
取扱説明書

ケルヒャー家庭用乾湿両用コードレスバキュームクリーナー

WD 1 
バッテリーセット

この度は、ケルヒャー家庭用乾湿両用コードレスバキューム
クリーナーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全に
ご使用ください。お読みになられた後は、本書をすぐに取り出
せる場所に保管してください。
※仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。
※この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。

WD 1 バッテリーセット
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仕様一覧

WD 1 バッテリーセット　仕様一覧
品番 1.198-306.0
電源 ケルヒャー バッテリーパワー 18V
定格入力電力 230 W
コンテナ容量 7 L
本体寸法（長さ×幅×高さ） 386 × 279 × 312 mm

本体質量 3.1 kg（バッテリーパワー・アクセサリーなし）
3.7 kg（バッテリーパワー・アクセサリー込み）

連続使用時間※ 10 分

※バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah 満充電時

バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah
充電式電池のタイプ リチウムイオン
電圧 18 V
容量 2500 mAh
本体質量 約 0.5 kg
本体寸法（長さ x 幅 x 高さ ) 133 x 88 x 50 mm
充電時間 100% ( 標準充電アダプ
ター） 310 分

充電アダプター 18 V / 500 mAh
防水性能 IPX5

 二重絶縁
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はじめに

はじめにお読みください
梱包内容の確認
本機をご使用いただく前に、全ての付属品が揃っていることをご確認ください。
仕様変更・セット品の変更により、製品の形状と図・名称が一致しない場合があります。

1 2 3

本体 ハンドグリップ付き 
サクションホース　1 本 すきまノズル　1 個

4 5 6

スモールノズル　1 個 紙パック　１個 筒型フィルター（固定ノブ付き）　
１個

7 8 9

バッテリーパワー
18V2.5Ah　1 個 充電アダプター　1 個  取扱説明書　１部（本冊子）

• 筒型フィルターは、固定ノブとともに本体に取り付けられています。
• 紙パックはコンテナの中に取り付けられています。

MEMO
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は
じ
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各部の名称と機能

バッテリーパワー
18 V 2.5 Ah

すきまノズル

スモールノズル

○：電源OFF スイッチ
Ｉ：電源ON スイッチ

ハンドグリップ付き
サクションホース

バッテリーパワー
リリースボタン

コンテナ

ホース接続口

ブロア接続口

アクセサリー
スタンド

カバーロック

紙パック

充電アダプター
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ご使用時の注意事項
使用目的について
本製品は、乾いたゴミや埃、濡れたゴミを吸引または風で吹き飛ばして清掃するための製品です。
それ以外の目的で使用しないでください。
• 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
• 本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。

使用対象者について
安全に対する責任能力を有する者による監督、指導がない場合、製品の安全に対する責任能力・
身体的能力・感覚能力・精神的能力を有していない方または知識・経験を持たない方（子供を含む）
には使わせないでください。子供が使う場合は遊ばないよう監督されていることを確認してくだ
さい。

安全上のご注意
ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身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のものです。
注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、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。

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能
性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示して
います。

絵表示の例
次の記号は、注意（警告を含む）を促す内容であることをお知らせするものです。

安全にかかわる注意情報を示しています。

次の記号は、してはいけない内容であることをお知らせするものです。

してはいけないことを示しています。

次の記号は、実行しなければならない内容をお知らせするものです。

実行しなければならないことを示しています。
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一般的なご注意

警告
火災、感電、ケガの原因となります。

分解や改造をしないこと。
本体のスイッチや端子周りおよび充電アダプターに水をかけたり、水没させたりしない
こと。
本機に破損や故障がある場合は使用しないこと。
子供だけで使用しないこと。
子供が本機で遊ばないようにすること。
清掃や整備は、子供だけで行わないようにすること。
本機の使用中に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源をオフにしてバッテ
リーパワーを取り外すこと。
付属品や交換用の部品はケルヒャー純正品を使用すること。
修理はケルヒャー ジャパン修理センターに依頼すること。
個人の修理で生じたケガ、事故、不具合に関しては一切の責任を負いません。

使用時のご注意

警告
火災、感電、ケガの原因となります。

引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、シンナーなど）の近くで使用しないこと。
高温または火気のそば、多湿の場所などで使用しないこと。
以下のものを本機で吸引しないこと。
• 可燃性のガスや液体、粉末
• 化学反応を起こしやすい金属（アルミニウム、マグネシウム、亜鉛など）の粉末
• 希釈されていない塩水や酸性の液体
• 燃焼中、または完全に消火されていないもの

注意
本体の損傷や、思わぬ事故・ケガの原因となります。

本機の吸排気口をふさいだり、シートなどで覆った状態で使用しないこと。
本機を倒したり、不安定な場所に置いて使用しないこと。
本機に乗ったり、過度の衝撃を加えたりしないこと。
サクションホースを無理に引っ張らないこと。
お手入れに研磨剤やガラスクリーナー、万能クリーナーなどを使用しないこと。
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本機を使用するときは、ケルヒャーが指定した適切なフィルターを取り付けること。
本機から離れる際は、電源をオフにしてバッテリーパワーを取り外すこと。
本機の整備やお手入れの前には、電源をオフにしてバッテリーパワーを取り外すこと。

異常や故障が発生したとき

警告
発熱・発火・感電・ケガの原因となります。

以下のような場合は直ちに使用を中止し、販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依
頼すること。
修理部品は一切供給しておりません。個人で修理を行って発生した不具合・事故に関し
ては一切責任を負いません。
• バッテリーパワーを触ると動いたり停止したりする場合
• 煙が出た場合
• 異臭がした場合
• 本体が異常に熱い場合
• 本体に異常振動が生じた場合

バッテリーパワー、充電アダプターについてのご注意

警告
液漏れ、破裂、火災、感電、ケガの原因となります。

バッテリーパワーを燃やしたり加熱したりしないこと。
バッテリーパワーに釘を刺したり、強い衝撃を加えないこと。
バッテリーパワーを直射日光があたる場所やストーブのそば、炎天下の自動車の車内な
ど高温になる場所に放置しないこと。
破損している充電アダプター、バッテリーパワーは使用しないこと。
充電アダプターやバッテリーパワーに故意に水をかけたり、水没させたりしないこと。
バッテリーパワーから漏れた電解液に触れないこと。
万一電解液に触れた場合は、流水でよく洗うこと。
電解液が目に入った場合は、流水でよく洗い、医師の診断を受けること。
充電アダプターやバッテリーパワーが汚れていたり濡れている場合は使用しないこと。
ドライバーなどの金属を、充電アダプターの端子に接触させないこと。
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は
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充電コードや充電アダプターを破損させないようにすること。
• 傷つけたり、加工したりしない
• 他の熱器具に近づけたりしない
• 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない
• はさんだり、重いものを載せたり、とがった場所に近づけたりしない
• 動く部品に近づけない
充電コードを持って充電アダプターを持ち上げないこと。
充電中は充電アダプターに覆いなどをかけないこと。
充電コードを充電アダプターに巻き付けないこと。
コンセントから充電アダプターを抜くときは、充電コードを引っ張らないこと。
濡れた手で充電アダプターの抜き差しやバッテリーパワーの着脱は行わないこと。
付属の充電アダプターかケルヒャー純正の急速充電器（BC 18 V）以外で充電しないこと。
付属の充電アダプターを他の製品に使用しないこと。
一次電池 * を充電しないこと。
お手入れの前には、コンセントから充電アダプターを抜くこと。
充電は屋内でおこなうこと。

* 一次電池とは、再充電できない電池（例：乾電池）のこと。

保管場所のご注意

警告
火災、故障の原因となります。

屋外に保管しないこと。
下記の場所に保管しないこと。
• 火気、熱器具のそばなど高温な場所
• 直射日光（炎天下の車内など）の当たる場所
• 温度変化が激しい場所
• 水まわりなど湿度が高く、水がかかるおそれがある場所
• 埃が多い場所
バッテリーパワーをドライバーなどの金属と一緒に保管しないこと。
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はじめてお使いになる前に
WD 1 バッテリーセットとは？
乾いたゴミや埃、濡れたゴミも吸い取れる、コードレスタイプの乾湿両用の掃除機です。
軽量ハイパワーでゴミをしっかり吸い取り、多目的にいろいろな場所で使えます。
ブロア（送風）機能付きなので、細かい埃を一気に吹き飛ばすこともできます。

WD 1 バッテリーセットの主な用途

車内清掃

落ち葉や埃

こぼれた液体

サッシレール玄関ベランダ
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準
備

準備

事前の準備
コンテナの開け方
1 本体の左右にあるカバーロックを

解除し、本体を持ち上げる

紙パックが取り付けられていることを確
認してください。

紙パック

2 本体を閉じる
本体の「KÄRCHER」のロゴマークがホー
ス接続口の上部になる向きでコンテナの
上に置き、カバーロックを固定します。

ロゴマークホース接続口
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バッテリーパワーを充電する
• 破損している充電アダプター、バッテリーパワーは使用しないこと。
• 充電アダプターやバッテリーパワーが汚れていたり濡れている場

合は使用しないこと。
• 濡れた手で充電アダプターの抜き差しやバッテリーパワーの着脱

は行わないこと。
• 充電アダプターやバッテリーパワーに故意に水をかけたり、水没

させたりしないこと。

1 充電アダプターをコンセントに差し込む

2 バッテリーパワーを充電アダプターに接続する
バッテリーパワーの向きを確認し、充電アダプターに
接続します。
奥までしっかりと押し込みます。
充電が開始されると、バッテリーパワーのディスプレイ
に充電完了までの時間が表示されます。

• バッテリーパワーの残量が非常に少ない場合は、充電アダプターを接続してもディスプレ
イが表示されないことがあります。その場合、ある程度充電が進むとディスプレイが表示
されるようになります。

3 充電終了後、バッテリーパワーを取り外す
バッテリーパワーのディスプレイが「100%」の表示に変
わると、充電完了です。バッテリーパワーを充電アダプター
から取り外します。

• 不必要な電力消費を避けるため、充電が完了したらバッテリーパワーを充電アダプターか
ら取り外してください。

MEMO

MEMO
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準
備

バッテリーパワーについて
バッテリーパワーには、状態を表示するディスプレイが装備されています。

バッテリーパワーの状態 ディスプレイ 表示の意味

保管中
（未接続状態）

バッテリーパワーの残量を示し
ます。

使用中
（機器に接続）

機器の使用可能時間を示します。

充電中
（充電アダプターに接続）

満充電までの時間を示します。

充電完了
（充電アダプターに接続）

充電完了しています。

使用不可 極端な高温または低温でバッテ
リーパワーの温度が許容範囲外
になっていて、使用不可能な状
態です。

使用不可 バッテリーパワーが安全に使用
できない状態です。使用を中止
し、適切に廃棄してください。

• 購入直後は、バッテリーパワーは十分に充電されていません。ご使用前に、充電アダプター
で正しく充電してください。

使用温度範囲について

• バッテリーパワーは周囲の温度が 5 ～ 40 ℃の環境で充電してください。安全装置が
働いて充電および使用ができなくなることがあります。

• 特に 0 ℃以下の環境では、バッテリーパワーの性能は著しく低下します。

MEMO
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バッテリーパワーの取り付け方と取り外し方

バッテリーパワーを取り付け、取り外しをする際
は、必ず電源スイッチを OFF にしてください。

○：電源OFF スイッチ

1 バッテリーパワーを本体にセット
する
バッテリーパワーの「KÄRCHER」のロゴ
マークが本体のロゴマークと同じ向きに
なるようにセットします。
カチッと音がするまでしっかりと押し込
みます。

ロゴマーク

2 バッテリーパワーを取り外す
バッテリーパワーリリースボタンをイラ
ストの矢印の向きに押しながら、バッテ
リーパワーを引き抜きます。

リリースボタン

• 予備のバッテリーパワーを購入する際は、必ず 18V のバッテリーパワーを購入してください。

MEMO

MEMO



15

使
い
方

使い方

清掃方法
基本的な清掃方法

POINT 1 自由に持ち運び可能
軽量コンパクトでコードレスなので、気軽に持ち出すことがで
きます。

POINT 2 ゴミや液体を吸引する
強い吸引力で、ゴミや液体をしっかり吸い取ります。

POINT 3 狭い場所やかさばるゴミはブロア（送風）機能を使う
車内の埃や落ち葉など、またノズルが入らないような狭い場所
のゴミや液体は、ブロアで吹き飛ばします。

POINT 
1

POINT 
3

POINT 
2
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アクセサリーを取り付ける
標準アクセサリー一覧
清掃したい場所に応じて、使用するアクセサリーを選択します。
本製品には、以下のアクセサリーが同梱されています。

すきまノズル
手の届きにくい場所の清掃に最適です。
ハンドグリップに取り付けて使用します。

スモールノズル
車内の床や布製家具などの清掃に最適で
す。
ハンドグリップに取り付けて使用します。

筒型フィルター（固定ノブ付き）
乾湿両用のフィルターです。
必ず乾燥した筒型フィルターを使用してく
ださい。

紙パック
乾いたゴミや埃を吸引するときに使用しま
す。濡れたゴミや液体の吸引には使用でき
ません。

• アクセサリーの取り付け、取り外しをする際は、必ず電源スイッチを OFF にしてください。

MEMO
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使
い
方

紙パックの取り付け

1 コンテナを開ける  11 ページ

2 紙パックの UP マークが上になっているこ
とを確認し、コンテナの内側に沿うように
紙パックを広げます。

• 紙パックは出荷時に取り付けられています。

3 コンテナ内側の取付口に紙パックの開口部
を合わせ、奥まで差し込みます。 
紙パック開口部のラバーが、全周とも取付
口の縁を超えていることを確認します。

コンテナ取付口の縁 ラバー

紙パック

取り外しは逆の手順で行います。

MEMO
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筒型フィルターの取り外し

1 筒型フィルターの固定ノブを左に 90°回し
て、ロックを解除します。

2 筒型フィルターを引き抜きます。
取り外した固定ノブは紛失しないように保
管してください。

OPEN

C L O S E

筒型フィルターの取り付け

1 筒型フィルターの向きを確認し、フィルター
ケージに合わせて奥まで差し込みます。

フィルターケージ

2 本体側の溝に固定ノブの突起を合わせて押
し込み、右に 90°回して筒型フィルターを
ロックします。

OPEN

C L O S E
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使
い
方

清掃を開始する

以下のものを本機で吸引しないこと。
• 可燃性のガスや液体、粉末
• 化学反応を起こしやすい金属（アルミニウム、マグネシウム、亜

鉛など）の粉末
• 希釈されていない塩水や酸性の液体
• 燃焼中、または完全に消火されていないもの

乾いたゴミを吸引する

• 乾いたゴミを吸引する場合は、筒型フィルターの目詰まりを防止するため、紙パックの使
用をおすすめします。

• 筒型フィルターが目詰まりすると、吸引力が弱くなったり、吸引ができなくなる場合があ
ります。その場合は筒型フィルターを取り外して掃除し、乾燥させてから使用するか、別
の筒型フィルターを使用してください。

1 サクションホースをホース接続口に
取り付ける

2 ノズルと紙パックを取り付ける  
16 ～ 17 ページ

3 バッテリーパワーを取り付ける  
14 ページ

4 電源 ON スイッチ [I] を押して吸引を
開始する

I：電源ON スイッチ

MEMO
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濡れたゴミを吸引する

1 紙パックを取り外す  
17 ページ

2 サクションホースをホース接続口に取
り付ける

3 ノズルをハンドグリップに取り付ける

4 バッテリーパワーを取り付ける  
14 ページ

5 電源 ON スイッチ [I] を押して吸引を 
開始する

I：電源ON スイッチ

• 濡れたゴミを吸引する際に筒型フィルターを交換する必要はありませんが、必ず乾燥した
筒型フィルターを使用してください。筒型フィルターが濡れていると吸引力が弱くなった
り、吸引ができなくなります。

• 多量の液体を連続して吸引する場合は、筒型フィルターを別売りのスポンジフィルターに
交換して使用してください。 21 ページ

MEMO
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方

多量の液体を連続して吸引する
別売りのスポンジフィルター（注文番号 :5.731-595.0）と専用キャップ（注
文番号 : 9.036-691.0）を取り付ける

1 筒型フィルターを取り外します。
OPEN

C L O S E

2 フィルターケージのイラストの位置に専用キャップを
取り付けます。

専用
キャップ

フィルター
ケージ

3 スポンジフィルターをフィルターケージを覆うように
かぶせます。

スポンジ
フィルター

スポンジ
フィルター

取り外しは、逆の手順で行います。

• スポンジフィルターの専用キャップは必ず装着してください。

MEMO
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ブロア機能を使う

• 車のダッシュボードやエアコン吹き出し口、小
物入れなどの埃、家の外回りの落ち葉などを吹
き飛ばします。

1 サクションホースをブロア接続口
に取り付ける

本体背面のブロアアイコン  がある
ホース接続口に、サクションホースを取
り付けます。

2 電源 ON スイッチ [I] を押してブロ
アを使用する

I：電源ON スイッチ

MEMO
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使
い
方

清掃が終わったら
片付け

1 電源 OFF スイッチ [0] を押してバッ
テリーパワーを取り外す  

 14 ページ

ホース接続口

ブロア接続口

2 サクションホースを取り外す
ホース接続口またはブロア接続口から、
サクションホースを取り外します。

• 濡れたごみを吸引した後は、サクショ
ンホース内に残った水が漏れる場合が
あります。しっかりと水を抜いてから
ホースを取り外してください。

3 紙パックを取り外す  
 17 ページ

4 コンテナに溜まったゴミや液体を
捨て、コンテナ内側を清掃する
汚れが目立つ場合や液体を吸引した場合
は、コンテナを清掃してください。
清掃後は、乾いた布で余分な水分を拭き
取ります。

5 筒型フィルターを清掃して乾燥させる
汚れが目立つ場合や液体を吸引した後は、筒
型フィルターを取り外して清掃してください。
1 筒型フィルターを取り外します。   

 18 ページ

2 筒型フィルターを流水で清掃します。
水分をよく絞り、通気性の良い場所
に置いて完全に乾燥させます。

MEMO
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保管

保管

MEMO

• 保管前に、コンテナは完全に空にしてください。
• 濡れた筒型フィルターは、通気性の良い場所で完全に乾燥させてください。乾燥

させるときは、閉めきった場所（押入れやクローゼットなど）に置かないでくだ
さい。

1 ノズルをノズルスタンドに立てる
本体背面のノズルスタンドに、すきまノ
ズルとスモールノズルを立てます。

2 サクションホースを収納する
イラストのようにサクションホースを本
体に巻き付け、本体両側のバンドをフッ
クにかけて固定します。

バンド

フック

3 通気性が良く湿度の低い場所に置く

バッテリーパワーの保管
長期間使用しないときは、20℃以下の室内で保管してください。50℃以上の環境で長
期間保管すると、バッテリーパワーの容量が低下することがあります。満充電に近い状
態で 3 週間以上使用されなかった場合は、オート保管モードが起動して残量 70% まで
自動的に放電されます。
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その他

困ったときは
故障かな？と思ったら以下のことをお確かめください。
それでも解決しない場合は、お客様専用ダイヤル（0120-60-3140）までお問い合わせ
ください。

このようなとき 考えられる原因 対処方法

動かない

バッテリーパワーが本体に取り付け
られていない

バッテリーパワーを本体に取り付けてくださ
い。取り付けるときは、カチッと音がするま
でしっかりと取り付けれらていることを確認
してください。

バッテリーパワーの充電残量が無い バッテリーパワーを充電してください。
バッテリーパワーまたは充電アダプ
ターが故障している

バッテリーパワーまたは充電アダプターを交
換してください。

電源を ON にしても
すぐに止まる

コンテナ内の汚水が満杯になってい
る

コンテナを空にしてください。

本体またはバッテリーパワーがオー
バーヒートしている

バッテリーパワーを取り外してからよく冷ま
し、再度バッテリーパワーを取り付けて運転
してください。

筒型フィルターが濡れている 筒型フィルターを完全に乾燥させてから使用
するか、別の筒型フィルターを使用してくだ
さい。

吸引力が弱い

筒型フィルターが詰まっている 筒型フィルターを清掃してください。
筒型フィルターが濡れている 筒型フィルターを完全に乾燥させてから使用

するか、別の筒型フィルターを使用してくだ
さい。

紙パックが詰まっている 紙パックを交換してください。
サクションホースまたはノズルが詰
まっている

詰まっているゴミを取り除いてください。

充
電
中

ディスプレイ
は点灯してい
るが、充電さ
れない

充電アダプターが故障している 充電アダプターを交換してください。

ディスプレイ
が点灯せず、
充電されない

バッテリーパワーが完全放電してい
る、またはバッテリーパワーが故障
している

充電アダプターに接続したまましばらく待ち、
ディスプレイに充電完了までの時間が表示さ
れるか確認してください。
ディスプレイに表示されない場合は、バッテ
リーパワーを交換してください。

ディスプレイ
に温度計アイ
コンが表示さ
れ、充電され
ない

バッテリーパワーの温度が高すぎる
／低すぎる

バッテリーパワーを常温の環境に置き、5 ～ 
40℃の範囲内になるまで待ってください。自
動的に充電が開始されます。
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このようなとき 考えられる原因 対処方法

使
用
中

ディスプレイ
に温度計アイ
コンが表示さ
れる

バッテリーパワーの温度が高すぎる
／低すぎる

電源を OFF にしてバッテリーパワーを常温の
環境に置き、5 ～ 40℃の範囲内になるまで待っ
てください。

バッテリーパワーがショートしてい
る

バッテリーパワーの温度が適切にもかかわら
ず温度計アイコンが表示されている場合は、
内部ショートが発生しています。使用を中止
し、適切に廃棄してください。

ディスプレイ
の残り使用可
能時間がゼロ
になり、電源
が自動的に
OFF になった

バッテリーパワーが完全放電された バッテリーパワーを充電してください。

保
管
中

ディスプレイ
にバッテリー
パワー残量が
表示されない

バッテリーパワーが完全放電された バッテリーパワーを充電してください。

完全充電した
にもかかわら
ず、ディスプ
レイのバッテ
リーパワー残
量表示が 70%
になっている

オート保管モードになっている 3 週間以上バッテリーパワーが使用されなかっ
た場合、早期劣化を防ぎ寿命を延ばすため、
オート保管モードに切り替わります。

ディスプレイに使
用中止のバッテリー
アイコンが表示さ
れる

バッテリーパワーが消耗している 安全に使用できない状態です。使用を中止し、
適切に廃棄してください。
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オプションアクセサリー一覧
仕様変更等により製品の形状が図と一致しない場合があります。
注文番号は予告なく変更になる場合があります。
ケルヒャー製品取扱店、またはケルヒャー ジャパン直営オンラインショップでも購入
できます。

パイプ（1 本）
注文番号 : 2.863-148.0
JAN: 4039784048188

スポンジフィルター
注文番号：5.731-595.0
JAN コード：
4002667380972

長さ 48cm。楽な姿勢で清
掃が行えます。長さが足り
ない場合は、2 本接続して
使用します。

スポンジフィルター用
キャップ（黒）
注文番号：9.036-691.0
JAN コード：
4002667792768

ブラシキット
注文番号：2.863-221.0
JAN コード：4054278042060

乾湿切換え式フロアノズル
注文番号：2.863-000.0
JAN コード：4039784973336

車内や室内の清掃時に掃除
機のハンドグリップに取り
付けて埃やゴミを吸い取り
ます。
硬めのブラシと柔らかいブ
ラシの 2 個セット。

乾いたゴミも濡れたゴミ・
液体でも、このノズルひと
つで吸引できます。乾いた
ゴミと濡れたゴミの掃除は、
スイッチで切り替えます。

電動工具用ホースキット
注文番号：2.863-112.0
JAN コード：4039784001596

バッテリーパワー　18 V 5.0 Ah
注文番号：2.445-060.0
JAN コード：4054278633909

電動工具（グラインダー、
ドリル、糸ノコなど）を接
続して削りくずなどを集塵
します。

WD 1 バッテリーセットに取
り付けた場合、連続使用時
間は約 20 分間です。
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標準装備品・補修部品
仕様変更などにより製品の形状が図と一致しない場合があります。
注文番号は予告なく変更になる場合があります。
ケルヒャー製品取扱店、またはケルヒャー ジャパン直営オンラインショップでも購入
できます。

紙パック 5 枚組
注文番号：2.863-297.0
JAN コード：
4054278502946

ハンドグリップ付き 
サクションホース
注文番号：9.754-445.0
JAN コード：
4054278635156

筒型フィルター 
（固定ノブ付）

注文番号：6.414-552.0
JAN コード：
4002667347937

すきまノズル
注文番号：9.765-274.0
JAN コード：
4054278635149

固定ノブ
注文番号：4.075-012.0
JAN コード：
4002667441338

スモールノズル
注文番号：9.765-275.0
JAN コード：
4054278635132

バッテリーパワー
18 V 2.5 Ah
注文番号：2.445-059.0
JAN コード：
4054278635118

18 V 専用充電アダプター
注文番号：6.445-054.3



29

そ
の
他

廃棄するときは
本製品の廃棄について

本製品を適切に処分することにより、不適切な廃棄処分によって生じる環境および健康
への被害を回避することができます。本製品の廃棄方法については、当社ホームページ

「家庭用製品 修理・アフターサービス」にてご確認、もしくはお客様専用ダイヤルまで
お問い合わせください。

「家庭用製品 修理・アフターサービス」 
www.kaercher.com/jp/service/support_hg.html

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリ
サイクル可能な貴重な資源です。製品の廃棄に際しては、リサイクルにご協
力ください。
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保証書
お買い上げいただいたケルヒャー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保証
いたします。この保証書によって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を構成する純正部品の材料または製造上の不具合が起きた場合、
ケルヒャー ジャパン株式会社修理センターで無償修理をいたします（この無償修理を保証修理
といいます）。保証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
品は当社所有といたします。保証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。

 � 保証できない事項
 � 修理の際の輸送費用
 � 次に示すものに起因すると判定される故障は、保証修理いたしません。

• 取扱説明書の指示に反する使用
• 保守整備の不備または間違い
• 当社が提示している仕様の限界を超える使用
• 当社が認めていない改造
• 純正部品および指定する油脂類以外の使用
• ご使用者の不注意による故障（凍結、落下などによる損傷・破損など）
• 業務で使用した場合

 � 次に示すものは保証修理いたしません。
• 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、バルブの劣化、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（ノズル、ハンドグリップ、サクションホース、充電アダプター、紙パック、フィルター、

バッテリーおよびこれらに類する消耗品）
• ケルヒャー ジャパン以外での修理
• 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
• 本機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）
• 清掃対象物に損傷、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。
修理はお買い求めいただいた販売店またはケルヒャー ジャパンへご依頼ください。

 � 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。
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 � 保証修理の受け方
保証修理をお受けになる場合は、下記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、保証修理をお申し付けください。
製造番号は、製品の底面に貼られている銀色のラベルに記載されています。

 � 保証修理の申し込み方法
ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書をご用意の上、下記 URL、また
は当社ホームページ中段のリンク『家庭用 修理・アフターサービス』⇒『修理申込み方法』に
アクセスしていただき、製品の修理をお申込みください。
[ 家庭用製品 ] 修理申込み方法
www.kaercher.com/jp/service/support_hg/repair_application.html
ご不明な点がございましたらお客様専用ダイヤルまでご連絡ください。
お客様にご記入いただいた修理申込書の内容は、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。

製品名 WD 1 バッテリーセット
保証期間 1 年
製造番号【シリアル No.】
お買い上げ日
お客様情報 お名前：

ご住所：

電話番号：
販売店情報 店名：

住所：

電話番号：
故障状況

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/
本社住所：〒 222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番 3
TEL：045-438-1400

製品を長くご愛用いただくために、ユーザー登録していただいたお客様にサポート情報
やキャンペーン情報をメールでお送りしています。
下記 URL、または当社ホームページ中段のリンク『家庭用製品 ユーザー登録』⇒『ユー
ザー登録（1 年保証）はこちら』にアクセスいただき、ご登録ください。

ケルヒャー家庭用製品ユーザー登録
www.kaercher.com/jp/service/support_hg/warranty.html



〒654-0161　兵庫県神戸市須磨区弥栄台 4-4-1
三菱倉庫西神配送センター 1F

■ 60 Hz 地域のお客様（西日本全域）

お客様専用ダイヤル

受付時間：9:00 ～ 17:00（年末年始、当社休日を除く）

0120-60-3140

修理品送り先

修理品をお送りいただく際には、ご購入日がわかるもの
（保証期間内に限る）と 30-31 ページの保証書に故障状況をご記入の

上、必ず同梱してください。

1. 保証書が 30-31 ページに添付されています。レシート、領収書、販売証明書、納品書などのご購入日がわか
るものと一緒に大切に保管してください。

2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証期間は保証書に記載されています。
4. 保証期間終了後の修理につきましては、下記の QR コードより、当社ホームページの「家庭用製品 修理・ア

フターサービス」にてご確認いただけます。もしくは、製品をご購入いただいた販売店または上記お客様専
用ダイヤルまでお問い合わせください。

ケルヒャー ジャパン株式会社
神戸修理センター　宛
0120-60-3140

〒981-3408　宮城県黒川郡大和町松坂平 3-2
■ 50 Hz 地域のお客様（東日本全域）

ケルヒャー ジャパン株式会社
仙台修理センター　宛
0120-60-3140

製品に関するお問い合わせ




