ 

紙パック 
ボタン 

ツマミ 

シャッター
が閉じます 

突起 

紙パックの交換 紙パックをすてる前に、「切」スイッチを押して電源プラグを抜いてください。 
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入
れ 

お手入れ お手入れ 

¡洗剤・漂白剤は使わないでください。 
¡暖房器・ドライヤーなどで乾燥しないでください。 

お
ね
が
い 

クリーンHEPAボックス（プレフィルター・バイオHEPAフィルター） 

プレフィルターを 
はずす 

�

ほこりを払い落とす �

プレフィルターを 

バイオHEPAフィルターに 
取りつける 

�クリーンHEPAボックスふたを 
開け、ゴミ（紙パック）をすてる 

�

汚れがひどいときは 

クリーンHEPAボックスふたが 
はずれてしまったときは 

クリーンHEPAボックスを本体から 
はずしたままで運転しないでください。 

つまみを内側に 
押しながらはずす 

片側を先に 
取りつけて、押込む 

新聞紙など 

クリーンHEPAボックスを 
本体に取りつける 

�
���

軽く水洗いしたあと、
振って水気を切り、
陰干しで充分乾燥
させてください。 
（乾燥が不充分だと、 
においの原因になり
ます） 

片方の突起を取りつけ、
クリーンHEPAボックス
を押しながら、もう片方
の突起を取りつける。 

プレフィルター バイオHEPAフィルターの外周 

外側を2～3回払う �

� ちりすきノズルの植毛部で内側の 
ほこりを払う 

バイオHEPAフィルターを傷つけないように 
注意してください。 

バイオHEPAフィルターの
外側（青い面）をちりすきノ
ズルで払うと、内側のゴミ
がクリーンHEPAボックス
内に落ちます。 

¡水洗いするときは、ブラシ等を使わないでください。
¡ひだを無理に広げたり、強く押したりしないでくだ
さい。穴があいたり、破損することがあります。 

¡ひだの間隔は均等でなくても性能上問題ありません。 
¡水洗い後、フィルターの白い面に色が残る場合が
ありますが、性能上問題ありません。 

プレフィルター・バイオHEPAフィルターは消耗品です。 
傷がついたり、穴があいたときは交換してください。 
¡プレフィルター→交換してください。 
¡バイオHEPAフィルター 
　→修理をご依頼ください。 

クリーンHEPAボックスごと 
丸洗いできます 

フィルターの外周に付着した
ゴミも取り除いてください 

紙パック未使用時 

紙パック使用時 汚れが気になったら、下記のお手入れをしてください。 

ゴミすて時に必ず下記のお手入れをし、早めに紙パック
をお買求めください。（お手入れしないまま使い続ける
と、汚れが落ちにくくなります） 

���

���修理窓口 

ブラシカバー 左右（植毛付）・回転ブラシ・ふきブラシは 
消耗品です。磨耗したら交換してください。 
¡ブラシカバー 左右（植毛付） 
¡回転ブラシ 
　→交換してください。 
¡ふきブラシ 
　→修理をご依頼ください。 

���

���修理窓口 

お手入れのときは電源プラグを抜く 警告 

ヘ　　パ 

ヘ　　パ 

ヘ　　パ 

＜　　　　　　　　　　　＞ 

¡回転ブラシに注油しないでください。故障の原因になります。 
¡回転ブラシの毛が変形していても、性能には影響ありません。 

お
ね
が
い 

回転ブラシをはずす �

回転ブラシのゴミを取り除く �

ゴミをちりすきノズルで吸い取る �

回転ブラシを取りつける �

からみついた 
糸くずや髪の毛など 
は、ハサミで切って 
取り除く 

溝にそって 
ハサミを入れる 

ちりすきノズルで
ゴミを吸い取る 

マイナスドライバー等
でスライドさせる 

①ギアをベルト
　にセットする 

③左の軸受
　を押込む 

¡回転ブラシを傷つけないように注意してください。 
¡回転ブラシは水洗いできません。 

パワーブラシ 

ブラシカバー 
(植毛付） 

ソフトバンパー 

ふきブラシ 
通気口 

回転ブラシ 

必ず伸縮パイプからはずしてお手入れしてください。 

ブラシカバー（左） 

ベルト ギア 

ツマミをスライドさせ、ブラシカバー 
をはずす 

�

� 回転ブラシを持ち上げ、ギアを 
ベルトからはずす 

回転ブラシを取りつける �

� ブラシカバーのツメをブラシにかけて、 
ツマミを確実に戻す 

ブラシカバー（右） 

②軸受を溝
　に入れる 

左 

右 

ツマミ 

ツマミ 

ツメ 

回転ストッパーに 
たまったゴミを 
吸い取ってください。 

左 

右 
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こ
ん
な
と
き 

¡異物がつまっているか確認し、つまっていたら取り除いてください 

急に運転が停止した 
本体が熱く感じる 

ホースに異物がつまった 本体が熱く感じる、吸込力が弱くなった、運転音が高くなった 

���

吸込力が弱くなった 
運転音が高くなった、排気・本体が熱く感じる 

¡紙パックにゴミがたまりすぎていませんか？
　→紙パックを交換してください。 

¡クリーンHEPAボックスにゴミがたまりす
　ぎていませんか？ 
　→お手入れしてください。 ���

���～��

¡保護装置が働いています。 
　　　　　　　　　　　　→保護装置（本体） 

＜吸込力で移動させる方法＞ 
①パワーブラシと伸縮パイプをはずす。 
②ホースをまっすぐになるように伸ばし、
　吸込力を「標準 強」にする。 
③運転しながらホースの手元パイプ部を、
　手のひらで「ふさぐ」「はなす」の動
　作を数秒ごとにくり返す。 

①ホースを本体から 
　はずす。 
②片側から単3電池等
　を入れる。 
 
 
反対側から出なければ、
異物がつまっています。 

＜細長いものでかき出す方法＞ 
①針金ハンガーなど、弾力のあるもの
　を伸ばす。 
②先端を曲げ、異物に引っかけて取り
　出す。（ホースジャバラ部を破かない
　ように注意してください） 

点検のしかた 取り出しかた 

必ず先端を被覆ごと 
指先程度の幅に 
ペンチ等で曲げる 

アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかない
でください。変質や変色の原因になります。 

お
ね
が
い 

■水ぶきする 

水またはうすめた中性洗剤を 
含ませ、しぼった布でふく 
（静電気も発生しにくくなります） 

お手入れ（つづき） お手入れ（つづき） 
ちりすきノズル 

本体・伸縮パイプ 

お掃除中によくあるトラブル 

この掃除機の特長について 

暖房器・ドライヤーなどで乾燥しないでください。 おねがい 

ちりすきノズルは消耗品です。 
植毛部が摩耗したら 
交換してください。 

■ゴミがからんだら 

■汚れがひどいときは 

■植毛部にくせがついたら 

吸いながら、ようじなどを
使って取る 

うすめた中性洗剤で洗った
あと水洗いし、陰干しでよく
乾燥させる 

約５０℃のお湯にしばらく
つけ、陰干しでよく乾燥
させる 

���

知っておいていただきたいこと 知っておいていただきたいこと 

＜ソフトバンパー＞ 
バンパーが壁に密着するので、壁際のゴミもよ
く取れます。家具へのあたりもソフトです。（回
転ブラシの植毛部とソフトバンパーが接触して
いても、性能上問題ありません） 
　 
＜マイナスイオン＞ 
パワーブラシ植毛部に、床面との摩擦でマイナ
スイオンを発生させ、プラスイオンに帯電した
ほこりを吸着させ、細かいほこりまで吸込みます。 

＜パワーアシスト機能＞ 
大口径の回転ブラシが回転
するため、特にじゅうたん上
でパワーブラシを動かしやす
くなりました。（ただし、毛足
の長いじゅうたんや、薄いマッ
トの上では、パワーアシストの
機能が発揮されないことがあ
ります） 

パワーブラシ（イオンモーターアシストブラシ） 
＜バイオHEPAフィルター＞ 
バイオテクノロジー技術を
応用し、イヤなにおいの元
となる細菌やバクテリアを
酵素の力で分解します。 

バイオ除菌脱臭 

アレルパンチ紙パック 

点灯 

市販の圧縮袋などを使用していませんか？ 
吸込口を長時間密閉すると、本体に負担がかか
り、保護装置が働きます。使用しないでください。 （ （ 

暖房器・ドライヤーなどで乾燥しないでください。 おねがい 

上側に指を 
かけてはずす 

下側のツメを 
入れる 

上側を押込む 

うすめた中性洗剤で 
洗ったあと水洗いし、 
陰干しでよく乾燥させる 

パチン 

抗菌フィルター 
抗菌フィルターを 
はずして洗う �

抗菌フィルターを 
取りつける �

ヘ　パ 

ダニの死がい・フンや花粉な
どのアレルゲンを天然ポリフェ
ノールで抑制します。 

紙パックがセットできない、ホースを本体に差込みにくい 

���～��

¡紙パックをきちんと取りつけていますか？ 
　→クリーンHEPAボックスの溝にほこりがたまって
　　いないか確認し、紙パックを正しく取りつけてくだ
　　さい。 ���

¡三菱電機製の 純正 以外の紙パックを使用し
　ていませんか？ 
　 純正 以外の紙パックの使用は、故障の原因となり
　　ます。 → 純正 紙パックをご使用ください。 
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こ
ん
な
と
き 

故障かな？ 故障かな？ 
こんなとき 調べるところ・直しかた 調べるところ・直しかた 

お
掃
除
中
に
よ
く
あ
る
ト
ラ
ブ
ル 

保護装置 

こんなとき 

���

���

運転しない 
¡ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。　→取り除く。 

¡電源プラグ、ホースが確実に差込まれていますか。　→差込み直す。 ��・�

ふたがきちんと 
閉まらない 

¡クリーンHEPAボックスを取りつけていますか、また、正しく取りつけられていますか。 
　　→クリーンHEPAボックスを正しく確実に取りつける。 ���

¡以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げ
の販売店か、お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。 

¡保証とアフターサービスについては、次のページをご覧ください。 

本体や排気が熱く感じる ¡空気の流れでモーターを冷却しているため排熱であたたかくなります。異常では
ありません。 

本体から風がでる ¡抗菌フィルター・電源コード引き出し口・車輪から、クリーンな排気がでています。
異常ではありません。 

¡プレフィルター・バイオHEPA 
　フィルターが目づまりした 
¡吸込口を密閉したまま連続運転した 
¡ホース、伸縮パイプ、パワーブラシに 
　ゴミなどがつまったまま、連続運転した 
¡先の細い吸口を連続使用した 

���

��

���

①プレフィルター・バイオHEPAフィルターをお手入
れする 
②ホース、伸縮パイプ、パワーブラシにゴミがつまっ
ていたら、取り除く 
　→「入」スイッチを押せば運転します。 
　　運転しないときは、少しお待ちください（時間は
　周囲温度によって異なります）。 

¡回転ブラシを回転させたまま、 
　長時間放置した 
¡回転ブラシを床に強く押しつけた 
¡回転ブラシに異物が巻きついた 

①運転を「切」にし、電源プラグを抜く 
②巻きついた異物を取り除く 
　→保護装置が解除されるまで、約５～１０分お待ち
　ください（時間は周囲温度によって異なります）。 

本体 

下記の状態を続けると、パワーブラシの過熱を防ぐために保護装置が働き、回転ブラシの回転が
自動的に停止します。 パワーブラシ 

原
因 

原
因 

直
し
か
た 

直
し
か
た 

参照 
ページ 

参照 
ページ 

¡紙パック、またはクリーンHEPAボックスにゴミがたまりすぎていませんか。 
¡フィルター類が目づまりしていませんか。（プレフィルター・バイオHEPAフィルター） 
¡ホース・伸縮パイプ・パワーブラシにゴミなどがつまっていませんか。 
¡ちりすきノズルなどの先の細い吸口を長時間使用していませんか。 

　→本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。 

急に運転が 
停止した 
　 
運転音が高くなった ¡市販の圧縮袋を使用していませんでしたか。 

���

���

モーターの過熱を防ぐために保護装置が働き、次のどちらかの状態になります。 
 ¡「ゴミすてサイン」が点灯し、本体の吸込力が自動的に低下 
 ¡「ゴミすてサイン」が点滅し、自動的に停止 

¡パワーブラシに異物がつまっていませんか。　→取り除く。 

ホースが縮む ¡ホースに異物がつまっていませんか。　→点検し、異物がつまっていたら取り除く。 

¡伸縮パイプに異物がつまっていませんか。　→取り除く。 

���

���

¡フィルター類が目づまりしていませんか。（プレフィルター・バイオHEPAフィルター）
　→お手入れする。 

¡クリーンHEPAボックスやフィルターなどの部品が正しく取りつけられていますか。
　→正しく取りつける。 

吸込力が 
弱くなった 

¡ホースに異物がつまっていませんか。　→点検し、異物がつまっていたら取り除く。 

¡ゴミすてサインが点灯していませんか。 
　　→紙パックを交換する、またはクリーンHEPAボックスをお手入れする。 

���

���

¡ナイトモードになっていませんか。　→本体表示部を確認する。 ��～�
���～��

���～��

���～��

���～��

¡伸縮パイプに異物がつまっていませんか。　→取り除く。 

���・�	

���

���

¡紙パックまたはクリーンHEPAボックスに、ゴミがたまりすぎていませんか。 
　→紙パックを交換する、またはお手入れする。 

¡本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。 

点灯 表
示
ラ
ン
プ 

どれか１つが 
点滅 

¡故障の表示です。 
　安全のため電源プラグを抜き、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相
談窓口」にご相談ください。その際、故障の表示をできるだけ詳しくお知らせください。 

点滅 

¡「標準 強」で確認していますか。「標準 強」のときにお知らせします。 
¡綿ゴミやペットの毛がたまっていると、点灯しないことがあります。 
　→紙パックを交換する、またはクリーンHEPAボックスをお手入れする。 

ゴミが 
いっぱいなのに 
点灯しない 

��

��
巻取れない 

引き出せない 

¡ねじれたり、からんだりしていませんか。 
　　→2～3mくらい引き出し、コード巻込みボタン（　  マークの中央部）を押し
　　ながら、少しずつ「引いて戻す」動作をくり返す。 

¡ねじれたり、からんだりして巻取られていませんか。 
　　→無理に引き出さず、コード巻込みボタン（　  マークの中央部）を押しながら、
　　「巻取り」「引き出し」をくり返す。 

電
源
コ
ー
ド 

���

���

¡フィルター類が目づまりしていませんか。（プレフィルター・バイオHEPAフィルター）　→お手入れする。 

¡フィルター類が充分に乾燥していますか。　→水洗い後は、充分に乾燥させる。 

排気がにおう ¡紙パックまたはクリーンHEPAボックスに、ゴミがたまりすぎていませんか。 
　（食べ物のかす・ペットの毛などがにおう場合もあります） 
　　→紙パックを交換する、またはお手入れする。 ※使い始めは、プラスチックなど 

　のにおいがしますが、徐々に 
　少なくなります。 

¡紙パック、またはクリーンHEPAボックスにゴミがたまりすぎていませんか。 
　　→紙パックを交換する、またはクリーンHEPAボックスをお手入れする。 異

音
が
す
る 

本体 

パワーブラシ 

「カラカラ」と音がする 

¡回転ブラシに髪の毛などがからんだり、異物が巻込まれていませんか。　→取り除く。 
¡パワーブラシのつぎ手の角度によって、風切音がすることがあります。 

¡構造上のもので、異常ではありません。 

���

�	

��～�

��～�
回転ブラシが 
　回らない・ 
　回りにくい 

���

���

�	

�	

���

¡回転ブラシに髪の毛などがからんだり、異物が巻込まれていませんか。 
¡回転ブラシを回転させたまま、長時間放置していませんか。 

　→パワーブラシの保護装置が働いています。お手入れしてください。 

¡薄いじゅうたんやマットなどで、吸いつきすぎていませんか。　→吸込力を「弱」にする 

¡パワーブラシがパイプに確実に差込まれていますか。　→差込み直す。 

¡毛足の長いじゅうたんでは、パワーブラシが回りにくいことがあります。 

¡毛足の長いじゅうたん・凹凸のあるじゅうたんでは、パワーブラシが回転したり止まっ
たりすることがあります。回転ストッパーの働きによるもので、異常ではありません。 

¡パワーブラシを床面から浮かせていませんか。 
　　→回転ストッパーが働いています。床面につけて動かしてください。 

¡「ナイトモード 弱」で運転していませんか。 
　　→吸込力を「ナイトモード 弱」以外にする。 

���～��
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こ
ん
な
と
き 

別売品 別売品 

■保証書（別添付） 
　●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 
　 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 
　●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 

　　　　　　　　　　　保証期間 

　　　　　　お買上げ日から１年間です 
  　　ただし、下記の部品は消耗品ですので、保証期間内 
  　　でも有料とさせていただきます。 

  　　　紙パック、プレフィルター、バイオHEPAフィルター、 
  　　　回転ブラシ、ふきブラシ、ブラシカバー 左右（植毛付）、 
  　　　ちりすきノズル 

■補修用性能部品の保有期間 
　●当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打 
　 切り後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。 

■ご不明な点や修理に関するご相談は 
　 お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ 
　 ご相談窓口」にご相談ください。 

■修理を依頼されるときは 
　「故障かな?」(16～17ページ)にしたがってお調べ 
　ください。なお、不具合があるときは、電源スイッ 
　チを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げ 
　の販売店にご連絡ください。 

●保証期間中は 
　商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 
　依頼してください。 

●保証期間が過ぎているときは 
　修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 
　させていただきます。料金などについては、販売店 
　にご相談ください。 

●修理料金は 
　技術料+部品代などで構成されています。 

●修理部品は 
　部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。 

●ご連絡いただきたい内容 

　　1.　品名　三菱掃除機 
　　2.　形名　TC-BD8P 
　　3.　お買上げ年月日 
　　4.　故障の状況 

保証と 
アフターサービス 
保証と 
アフターサービス 

ハキトリブラシ 

ふとんブラシ 

●TI-23A 
●希望小売価格 1,785円 
　 （税抜価格 1,700円） 

プレフィルター 

回転ブラシ   
●希望小売価格 2,520円 
　　 （税抜価格 2,400円） 

ブラシカバー 左（植毛付）   
●希望小売価格 420円 
　　 （税抜価格 400円） 

ブラシカバー 右（植毛付）   
●希望小売価格 420円 
　　 （税抜価格 400円） 

●希望小売価格 735円 
　 　（税抜価格 700円） 

●希望小売価格 1,050円 
　　 （税抜価格 1,000円） 

ちりすきノズル 

紙パック 

ハケの長さ 
5.5cm

●AM-8 
●希望小売価格 2,625円 
　 （税抜価格 2,500円） 

希望小売価格は、2004年10月現在のものです。 
変更する場合もあります。 

お近くの三菱電機製品取扱店でお買求めください。 

あると便利な別売品 

消耗部品 

裏面 

���

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。 

ご相談窓口 
 

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は 

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内（家電品） 

受付時間 365日 24時間 

三菱電機お客さま相談センター 
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

転居や贈答品などで お買上げの販売店へ 
ご依頼できない場合は 

修理窓口 へ ご相談窓口 へ 

修理のお問合わせは その他のお問合わせは 

修理・取扱いのご相談は 
まずお買上げの販売店へ 

修 理 窓 口 電話受付：365日 24時間 

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 
　三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、

お取り扱いします。 

1.お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関

　連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービ

　ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。 

2.上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。 

3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社

　以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。 

　　①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。 

　　②法令等の定める規定に基づく場合。 
4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。 

帯　広 �������������
　　　帯広市西15条南 14-1 

苫小牧 ���		�������	
　　　苫小牧市明野新町  
　　　2-1-18 

小　樽 ����	������
�
　　　小樽市緑 2-28-22 

函　館 ����
�	����	�
　　　函館市西桔梗町 
　　　589-57

九州地区  
福　岡 �����	�������
　　　福岡市博多区東那珂 
　　　3-1-21 

北九州 ������������
　　　北九州市八幡東区 
　　　昭和 2-5-25 

佐　賀・ 
久留米 ���	��	����
　　　久留米市東合川新町 
　　　7-20 

唐　津 �������������
　　　唐津市東城内 6-50 

長　崎 �����
�	����
　　　長崎市丸尾町 4-4 

佐世保 ����������	�
　　　佐世保市木原町 155-1

熊　本 �����
������
　　　熊本市石原 1-10-35 

八　代 ������������
　　　八代市緑町 13-1 

大　分 �������
�

��
　　　大分市向原西 1-8-1 

宮　崎 ���
����	���
　　　宮崎市大字赤江 
　　　字飛江田 150-1 

延　岡 ���
�������	�
　　　延岡市惣領町 25-5 

鹿児島 ���������	��
　　　鹿児島市卸本町 7-17 

沖　縄 ���
�
�
�����
　　　宜野湾市大山 7-12-1

東北地区 
秋　田 ���
�
��		��
　　　秋田市八橋三和町 
　　　19-36 

横　手 ���
�������
�
　　　横手市卸町 3-2 

大　館 ���
�	����
�
　　　大館市餅田 2-5-44 

山　形 ������	����

　　　山形市大野目 2-1-21 

鶴　岡 �������	���
　　　鶴岡市上畑町 5-4 

郡　山 ���	������	�
　　　郡山市喜久田町卸 
　　　1-76-1 

会　津 ���	�����		�
　　　会津若松市天寧寺町 
　　　3-7 

原　町 ���		��	��
	�
　　　原町市桜井町 1-173 

いわき ���	����
��
　　　いわき市小島町 1-2-2

青　森 ���������
�
�
　       青森市大字野木字 
　　　野尻 37-184 

弘　前 ������������
　　　弘前市大字青山  
　　　4-20-3 

八　戸 ����
��
�
�		
　　　八戸市大字長苗代 
　　　字下亀子谷地 6-8 

盛　岡 ���������	�	
　　　盛岡市羽場13地割  
　　　30-11 

水　沢 ���������	��� 
　　　水沢市卸町 2-3 

仙　台 �������
�����
　　　仙台市若林区大和町  
　　　2-18-23 

気仙沼 ��������
	
� 
　　　気仙沼市田中前 2-9-2 

石　巻 �������������
　　　石巻市門脇 
　　　字四番谷地 16-268 

古　川 �������	�����
　　　古川市米袋字大窪25-1

関東・甲信越地区  

関西・東海・北陸・中国・四国地区 

 札　幌 �����
�������
　　　札幌市厚別区大谷地 
　　　東 2-1-18 

旭　川 ��������
�
　　　旭川市曙1条 8-1-4 

北　見 �����������	�
　　　北見市並木町 500-5 

釧　路 ����	��	�����
　　　釧路市喜多町 2-25

北海道地区 

大阪府・奈良県・和歌山県 
兵庫県・京都府・滋賀県 
愛知県・三重県・岐阜県・静岡県 
長野県（飯田地区）・石川県 
富山県・福井県・広島県・山口県 
島根県・鳥取県・岡山県・香川県 
徳島県・高知県・愛媛県 

フロントセンター関西 
　　大阪市北区大淀中 1-4-13 

　　フリーダイヤル

　　�������
�	
　　通常電話番号（携帯電話対応） 

　  ��� 	�	�����
　　FAX
　 ��� 	�	�����　　　　

東京都・神奈川県・千葉県 
茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県 
山梨県・長野県（飯田地区除く） 
新潟県 

フロントセンター東京 
　　東京都世田谷区池尻 3-10-3 
　　フリーダイヤル

　　�������
�	
　　通常電話番号（携帯電話対応） 
　 ���� �	�	����� 
　　FAX
　 ���� �	�	�����

K05A

 

いつも サンキュー　365日　 
�����������

■全国どこからでも おかけいただけるフリーコ－ル 

■通常電話番号（携帯電話対応）����	�	����
■FAX ����	���	�	�

（無料） 

■ご相談対応　平　　日　9：00～19：00 
　　　　　　　土・日・祝　9：00～17：00 
　　　　　　　上記以外の時間は受付のみ可能です。 
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ZT911Z545H22

★長年ご使用の掃除機の点検を!

このような 
症状は 
ありませんか 

ご使用 
中　止 

¡スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。 
¡電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
¡運転中に異常な音や振動がある。 
¡本体ケースが変形していたり、異常に熱い。 
¡こげくさい臭いがする。 
¡その他の異常がある。 

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、電源プラ
グを抜いてから、必ず販売
店にご相談ください。 

三
菱
掃
除
機
　T

C

ーB
D
8
P

〒369－1295　埼玉県大里郡花園町小前田1728－1　 

愛情点検 

形 名  

電 源  

消 費 電 力  

吸込仕事率 

運 転 音  

集じん容積 

質 量  

コードの長さ 

付 属 品  

本 体 寸 法  

TC-BD8P

100V  50-60Hz

1000W～約300W

600W～約80W※ 

標　準　57dB～約54dB 
ナイト　51dB～約49dB

紙パックあり　1.4L 
紙パックなし　1.6L

5.2kg 
（ホース・パイプ・パワーブラシ含む） 

5m

パワーブラシ・伸縮パイプ・ホース・ 
ちりすきノズル・紙パック 1枚（本体装着済み） 

印 刷 物  取扱説明書・保証書 

長さ：３１.７ × 幅：２５.９ × 高さ：２１.７（cm） 

仕様 仕様 

販 売 業 者  

部 品 名  

適 用  

有 効 成 分  

お 願 い  

三菱電機ホーム機器株式会社 

掃除機用紙パック　MP-7

三菱紙パック式掃除機用 

抗菌剤・消臭剤：セラミック系 

お子さまの手の届かないところに保管してください。 

＜三菱抗菌消臭クリーン紙パックに関する表示＞ 

＜抗菌について＞ 

※吸込仕事率は、紙パック非装着時のものです。紙パック装着時は、約１０W低下します。 

部 品 名  

抗菌の確認試験機関名 （財）日本食品 
分析センター 

（財）日本染色 
検査協会 

（財）日本食品 
分析センター 

（財）日本化学繊維
検査協会 

透明 
ケース 

ハンドル・ 
ツマミ・ 

紙パックボタン・
シャッター 

ひだ折り不織布 織布 紙パック内層紙 

試験方法 フィルム密着法 菌液吸収法 フィルム密着法 フィルム密着法 

プラスチックに練り込み 

銀含有 
ほう珪酸ガラス 

銀-リン酸亜鉛
カルシウム 卵白リゾチウム 有機カルボン酸系化合物 下記参照 

フィルター材に練り込み 薬液に浸漬 繊維に練り込み 抗菌の方法 

抗菌剤有効成分 

抗菌を行なっている
部分名称 

クリーンHEPAボックス バイオHEPA 
フィルター 

抗菌フィルター 紙パック 
(MP-7)

D
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