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■この度は、ケルヒャー家庭用高圧洗浄機をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
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。
※この製品は業務用ではございません。
※この製品は組み立てが必要です。　　
※この製品はテスト後出荷されているため、水分が多少残っている場合がございますが、製品
　の性能に問題はございません。

はじめにお読みください

２

●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。
●ポンプから１分間当たり１０滴程度の水もれがある場合がありますが、異常ではありません。
●ポンプからオイルがにじむ場合がありますが、異常ではありません。
●定格使用時間（１時間）以上使用しないでください。
    １時間使用後は必ず電源を切り、１時間作業を中断し機械を休ませてください。
●本機には圧力スイッチが内蔵されているため、トリガーガンを放すとモーターが停止します。
   長時間放置した場合、自然減圧が生じ、何もしない状態で再起動する場合がありますが、
   異常ではありません。
●５分以上停止させる場合はスイッチを切り、トリガーガンを握り、ポンプ内の圧力を抜いて
   ください。また、トリガーガンの安全ボタンを操作し、レバーをロックしてください。

ベランダクリーナー　仕様一覧

電源

消費電力
常用吐出圧力
最大許容圧力

給水温度
給水ホース内径
長さ×幅×高さ（mm）
本体質量
洗浄剤吸引量
定格使用時間

AC１００V
５０Hz・６０Hz（周波数別）

１,300W

２～７.５ MPa　※１

３3０㍑ / 時間

MAX４０℃

１５ｍｍ　※２

３３１×２８６×５６３

１１.５kg

０.３７㍑ / 分

最大１時間

この製品は二重絶縁です。
※１：１MPa=１０.２kgf/cm
※２：耐圧タイプ

防水性能 I P X 5

「仕様一覧」

最大吐出水量
常用吐出水量

３6０㍑ / 時間

１０ＭPa ※１
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はじめにお読みください

各部の名称と機能

４

■洗剤タンク
　　　　　(８００ｃｃ)
　中性洗剤を入れて、
　バリオスプレーランスの
　洗剤モード (Ｍｉｘ)　　
　で洗剤を塗布する　
　ことができます。 ■ノズル収納用ホルダー

　サイクロンジェットノズルと
   バリオスプレーランスが収納     
   できます。

■トリガーガン収納用ホルダー
　保管する時にトリガーガンを
　収納できます。

■高圧ホース接続口
　高圧ホースの平らな面と、
　接続口の平らな面を合う　
　ように接続します。

■電源 ( スイッチ )
　右へ回すと本体モーターが作動します

■給水口 ( フィルター付 )
　本体側カップリングを接続し
　て水道ホースを接続します。



は
じ
め
に
お
読
み
く
だ
さ
い

※高圧ホースと本体の接続がきつい場合は、接続口に
　水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。

５

■伸縮ハンドル

■安全ボタン
■サイクロンジェットノズル

■高圧ホース (５ｍ)
■水道ホース (３ｍ)

■本体側カップリング

■バリオスプレーランス

■トリガーガン
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はじめにお読みください

組み立て前の部品一覧
※本機をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。
※仕様変更により製品の形状と図が一致しない場合があります。

本体
ハンドル　１個

トリガーガンホルダー
１個

ハンドル

トリガーガン １個 バリオスプレー
ランス １本

サイクロン
ジェットノズル １本

高圧ホース (５ｍ)
１本

本体側カップリング
１個

水道ホース　一式

ホースバンド

ホース側カップリング

洗剤タンク 
＊本体に接続されてます

収納カバー
１個

デッキクリーナー PS 20
１式



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、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示について

◎ご使用の前に必ずお読みください。

７

の記号は「してはいけないこと ( 禁止 )」を示しています。

の記号は「必ず実行してほしいこと」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、
「死亡または重傷を負う可能性が想定されてい
る内容」を示しています。

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、
「傷害を負う可能性または物的損害が発生する
可能性が想定されている内容」を示しています。

注意

ご使用時の警告

使用してはいけないもの 火災・爆発・疾患・ケガの原因となります。

火気のあるものを洗浄しないこと
高温の粉塵・塊に水をかけないこと
通電状態の電気製品を洗浄しないこと
人体や動植物に向けて使用しないこと

ご
使
用
の
注
意
点

ご使用の注意点

正しく使用すること 火災・爆発・疾患・ケガの原因となります。

危険物のある場所で使用しないこと
引火性ガスの発生する場所で使用しないこと
危険物を自吸しないこと
危険物を洗浄剤の代わりに使用しないこと
高温・多湿の場所で使用しないこと
子供など操作に不慣れな人に使用させないこと

汚染された可能性のある場所を洗浄する場合はマスクなどの適切な防
護服を身に着けること



ご使用の注意点

８

電気に関する警告
電源プラグやコードは正しく使用すること 火災・感電・ショートの原因となります。

電源プラグやコードを傷つけたり、加工したりしないこと
電源プラグやコードを無理に曲げたり、引っ張ったり、潰したりしないこと
電源プラグやコードが変形している場合は使用しないこと
ゆるみやガタつきのあるコンセントは使用しないこと
ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないこと
電源プラグに水をかけないこと
本体に水をかけないこと

交流１００V 定格１５A のコンセントを単独で使用すること
電源コードは完全に伸ばして使用すること
電源プラグは根元まで確実に差し込むこと
電源プラグのホコリなどを定期的に取り除くこと
電源プラグを抜く時はコードを引っ張らず電源プラグ本体を持って抜くこと
延長コードは定格１５A の規格品を使用すること
延長コードは最長１０ｍで使用すること
ドラム型延長コードを使用する場合は全て引き出して使用すること

異常・故障時は直ちに使用を中止すること 発熱・発火・感電・ケガの原因となります。

改造禁止
純正部品以外使用禁止
機械の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。

以下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、ひびが入っている場合
　●電源コード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
　●異常振動が生じた場合
修理はケルヒャー ジャパン本社修理センターに依頼すること
　●修理部品は一切供給しておりません。万一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。

機械に不具合が生じますので、延長コードは、 １５
アンペア仕様の規格品を使用し、１０ｍ以上延長
しないこと。コードリールは、コードを完全に伸
ばした状態で１０ｍまでのものを使用すること。

電源 注意

※コードリールが発熱する恐れがあります。



ご
使
用
の
注
意
点

正しく使用すること
本体の変形・洗浄面の損傷・ショート・水もれや、思わぬ事故・ケガの原因となります。

９

ご使用時の注意

定格使用時間 (1 時間 ) 以上使用しないこと
体調がすぐれない場合は作業を行わないこと
本体を倒して使用しないこと
本体に乗らないこと
本体を高い場所に置いて使用しないこと
本体に過度の衝撃を加えないこと
スイッチを切らずに洗浄場所を離れないこと
テレビなどの受信装置のそばで使用しないこと
４０度以上の水を供給しないこと
酸性洗浄剤・アルカリ性洗浄剤・農薬・消毒液などは使用しないこと
火気に近づけないこと

停止して同じ部分を洗浄しないこと
地面に置かないこと ( ノズル詰まりの原因になります。)
多機種のノズルを使用しないこと ( オプションアクセサリーを除く )
タイヤやタイヤバルブを洗浄する場合は３０cm 以上の距離を保つこと
車の塗装面を洗浄する場合は２０cm 以上の距離を保つこと

ノズル

サイクロンジェットノズル
車両の塗装面・タイヤ・無垢の木材表面などへ使用しないこと
( 洗浄効果が高いため、洗浄対象物が破損する場合があります。)
回転がスムーズでない場合は使用を中止すること
外壁などを洗浄する際はメガネなどの着用をおすすめします。

屋内で使用する場合の注意点 水漏れや破損の原因となります。

高圧洗浄機は水を使用します。水が漏れても大丈夫な環境でご使用下さい。
例えば、排水設備のあるベランダやテラスなど
高圧ホースを屋内で使用するときは、無理にひっぱったりしないで下さい。
壁紙や床が傷つく事があります。
水道栓がない時は別売のサクションホースセット、フィルターをご購入頂き
ため水をご使用下さい。



万一洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合、
もしくは正しく操作をせずにケガを負った場合、当社で
は一切の責任を負いません。

洗浄は自己責任で行うこと

注意

ご使用時の注意

ご使用の注意点

１０

作業を行う前に高圧ホースをまっすぐに伸ばして使用すること
純正高圧ホースを使用すること
高圧ホースと本体を接続する際はホースをまっすぐ奥まで差し込んだ後、ナッ
トで締めること
摩擦の強い床面で使用する場合は高圧ホースをゆっくり動かすこと
コンクリートの打ち放しや砂利・砕石を敷き詰めた路面 ( デコボコの床面 )
で使用する場合は高圧ホースをゆっくり動かすこと
ブロック・レンガ・塀の角で高圧ホースを傷つけないよう注意すること
本体または高圧ホースが異常に振動していると感じた場合は使用を中止し
点検を依頼すること

高圧ホースを折らないこと
高圧ホースを無理に引っ張らないこと
高圧ホースに異常 ( 深い傷や折れ曲がりなど ) がある場合は使用しないこと

高圧ホースの取扱いは注意すること
本体の損傷・水もれの原因となります。

正しく使用すること
本体の変形・洗浄面の損傷・ショート・水もれや、思わぬ事故・ケガの原因となります。

周囲の安全に気を配って使用すること
しっかりトリガーガンをもって操作すること
使用中に不快感を感じた場合は使用を中止すること
使用時間以外は電源プラグを抜くこと
５分以上停止させる場合はスイッチを切ること
純正アクセサリーを使用すること
洗浄前に事前にテスト洗浄を行うこと
洗浄剤を誤って飲み込んだ場合は速やかに専門医の診察を受けること
洗浄対象物に適した距離で洗浄を行うこと
水道から赤水・さび・砂が出る場合は別売りのフィルターを使用すること
自家水道で井戸水などを使用する場合は別売りのフィルターを使用すること
ため水を吸い上げて使用する場合は別売りのサクションホースセットと
フィルターを使用すること
作業を中断・終了する際は必ずトリガーガンの安全ボタンをロックすること
アクセサリーの交換時はトリガーガンの安全ボタンをロックすること
凍結しない室内に保管すること

屋内で使用する場合の注意点



１１

ご
使
用
の
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」

長期または冬季間の保管時の注意事項

凍結しない室内に保管してください。
手順に従ってポンプの残水を抜いてから保管してください。
排水方法が不完全な場合、ポンプが凍結します。
万一凍結した場合は、スイッチを入れずに修理をご依頼ください。
凍結した状態でスイッチを入れるとモーター、ポンプが壊れます。
ホコリがかからない場所に保管してください。
ポンプ内部にゴミ(細かいホコリ、粉塵など)が入ると圧力が上がらなくなります。



高圧洗浄機とは？

１００ V 電源でモーターを回しポンプで水を水道圧の約４０倍で噴射するこ
とで汚れを落とす掃除道具です。
水の圧力は水道の約４０倍ですが、使う水の量は水道の４分の１と少ない水
でお掃除する事ができます。
ケルヒャーのノズルは水圧が均一なので、ムラなくキレイに短時間で汚れを
落とすことができます。

高圧洗浄機とは？

※高圧洗浄機をご使用頂くためには準備と環境が必要です。
電源：１００V(１５００W)
水：水道またはため水 (別売りのサクションホースセットとフィルターが必要です )
服装：水が跳ねても大丈夫な服装、作業用手袋、メガネ

高圧洗浄機を使うには？

１２

接続イメージ

「高圧洗浄機のご説明」



１３

高
圧
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網戸・ガラスの洗浄方法

網戸・ガラスの洗浄にはバリオスプレー
ランスで圧力を調整しながら洗浄すると
キレイになります。汚れがひどいときは、
洗浄剤タンクに洗剤を入れ使用してくだ
さい。

洗浄方法と注意点

車・バイクの洗浄方法

外壁の洗浄方法

①車全体に高圧水を当て、車に付着して
いる小さな砂やほこりを落とします。車
の上部から始め、下部に向かって流します。

②洗剤を使用する場合は、バリオスプ
レーランスのMIXモードや、別売のフォー
ムノズルを利用して適度に洗剤を塗布し
て汚れが浮き上がるまで少し置きます。

③汚れが浮き上がったら、ウエスやスポ
ンジなどで洗います。

④洗い終わったら高圧水で流して完了で
す。

外壁を洗浄する時は、サイクロンジェット
ノズルが便利です。ただし強力なため、
必ず一度目立たない所で試してから使用
してください。



屋内で使用する場合の注意点

組み立て方

組立の際にケガをしないように
作業手袋をはめてください。

１４

ガンホルダーを本体に
取り付ける

ハンドルを取り付ける

ハンドルを後部カバーに
差し込みます。

「本体・トリガーガンと高圧ホース」

カチッ

完成図

ハンドルを伸ばす時には
”カチッ”と音がするまで引き上げて
下さい



屋内で使用する場合の注意点

高圧ホースは必ずまっすぐ奥まで
差し込んでください

注意●必ず奥まで差し込んでください。
●高圧ホース先端付近の O リングに水または
洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。

１５

組
み
立
て
方
「
本
体
・
ト
リ
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ー
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カップリング内側のパッキンがきちんと
取り付けられていることを確認してから
取り付けてください。

本体側カップリングを本体
給水口に接続する

トリガーガンと高圧ホースを
接続する

本体側
カップリング

高圧ホースをトリガーガンに接続します。
高圧ホース先端の平らな面を前にし
”カチッ”と音がするまでしっかりと
押し込んで下さい。

高圧ホース先端の平らな面を前にし
”カチッ”と音がするまでしっかりと
押し込んで下さい。

高圧ホースを本体に接続する。

カチッ

1．本体側カップリングをねじ込んで
　接続して下さい。
2．ホース側カップリングを奥まで
　しっかり差し込んで下さい。
3.取り付け後、水道栓を開け下さい。

カチッ



組み立て方

１６

水道ホースを蛇口に差し込み、ホースバンド
で固定してください。
ホースバンドはドライバーでしっかり固定して
ください。
しっかり固定しないと水もれします。
●水道栓はまだ開けないでください。
●ケガをしないようにご注意ください。

水道ホースのホース側カップリングを本体側
カップリングに奥までしっかり押し込んで接続
してください。
押し込みが不十分な場合には水が通りません。
●先に水道栓を開けると奥まで入りません。
    必ず水道栓を開けずに差し込んでください。
●取り付け後、水道栓を開けてください。

【標準装備の水道ホースバンドで接続
できる水道栓】

水道ホースは、市販の同等規
格品 ( 内径１５ｍｍの糸入り
耐圧タイプ)で代用可能です。

水道ホースを蛇口に接続する

水道ホースを本体に接続する

【簡単に接続するには】
蛇口接続を簡単で便利なワンタッチ式にする場合は
別途接続金具と水道側カップリングをご購入下さい。
詳しくはP33へ

「水道ホースと電源」

この他にも、お使い

頂けない蛇口があり

ますのでご注意くだ

さい。

蛇口と水道ホースの接続方法

丸型蛇口 ねじ式蛇口 洗濯機蛇口

カップリング接続例

これらのタイプの蛇口でも、アダプターを購入いただくこと

でご利用いただける場合もあります。



ご自宅のホースリールのカップリングを直接本体
側カップリングに接続してください。
カップリングがついていない場合は、標準装備品
の水道ホースセットのホース側カップリングをご自
宅のホースリールに付け替えてご使用ください。

【水道ホースが接続出来ない時は、
ご自宅のホースリールでも使用可能です。】

【水道がない時は別売りのサクション
ホースセットとフィルターを使用して
ため水が利用できます。P２２】

１７

■ぬれた手で電源プラグを触らないこと
■電源ケーブルは完全に伸ばした状態で
    使用すること
■延長コードは、１５アンペア仕様の規格
    品を使用し、１０ｍ以上延長しないこと
■本体のスイッチが切れていることを確認
    すること

注意

スイッチを「OFF(0)」から「ON(1)」に
回してください。
●モーター音が一瞬した後止まりますが、
故障ではありません。

※別途プラスドライバーを用意してください。

スイッチを入れる

組
み
立
て
方
「
水
道
ホ
ー
ス
と
電
源
」

電源プラグをコンセントに
差し込む

接続でご不明の場合は、ホームページもしく
は、カスタマーサービスセンター
（0120-60-3140）までお問合わせください。

フィルター
サクションホースセット



トリガーガンの安全ボタンを押してロック
を解除してください。

●安全ボタンはレバーを握れなくするもの
    です。水がでる状態に固定するもので
    はありません。

約１５～３０秒間レバーを握るとホースの中の
空気が抜け、水圧が安定します。レバーを
握り、水が安定して出ると準備完了です。

解除
安全ボタンがレバー
と段差がない状態

ロック
安全ボタンがレバー
と段差がある状態

トリガーガンの安全ボタンを
押してロックを解除する

トリガーガンのレバーを握り
水圧が安定するまで水を出す

使い方

１８

＜ノズル取り付け方法＞
ノズルをトリガーガンに奥までしっかり
押し込みながら、時計方向に９０度回し
てください。
接続部内側に水または洗剤を少し塗る
と差し込みやすくなります。

ノズルやガンの接続口にゴミや砂が付
着していると詰まりの原因となります。
汚れを取り除いてから取り付けてくださ
い。

安 全 ボタン を ロック すること
ノズルの取り付け・取り外しの際は
トリガーガンの安全ボタンをロック
し誤作 動を防止してください。

注意

＜ノズル取り外し方法＞
ノズルをトリガーガンに奥まで押し込み
ながら反時計方向に回して取り外して
ください。

トリガーガンにノズルを
取り付ける

「ノズルの取り付けと選択」



屋内で使用する場合の注意点

＜バリオスプレーランス＞

広角の高圧から低圧洗浄剤塗布まで無
段階に調整可能なノズルです。
■洗浄用　：高圧モード (Min ～ Max)
通常の洗浄にご使用ください。
■洗浄剤用　：洗浄剤モード (Mix)
洗浄剤の塗布にご使用ください。

水が安定して出てくるようになったら
用途に応じてノズルを選択し、トリ
ガーガンに取り付けます。

＜サイクロンジェットノズル＞

頑固な汚れにご使用ください。車の
塗装面や強度の弱い部分には使用し
ないでください。
洗浄効果が高いため、洗浄対象物が
破損する場合があります。

ノズルを選ぶ

１９

使
い
方
「
ノ
ズ
ル
の
取
り
付
け
と
選
択
」

パイプをデッキクリーナーヘッドに奥ま
でしっかり押し込みながら、時計方向に
９０度回してください。
接続部内側に水または洗剤を少し塗る
と差し込みやすくなります。

３の部分を回して、しっかりと固定し、
同様の手順で 2 本目のパイプも接続し
ます。

３

デッキクリーナーを
組み立てる

左図のように接続でき
たら、ノズルと同様の
やり方でトリガーガン
に接続します。下図の
２の部分を回して固定
します。

＜デッキクリーナー＞

ヘッドの角度を変えられる
ようになっています。　　



屋内で使用する場合の注意点

使い方

２０

洗浄剤タンク

洗浄剤を使用する場合
の注意事項
■洗浄剤、洗浄対象物の指示に従い
正しく洗浄すること
■危険物を洗浄剤の代わりに使用し
ないこと
■溶剤などを含む洗浄剤を使用しな
いこと
■洗浄を行う前に事前テストを行う事
■洗浄剤が目、粘膜等に付着した場
　合、清水で１５分以上すすいだ後、
　すぐに専門医の診察を受けること
■洗浄剤を飲み込んでしまった場合
　大量の清水を飲んだ後、すぐに　
　内科医の診察を受けること

容器に水５００ｃｃと RM ５５５タブレット
１錠を入れて完全に溶かしてください。

洗浄剤タンクのキャップを外し洗浄液を
タンクに入れてください。
●洗浄剤タンクの容量は８００ｃｃです。

洗浄剤ホースをタンクに入れ、タンクの
キャップをしっかり閉めてください。
●洗浄剤ホースの先に白いフィルターが
   ついていることを確認してください。
●キャップの空気穴が詰まった場合、洗
   浄剤が吸引されません。定期的に清
   掃してください。

洗浄剤ホースのフィルターは必
ずタンクの底までいれること

＜バリオスプレーランス＞

　

「Mix」方向に止まるまでしっかり回し、
洗浄剤モードにします。
●「Mix」以外では洗浄剤は出ません。

洗浄液を用意する
別売の RM555 タブレット利用の例

洗浄剤タンクに洗浄液を
入れる

洗浄剤タンクのキャップを
閉める

洗浄剤対応ノズルを
取り付ける

( 容器は付属していません )

フィルター
キャップ

洗浄剤タンクの洗剤はバリオスプレーランス
を回すだけで吸引して簡単に塗布することが
できます。( 付属の洗浄剤タブレットRM  555
をご使用ください ) 泡状になりにくいので流し
やすいです。※中性洗剤しか使用できません。

洗浄剤使用後は洗浄剤ホースの清掃をしてくだ
さい。
ー手順ー
①洗浄剤ホースをタンクから抜いてください。
②容器に清水を用意してください。
③清水にホースを入れ、約１分間洗浄剤
   モードで吸引しすすぎ洗いを行ってください。

洗浄剤タンクの洗浄剤ホース
のすすぎをする



２１

使い方 「水道栓がなくため水を使用する場合」

別売のサクションホースセットをご使用ください。
ため水を使用する場合、水道ホースは使用できません。
別売のフィルターをご用意ください。
本体の給水口に取り付けてため水に含まれるゴミの混入を防ぎます。
呼び水 ( 本体とホース内に水を入れる ) を必ず行ってください。
本体内とホースに水が入っていないとため水を吸い上げません。
水面と本体の高低差は 1.0ｍ以内で使用してください。
本体を1.0ｍ以上高い場所に置くとため水を吸い上げません。
手順を守って作業を行ってください。

ため水を使用する場合の注意事項

本体のスイッチが OFF(０ ) になっている
ことを確認し、高圧ホースを矢印の方向
に回して本体から取り外してください。

付属の水道ホースを本体と蛇口に取り付け
水道栓を全開にし、高圧ホース接続口か
ら勢いよく水が出れば本体の呼び水は完
了です。

水道栓を閉めて、水道ホースと本体側
カップリングを取り外してください。

サクションホースセットの先端部分を
取り外してください。

サクションホースをため水に沈めてください。
ホース内に十分に水が入ってから先端部分を
元通りに取り付けてください。

本体へ呼び水を行う サクションホースセットへ
呼び水を行う

使
い
方
　「
水
道
栓
が
な
く
た
め
水
を
使
用
す
る
場
合
」



２２

１ 本体給水口にフィルターをしっかり取り付けてください。
２ サクションホースセットの逆止弁側をため水に沈めたまま、ナット側をフィルターへ
しっかり取り付けてください。
●サクションホースセットの先端が浮き上がる場合はおもりを取り付けてください。
●吸い上げ可能な高さは 1.0ｍです。1.0ｍ以上の吸い上げはできません。

コンセントに電源プラグを差し込みスイッチ
を入れ高圧ホース接続口から勢いよく水が出
れば準備完了です。

スイッチを切り本体に高圧ホースを接続
してください。

３分経過しても水が勢いよく出ない
場合は初めからやり直してください。

洗浄する

サクションホースセットとフィルターを本体に取り付け

水が吸い上げられることを確認する

本体に高圧ホースを接続する

給水口

フィルター

ナット

約１５～３０秒間レバーを握るとホースの中の
空気が抜け、水圧が安定します。レバーを
握り、水が安定して出ると準備完了です。

カチッ

使い方 「水道栓がなくため水を使用する場合」



使
い
方
　「
清
掃
が
終
わ
っ
た
ら
」

使い方

２３

スイッチを ON(1)→OFF(0) に回してく
ださい。

電源プラグを手で持ちコンセントから
抜いてください。

ぬれた手で電源プラグを触らないこと

注意

トリガーガンのレバーを握りポンプの残
圧と残水を抜きレバーを放してください。

トリガーガンのレバーを手で完全に下げ
安全ボタンを押しロックしてください。

「洗浄が終わったら」

水道ホースを本体から
取り外す

スイッチを切る

電源プラグを抜く

水道栓を閉める

トリガーガンを握り
残圧を抜く

トリガーガンの安全ボタン
をロックする

この部分を手前に引くと外れます。



屋内で使用する場合の注意点

２４

この部分を本体側に押してスライドさせ
て、高圧ホースを引き抜きます。

残水がある場合は抜いて、凍結しない
室内に保管してください。

長期間使用しない場合もしくは
凍結の恐れがある場合
＜P１１長期または冬季間の保管
のしかた＞を参照し排水を行っ
てください。

高圧ホースを取り外す

ノズルを収納する

トリガーガンを収納する

保管する。

ノズルは背面のノズルホルダーに収納す
ることができます。

トリガーガンを、本体横のホルダーに差
し込みます

ベランダなどに保管する場合にほこりよ
けにカバーをご利用ください。

機械が凍結すると、破損する恐れ
があります。



屋内で使用する場合の注意点

使
い
方
　「
フ
ィ
ル
タ
ー
の
清
掃
」

使い方 「フィルターの清掃」

フィルターを清掃する際の注意事項

清掃前に必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。
思わぬ事故やケガの原因になります。
フィルターの清掃は作業終了時に毎回必ず行ってください。
フィルターが詰まると使用できなくなります。

先端が平らなペンチなどで給水口内部からフィルターを引き抜いてください。
流水ですすぎ洗いをしてください。

洗浄剤ホースのフィルターを取り外してください。
流水ですすぎ洗いをしてください。

先端部を回して取り外してください。
中のフィルターを取り外し流水ですすぎ洗いをしてください。

給水口内部のフィルター清掃

洗浄剤ホースのフィルター清掃

フィルター ( 別売り ) の清掃

フィルター

２５



２６

故障かな？と思ったら
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、ケルヒャーカスタマーサービスセンターまで
お問い合わせください。

このような時 原因 対処法

うごかない！

電源プラグがコンセントに
接続されていない

電源プラグをコンセントに
接続してください。

本体のスイッチが入ってい
ない

本体のスイッチを入れてください
(１が起動 (ON) 側です )。

電源コードが破損している
販売店またはケルヒャー ジャパン
に修理を依頼してください。

定格使用時間 (１時間 ) を
超えて使用し、モーターが
オーバーヒートしている

スイッチを切って本体をよく冷まし
再度スイッチを入れてください。ス
イッチが入らない場合はスイッチが
破損しています。
販売店またはケルヒャー ジャパン
に修理を依頼してください。

規格に適合しない延長ケー
ブルを使用し、モーターが
オーバーヒートしている

規格に適合する延長ケーブル
(１５アンペア仕様、１０ｍ以内 ) を
ご使用ください。
またはコンセントから直接電源を
取ってください。

コードリールを巻いたまま
使用し、モーターがオーバー
ヒートしている

コードリールを全て引き出して
使用してください。

同一コンセントにて他の
電気機器を使用している

コンセントに電気がきて
いない

圧力スイッチ ( トリガーガン
を放すと本体のモーターが停
止する機能 ) が作動している

本体スイッチを
入れたが、すぐ
に止まった！

同一コンセントでの他の機器の
ご使用を中止してください。

別のコンセントを使ってモーターが
動くか確認してください。

トリガーガンを握りモーターが
動くか確認してください。

圧力スイッチ ( トリガーガン
を放すと本体のモーターが停
止する機能 ) が作動している

トリガーガンを握りモーターが
動くか確認してください。



故
障
か
な
？
と
思
っ
た
ら

故障かな？と思ったら

水がまったく
出ない！

水道栓が開かれていない 水道栓を開いてください。

カップリングの押し込み
が不十分である

ホース側カップリングを本体側
カップリングに、合わせ目のすき
間がなくなるまでしっかり差し込
んでください。

給水口のフィルターが
詰まっている

フィルターを清掃してください。

ノズルが詰まっている
( ノズル先端の穴に異物が
詰まっている )

バリオスプレーランスが
詰まっている場合
細い針金などでノズルの穴からゴミ
を取り除く、または新しいものと交
換してください。

本体内、高圧ホース内、
水道ホース内に空気がた
まっている

ノズルが詰まっている
( ノズル先端の穴に異物が
詰まっている )

十分な水量が供給されて
いない

水圧が
上がらない！

ノズルを付けない状態でトリガー
ガンを握りトリガーガンからでる
水に泡が混じらなくなるまで運転
してください。

水道栓を全開にしてください。

サイクロンジェットノズルが
詰まっている場合
メンテナンスを依頼するか新しい
ものと交換してください。

バリオスプレーランスが
詰まっている場合
細い針金などでノズルの穴からゴミ
を取り除く、または新しいものと交
換してください。

サイクロンジェットノズルが
詰まっている場合
メンテナンスを依頼するか新しい
ものと交換してください。

給水口のフィルターが
詰まっている

フィルターを清掃してください。

ポンプに水もれや詰まりが
ある

販売店またはケルヒャー ジャパン
に修理を依頼してください。

このような時 原因 対処法

２７

バリオスプレーランスが
低圧モード（Ｍｉｘ）になっている

バリオスプレーランスを
高圧モード（Max）に回してください。



２８

ポンプから
音がする！

給水口のフィルターが
詰まっている

フィルターを清掃してください。

本体内、高圧ホース内、
水道ホース内に空気が
たまっている

ノズルを付けない状態でトリガー
ガンを握りトリガーガンからでる
水に泡が混じらなくなるまで運転
してください。

給水ラインのどこかから
水もれしている

水もれしている箇所を修理または
交換してください。

１分間に１０滴までは許容範囲です。さらに大量の水もれの場合
は販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。

販売店またはケルヒャー ジャパン
に修理を依頼してください。

トリガーガンから水もれ
している

新しいトリガーガンを購入して
ください。

高圧ホース接続部から
水もれしている

バリオスプレーランス、
サイクロンジェットノズル
接続部から水もれしている

高圧ホース本体側ナットが
斜めに差し込まれている

高圧ホースが本
体に取り付けで
きない！

高圧ホースが本
体から外れる！

高圧ホース本体側ナットを、
まっすぐになるように取り付けて
ください。

水もれがある！

ポンプ、本体から水もれ
している

高圧ホース両端の O リングを交
換するか、または新しい高圧ホー
スを購入してください。

注文番号
高圧ホース Oリング：6.363-410.0

ノズル取り付け側の O リングを交
換するか、または新しいノズルを
購入してください。

注文番号
ノズル取り付け側 Oリング：6.362-182.0

高圧ホース本体側ナットに
砂などが付き、噛み込み
している

高圧ホース本体側ナット内および
本体接続口を清掃してから取り付
けてください。

高圧ホース本体側 O リング
が摩耗している

接続部の O リングを交換してくだ
さい。

注文番号
高圧ホース Oリング：6.363-410.0

このような時 原因 対処法



故
障
か
な
？
と
思
っ
た
ら

故障かな？と思ったら

洗浄剤を吸引
できない！

ノズルの選定を間違えて
いる

ノズルをバリオスプレーランスの
洗浄剤モード (Mix) にしてくださ
い。

洗浄剤ホースに穴、ひび
割れがある

販売店またはケルヒャー ジャパン
に修理を依頼してください。

洗浄剤ホースの
フィルターが詰まっている

フィルターを清掃してください。

洗浄剤ホースのフィルター
が容器の底まで届いていない

洗浄剤ホースのフィルターを容器
の底までしっかり入れてください。

洗浄剤タンクの空気穴が
詰まっている

空気穴を清掃してください。

洗浄剤ホースの接続箇所
内部の逆流防止弁が固着
している

ノズルが詰まっている

ノズルが詰まっている
( ノズル先端の穴に異物が
詰まっている )

高圧ホースと本体の接続部
から水もれしている

モーターが
不規則に動く！

販売店またはケルヒャー ジャパン
に修理を依頼してください。

メンテナンスを依頼するか新しい
ものと交換してください。

２９

サ イ ク ロ ン
ジェットノズル
が回転しない！ ノズルが摩耗している 新しいものと交換してください。

バリオスプレーランスが
詰まっている場合
細い針金などでノズルの穴からゴミ
を取り除く、または新しいものと
交換してください。

サイクロンジェットノズルが
詰まっている場合
メンテナンスを依頼するか新しい
ものと交換してください。

接続部の O リングを交換して
ください。
注文番号
高圧ホース Oリング：6.363-410.0

このような時 原因 対処法
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JAN コード：4039784407572

JAN コード：4039784047365

トリガーガン
注文番号：２.６４１-９６１.０

バリオスプレーランス
注文番号：９.７５０-８８１.０

サイクロンジェットノズル
注文番号：４.７６４-２５３.０

高圧ホース (５ｍ)
注文番号：６.３９６-０５０.０

給水口フィルター (１ヶ入 )
本体組込み部品
注文番号：５.７３１-５９８.０

高圧ホース　Oリング
注文番号：６.３６３-４１０.０
JAN コード：4039784354654

ノズル取り付け側 Oリング
注文番号：６.３６２-１８２.０
JAN コード：4002667181456

水道ホース ( 内径１５ｍｍ、耐圧タイプ )
注文番号：９.５４８-００３.０(ｍ単位 )

ホースバンド
注文番号：９.５４８-３０８.０

ホース側カップリング
注文番号：２.６４５-００４.０

本体側カップリング
注文番号：６.４６５-０３１.０

補修部品

補
修
部
品

JAN コード：4039784713901

JAN コード：4039784605282

JAN コード：4002667181456

JAN コード：4039784288850

JAN コード：4039784846876

JAN コード：4039784846869



オプションアクセサリー
※仕様変更等により商品の形状が図と一致しない場合があります。

※注文番号は予告なしに変更になる場合があります。

錠剤の中性洗剤。　自動車 / バイク / ガーデ
ニング資材 / 建物の外壁 / 石材 / 金属など、
広範な用途に適しています。

500ｍｌの洗剤を 10 倍
に薄めて５ｌの洗剤とし
てご利用いただきます。
家周りの洗浄用に最適
です。

水はねせず、玄関先やテラス、壁の洗浄
ができます。水圧で本体が浮いた状態にな
るホバークラフト式なので力いらず。

車の下回り、雨樋の洗浄など届きにくい
場所で力を発揮します。

アルミパイプを４本組み合わせることに
よって、９０ｃｍ/１３０ｃｍ/１７０ｃｍと
３段階に長さを調節できます。

RM５５５タブレット
(９ｇ×１０錠 )
注文番号：６.２９０-６２６.０

テラスクリーナー
T２５０plus
注文番号：２.６４２-１９４.０

アンダーボディ
スプレーランス
注文番号：２.６３８-８１７.０

延長パイプ１.７m
注文番号：２.６３９-７２２.０

３１

パティオ＆デッキ
注文番号：６.２９５-３８８.０

高圧ホースが短い場合にご使用ください。
１本のみ使用可能です。
※本体と標準高圧ホースの間に取り付けます。

外回りの配水管の詰まりにご使用くださ
い。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、
配水管に沿って進みます。

パイプクリーニングホース ( ノズル付 )
注文番号：２.６３７-７２９.０(７.５ｍ)
JAN コード：4002667004496
注文番号：２.６３７-７６７.０(１５ｍ)
JAN コード：4002667005646

オ
プ
シ
ョ
ン
ア
ク
セ
サ
リ
ー

JAN コード：4039784373624
JAN コード：4002667352535

JAN コード：4002667331448JAN コード：4039784498075

JAN コード：4002667395198

ウオッシュブラシ
注文番号：２.６４０-５８９.０
JAN コード：4039784051041

車や、外壁、シャッ
ターなどの洗浄に適
しています。

延長高圧ホース
( クイックカップリング用 )
注文番号：２.６４１-７１０.０(１０ｍ)
JAN コード：4039784296244
注文番号：２.６４１-７０９.０(６ｍ)
JAN コード：4039784296275



ウォッシュブラシ
注文番号：６.９０３-２７６.０

JAN コード：4002667004564 軽い汚れ用。車や浴室、外壁、サッシなど
の洗浄に最適です。
※ブラシはとてもゆっくり回転します。

逆止弁付きの自吸用ホース (３ｍ)
タンクやバケツなどの、ため水を吸い上
げます。フィルター (４ .７３０ -０５９.０ )
を併用してください。ゴミの混入を防逆

高圧洗浄機に接続できるカップリング付の
水道ホース２０ｍ( 内径１３ｍｍ)。
水道ホースをのばしたい時に便利です。

蛇口接続を簡単で便利なワンタッ
チ式にする場合に使用します。
ホースバンドで固定できないとき
にボルトで固定します。

回転ブラシ
注文番号：２.６４０-９０７.０

サクションホースセット
注文番号：４.４４０-２３８.０
JAN コード：4002667006582

水道ホーストロリー
注文番号：２.６４５-１６６.０

３２

フィルター
注文番号：４.７３０-０５９.０
JAN コード：4515413003006

洗濯機蛇口へ接続を簡単で便利なワンタッ
チ式にする場合に使用します。水道ホース
を金属バンドで固定します。金属バンド付

洗濯機蛇口接続金具
注文番号：9.548－３１４.0

ねじ式蛇口接続金具
注文番号：２.６４５-００６.０
JAN コード：4039784288874

ねじ式蛇口へ接続を簡単で便利な
ワンタッチ式にする場合に使用し
ます。蛇口径 G３ /４、G１/２に対
応出来ます。外ねじタイプ用

水道ホースとの接続を簡単で便利
なワンタッチ式にする場合に使用
します。逆支弁付

蛇口接続金具
注文番号：９.５４８-３０７.０

JAN コード：4039784523456

ホース側カップリング
注文番号：２.６４５-００４.０
JAN コード：4039784288850

JAN コード：4039784059450

オプションアクセサリー



アフターサービス・保証

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 ジャパン株式会社本社修理センターで無料修理をいたします。
( この無料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弊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
・弊社が提示している仕様の限界を超える使用
( 規定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下など、業務などで定格使用時間を
著しく超えた連続使用など )
・弊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、電源コード、ホースのひび割れ、O リングの劣化、
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 ( トリガーガン、高圧ホース、O リング、ノズル、水道ホース、洗浄剤ホース、オイ
ル及びその他、これらに類する消耗品 )
・お買い上げ販売店以外での修理
・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費用補修など
・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 )
・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。
修理はお買い求めいただいた販売店へご依頼ください。　　

保証書
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JAN コード：4039784059450
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■保証の適用
この保証は日本国内で使用される弊社製品のみに適用されます。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が末梢されます。

■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、保証修理をお申しつけください。
製造番号は、製品の裏側もしくは後部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添付の上、お買い上げいただ
いた販売店にお持ちいただくか、またはケルヒャー ジャパン株式会社本社修理センターまでお
送りください。
ご不明な点がございましたらケルヒャーカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
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。

ベランダクリーナー 保証期間：１年 製造番号：

お買い上げ日　：　平成　　年　　月　　日

ご住所：

お名前：
電話：(　　　)　　　－

住所：

店名：
電話：(　　　)　　　－

(故障状況 )

お
客
様

販
売
店

ケルヒャー ジャパン株式会社
本　社：〒９８１－３４０８　宮城県黒川郡大和町松坂平３丁目２番
TEL：(０２２)３４４－３１４０　　

ケルヒャーホームページアドレス　http://www.karcher.co.jp

アフターサービス・保証



１．保証書が３３～３４ページに添付されています。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．保証書は、お買い上げ販売店で必要事項を記入したものをお受け取りください。

４．保証期間は保証書に記載されています。

５．保証期間終了後の修理につきましては弊社ホームページの「修理・アフターサー

　　ビス」のページ (http://www.karcher.co.jp/jp/Service/support_hg.htm)   

       をご覧いただくか、販売店もしくは上記ケルヒャーカスタマーサービスセンター  

       までお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせ

ケルヒャーカスタマーサービスセンター

０１２０-６０-３１４０
受付日　：月曜日～金曜日 ( 祝日、当社休日を除く )

受付時間　：午前９時～１２時、午後１時～５時

修理品送り先

ケルヒャージャパン株式会社

本社修理センター　宛

〒981-3408　宮城県黒川郡大和町松坂平 3-2

修理品をお送りいただく際には、３ 4 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。また、全体的な点検をさせて

いただきますので、高圧ホース、トリガーガン、ノズルも同梱してく

ださい。


