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目次Sharkハンディスチームクリーナーを
お買い上げいただきありがとうございます。

■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。

■この取扱説明書は
　大切に保管してください。
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同梱物および各部の名称 同梱物および各部の名称／アクセサリー

シャークでは、製品の品質と安全に万全を期するため、出荷前テストを実施しています。そのため、ハンディスチー 
ムクリーナーの給水タンク内またはその周辺に少量の水が残っている場合があります。あらかじめご了承ください。

   重要：対象物全体にスチームをかける前に、ごく小さな範囲のみでテストすることをおすすめします。また、素材 
        メーカーの取扱説明書や注意書きを確認してください。

A

C

D

E

F

B

  小型ポケットツールと専用パッド 
    先端の細い形状が、狭い範囲や凹凸のある 
    場所のお掃除に適しています。家具の縁や 
    部屋の角などにも便利です。

  付属ホース 
    スポット清掃、スチームを直接噴きかけたい 
    場合に適しています。

  衣類用スチーマー 
　（アタッチメント、マイクロファイバーボンネット､
　 ブラシフレーム） 
　 ※SA1001Jに付属 
    衣料や布地、ソファなど室内装飾品のリフレッ 
    シュに適しています。

A  ハンディスチームクリーナー本体
 リリースボタン
 スチームトリガー
 電源ライト
 給水タンク 
　  ※注水口は反対側にあります。
 注水容器

B
C
D
E

F

G

H

I

注：一部のアクセサリーは、お買い上げの製品に付属していない場合があります。 
    交換部品やアクセサリーの注文についてはshark.co.jp をご覧ください。
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この取扱説明書は大切に保管してください。

  警告 （誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性があるもの） 
火災、感電、怪我、または物的損害の危険性を減らすため、以下の指示に従ってください。

安全上のご注意
本製品は家庭用です。業務用や掃除以外の目的に使用しないでください。 
お使いになる方や他者への危害と財産の損害を防ぐため、お守りいただきたいことを説明しています。
電源プラグがコンセントの差し込み口にきちんと入らない場合は、向きを逆にして差し込んでください。向きを逆にしても入らない場合は、
シャークカスタマーサポートまでご連絡ください。電源プラグを無理に押し込んだり、コンセントに差し込めるように改造したりしないでください。

1.  本製品の使用中は、ハンディスチームクリーナー
本体を横向きに倒したり、スチームを人やペット、
植物に向けて噴きつけないでください。

2.  本製品は必ず取扱説明書の説明に従って使用し
てください。本書で説明する目的以外のいかなる
目的にも本製品を使用しないでください

3.  暖房器具として使用しないでください。
4.  屋外で使用しないでください。
5.  電源につないだまま放置しないでください。使用

していない時やお手入れ前には、必ず電源コード
をコンセントから抜いてください。

6.  身体能力や、感覚能力、思考能力が低下している
状態の方や、経験や知識が十分にない方（お子様
を含む）は、安全に責任を負う方の監督または指
導なしで本製品を使用しないでください。お子様
が本製品で遊ばないようにしてください。

7.  本製品をお子様に使用させないでください。お子
様やペット、植物の近くで使用する場合は、十分
にご注意ください。

8.  本書に記載された以外の使い方をしないでくだ
さい。

9.   液体や蒸気は、オーブンの内部などの電気部品
を含む機器に向けないでください。

10.   Shark純正のアクセサリー以外は使用しないでく
ださい。非純正品を使用した場合は、保証の対象
外となります。

11.  傷ついた電源コードやプラグは使用しないでくだ
さい。本製品が通常どおりに動作しない場合や、
本製品を落とした場合、破損させた場合、屋外に
放置した場合、浸水させた場合は、直ちに使用を
中止し、シャークカスタマーサポートまでご連絡
ください。誤った分解組み立てや修理を行うと、
使用中に感電やケガをする恐れがあります。

12.  感電の危険を避けるため、本製品を水や液体に
浸けないでください。

13.  本製品や電源プラグを濡れた手で取り扱ったり、裸
足で操作しないでください。

14.  電源コードを無理に引っ張ったり、コードをつか
んでハンディスチームクリーナー本体を持ち上げ
たりしないでください。ケーブルをドアに挟みこん
だり、柱の角など尖った部分に接触した状態で
引っ張ったりしないでください。コードの上にス
チームをかけたり、スチームで熱くなっている場
所をコードが通らないようご注意ください。

15.  本製品をコンセントから抜く場合は、電源コード
を引っ張るのではなく、電源プラグを持って抜い
てください。延長コードや電源タップを使ったり、
電気の容量が十分でないコンセントを使うことは
避けてください。

16.   使用途中に水を補充する場合、電源プラグを必
ず抜いてください。水を補充する際にスチームが
生成される可能性があります。

17.  スチームノズルの開口部に異物を入れないでく
ださい。ノズルが詰まった場合は使用を中止して
ください。

18.  本製品を手や足の上に載せないで下さい。大変
高温になっています。

19.  本製品は平らで水平な場所でお使いください。壁や
カウンター、窓には使用しないでください。

20.  革製品、表面をワックス加工してある家具、合成繊
維、ビロード、その他デリケートで蒸気に弱い素材
には使用しないでください。

21.  洗浄液や酢、香料、オイル、その他の化学薬品を給
水タンクに入れないでください。本製品の故障や使
用中のトラブルにつながる恐れがあります。本製品
には水または蒸留水の使用をおすすめしています。

22.  アクセサリー類の取り外しは、ハンディスチームク
リーナー本体の電源プラグをコンセントから抜き、
十分に冷ましてから行ってください。

23.  ハンディスチームクリーナー本体の外装をお手入
れする場合は、電源コードをコンセントから抜いた
上で、乾いた布もしくは湿らせた布で汚れを拭き
取ってください。水をかけたり、アルコールやベンジ
ン、塗料用シンナーを用いないでください。

24.  階段でのお掃除を行う場合は、足元にご注意くだ
さい。

25. 清掃する場所は常に明るくしてください。
26.  本製品は、室内の涼しく乾燥した場所に保管し

てください。
27.  お住まいの電源回路への過負荷を防ぐため、本

製品と他の電気製品の電源プラグを同じコンセ
ントに差して使うことは避けてください。

28.  火傷の可能性を防ぐため、アクセサリーの着脱
や交換を行う場合は、必ず電源プラグをコンセ
ントから抜き、本体を十分に冷ましてから行うよ
うにしてください。

29.  湯あかの付着を防ぐために、月に一度給水タン
クのすすぎを行うことをおすすめしています。給
水タンクに水を入れ、本体をよく振ってから水
を捨ててください。必要に応じて2～3回この手
順を繰り返してください。湯あかが付着すると
温度が上がりにくくなり、また故障の原因にもな
りますのでご注意ください。

本製品をお使いになる場合は、安全のため、以下
に記載されるものを含む全ての注意事項を常に
守ってください。
本製品をご使用になる前に、この取扱説明書を最
後までお読みください。

  警告
高温蒸気：
やけどに注意

ハンディスチームクリーナーから出る蒸気
は大変高温になるため、火傷をする恐れが
あります。
ハンディスチームクリーナーをご使用の際
は取り扱いにご注意ください。 
ハンディスチームクリーナーはお子様の手
の届かないところに置いてください。  
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お掃除前の準備

使用方法

ハンディスチームクリーナーの使い方
電源プラグをコンセントに差し込みます。約30秒程
でスチームの準備が整います。スチームトリガーを引
くとスチームが噴き出します。

お掃除を始める前、付属品が全て取り付けられた状態
で３～５秒間スチームトリガーを引き、スチームを噴
射してください。この操作でスチームの噴き出しが安
定し、コントロールしやすくなります。
付属品の取り付け方・使い方は、次ページ以降をご覧
ください。

Sharkハンディスチームクリーナーは、高温、水分耐性のある面に高温のスチームを当て、清掃することを目的と
して設計されています。無垢の木材（特にアンティークの木製家具）や素焼きのタイル、ワックスやオイル、ニス、
ペイントなどを塗った表面材には使用しないで下さい。
スチームをかける場合は、あらかじめ、対象物の目立たない部分をきれいに清掃した後、スチームをかけてテスト
することをおすすめします。
合わせて、対象物の取扱説明書や仕様書をご確認ください。
表面処理を施した木製家具にスチームをかける場合は、ダメージを与えないよう、特定の場所に強くスチームを
当てたり、特定の箇所に何秒も続けてスチームを当て続けないように注意して下さい。

付属ホースと小型ポケットツールの使い方

注：一部のアクセサリーは、お買い上げの製品に付属していない場合があります。詳しくは、P.5の「同梱物」の
　  ページをご覧ください。交換部品やアクセサリーの注文についてはshark.co.jp をご覧ください。

付属ホースをハンディスチームクリーナー本体のノズル
にカチッと音がするまでしっかり装着します。
次に、小型ポケットツールに専用パッドをかぶせます。ゴ
ムバンドを締め、留め具をスライドさせて専用パッドを
しっかり固定します。

ポケットツールは狭いところや凹凸のある場所にスチー 
ムをかける際にも使用できます。 パッド先端の形状は、
対象物の縁やコーナー部にもスムーズにスチームをかけ
られるようになっています。

専用パッドを取り付けた小型ポケットツールを、付属
ホースの先端に差し込み、カチッと音がするまでゆっく
り押し込みます。
専用パッドを装着していない状態で小型ポケットツール
を使用しないでください。
小型ポケットツールを取り外す際は、冷めるまで２～
３分冷ましてから行ってください。取り外すには、付属
ホースの先端のボタンを押してください。
付属ホースを取り外すには、ハンディスチームクリー
ナー本体のリリースボタンを押してください。

使い方のヒント:
用途に応じて付属ホースに取り付けられる、便利なア
クセサリーをご用意しています。 
詳しくは shark.co.jp をご覧ください。

給水タンクへの注水
給水タンクへの注水は以下のように行ってください。
１．給水タンクのキャップを外します。
２．注水容器を使って給水タンクに水を注ぎます。 
     あふれないよう注意してください。注水が終わっ 
     たら元どおりにキャップを閉めてください。
注：給水タンクが空になると、ハンディスチームクリー 
     ナーはスチームの生成を停止します。給水する場 
     合は、事前に電源プラグを抜き、本機を冷まして 
     から行ってください。
注：本機をご使用にならない場合は、必ず電源プラグ      
     をコンセントから抜いてください。

警告:アクセサリーなどの付け外しを行う際や、ハンディスチームクリーナーを使用していない時は、必ずコンセ 
       ントから電源プラグを抜いてください。火傷を防ぐため、スチームが噴き出している時はノズルやアクセサリー、 
       パッドに触れないでください。触れる場合は電源プラグを抜き、冷めるまで待ってから行ってください。
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お手入れ

使用後のお手入れと収納
ハンディスチームクリーナー本体の電源をオフにする
には、コンセントから電源プラグを抜いてください。安
全な場所に本体を上向きで置いて、そのまま冷まして
ください。
 本体が十分に冷め、スチームが出なくなったら、給水タ
ンクの水を捨てます。給水タンクのキャップを外し、キッ
チンのシンクや浴室などで本体を傾けて水を抜きます。
しっかりと水が抜けたら、元どおりキャップを閉めます。

スチームノズルのお手入れ
スチームノズルからのスチームの噴き出しが弱くなった
と感じる場合は、シャークカスタマーサポートまでご連
絡ください。

専用パッドのお手入れ
専用パッドを取り外して、液体洗剤を使用して温水で洗
濯をしてください。
漂白剤、粉末洗剤または柔軟剤は使用しないでくださ
い。専用パッドが傷んだり被膜が残る原因となる可能
性があり、専用パッドのクリーニング効果や吸収性の低
下につながります。
マイクロファイバー繊維の寿命を延ばすため、専用パッ
ドは日の当たらない場所で干すか、低温設定の乾燥機
を使用して乾燥してください。
繊維のほつれが、マイクロファイバーの消耗の目安とな
ります。織り目がほどける原因となるため、ほつれた繊
維を引っ張らないでください。ほつれた繊維はハサミで
切り取ってください。

専用パッドの交換目安
最大限のクリーニング効果が得られるよう、通常使用
の場合3～4ヶ月ごとに新しい専用パッドに交換するこ
とをおすすめします。ほこりの粒子・油分・摩擦・洗濯の
くり返しは、その他の繊維と同様、マイクロファイバーの
劣化につながる可能性があります。
交換用の専用パッドやその他アクセサリーの注文につ
いては shark.co.jp をご覧いただくか、シャークカスタ
マーサポートまでご連絡ください。

衣類用スチーマーの使い方

ボンネットの端部にある輪を引っ張ってネットを広げ、
アタッチメントにかぶせます。ボンネットの上にブラシフ
レームを取り付けたら、アタッチメントをハンディスチー
ムクリーナー本体のノズルにはめこみます。

  ハンディスチームクリーナーのトリガーを３～５秒の間
隔で押しながら、スチームをかけたい布地などの表面
を上下にゆっくりと滑らせます。 

ハンディスチームクリーナー本体から衣類用スチー 
マーを取り外す場合は、スチーマーを２～３分冷まして
から行ってください。
本体のリリースボタンを押しながら、アタッチメントを
取り外します。

使い方のヒント:
衣類用スチーマーは、衣類のシワを取ることはもちろん、
布製ソファなどファブリックのお手入れにもご利用い
ただけます。
スチームをかける前には、対象の布地が色落ちしない
ことを確かめてください。特に赤や青の生地では注意
が必要です。色落ちを確かめるには、きれいな蒸しタオ
ルで布地の目立たない場所の狭い範囲をこすってみて
ください。タオルに色移りする素材の場合は、専門店
へクリーニングを依頼することをおすすめします。

 

アタッチメント

ブラシフレーム
リリースボタン

マイクロファイバー 
ボンネット

警告:アクセサリーなどの付け外しを行う際や、ハンディスチームクリーナーを使用していない時は、必ずコンセ 
       ントから電源プラグを抜いてください。火傷を防ぐため、スチームが噴き出している時はノズルやアクセサリー、 
       パッドに触れないでください。触れる場合は電源プラグを抜き、冷めるまで待ってから行ってください。

※SA1001Jに付属
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トラブルシューティング ／ よくあるご質問

質問 回答

ハンディスチームクリーナーの
給水タンクに
水以外の液体を入れても
問題ありませんか？

本製品には水または蒸留水の使用をおすすめしています。
本製品で使用する水には、洗浄液や、酢、香料、オイル、その他の化学薬品を入れ
ないでください。対象物にダメージを与えたり、本製品の故障や使用時の危険に
つながる恐れがあります。

どのような表面材に
ハンディスチームクリーナーを
使用できますか？

Sharkハンディスチームクリーナーは、高温、水分耐性のある面を対象に設計さ
れています。対象素材のメーカーによる取扱説明書・仕様書・お手入れ方法の説
明を確認し、最初にスチームをかける前に、あらかじめ対象物の目立たない部分
でテストすることをおすすめします。 
 
警告：革製品、ワックス加工された家具、合成繊維、ビロード、蒸気に弱いデリケー 
        トな素材には使用しないでください。
注   ：ワックス加工の施された面や一部のワックス加工なしの床面では、熱と蒸気 
        により光沢が失われる可能性があります。最初に目立たない部分で試し、 
        光沢に影響がないかをご確認ください。

保証書（１年間保証）

®

１年間保証は、シャークニンジャ株式会社（以下「当社」）の正規販売店からご購入いただいた製品に適用されます。保証の適用対象は、ご購入
いただいた原所有者及び本製品のみであり、他に譲渡することはできません。

当社はお客様が購入された上記製品（以下「本製品」）について通常の家庭での使用条件の下で使用され、取扱説明書に記載された条件に
従いお手入れが行われていることを前提としてご購入日から１年間、材質上または製造上の不具合に対する保証を提供します。ただし、下記の条
件及び例外に従うものとします。

本保証書は、保証期間中本保証書に記載の条件に従って無償で修理または交換が行われることをお約束するものです。そのため、この保証は
保証者（本保証書を発行した者）及びその他の関係事業者に対する、お客様の消費者としての法律上の権利に影響を及ぼすものではありません。 
 
保証登録
この保証を受けるためにはご購入日から30日以内にお客様のご連絡先及び本製品のシリアル番号をご登録いただく必要があります。
また、当社によるサービスの提供が迅速かつ効率的に行えるよう、お客様の領収書、購入日の記録及び納品書を安全な場所に保管してください。 
 
登録には、以下の2つの方法があります。
1.　 オンラインによる登録は shark.co.jp から行えます。（巻末のQRコードからもアクセス可能です）
2.　 郵送による登録は本書にある製品登録カードに必要事項を記入の上、切り取り線で切り離して、同封の封筒で当社までご返送ください。 
ご登録いただいた連絡先の変更が必要となった場合には、カスタマーサポート（0120-522-552）までご連絡ください。
 
保証が適用される場合
1.　 当社の判断により不具合があると認めた本製品または非消耗品について、最初のご購入日から１年間修理または交換を行います。
2. 万が一、本製品が交換となった場合、この保証は、交換品の受領日から6ヶ月後か元の保証期間の満了日のうちいずれか遅い方の日に終了 

します。当社は本製品が交換となる場合には本製品と同額か同額以上の他の製品との交換を行う権利を有します。
3. 修理または交換のために不具合のある本製品、または部品を当社にお送りいただく際の送料と、当社からお客様に製品または部品を返 

送する際の送料は、当社が負担します。
 
保証適用外となる場合
１年間保証の期間内であっても以下の場合の修理または交換は有償です。
1. 本製品の正常な機能を維持するために日常的なお手入れ、または交換を必要とする消耗品が通常の使用に伴って損耗または摩耗した 

ことにより修理または交換が必要となった場合
2. 本製品またはその部品が改造された、または商業的に利用された場合
3. 本製品の誤使用、乱用若しくは不注意な取扱い、または運搬中の不適切な取扱いにより本製品に不具合または損傷が生じた場合 
4. 本製品の配送に起因して本製品に不具合若しくは損傷が生じた場合、または本製品若しくはその部品に対する修理、サービス若しくは

改造（当社が承認した業者による場合を除きます）に起因して本製品に不具合若しくは損傷が生じた場合
5. 本製品が日本国外で購入され、使用され、または稼働された場合
6. 火災、洪水、地震、落雷、暴風、ガス事故、異常電圧、停電その他の不可抗力により本製品に不具合または損傷が生じた場合
7. 当社の求めにもかかわらず、本保証書をご提示いただけない場合
8. 本保証書に従って保証登録が行われていない場合
9. お客様の製品のシリアル番号と本保証書に基づいてご登録いただいたシリアル番号が同一であることが確認できない場合
10. お客様の保証の請求が本保証書及びカスタマーサポートからのご案内に従って行われていない場合
 
保証請求の方法
保証の請求を行うには、下記のカスタマーサポートまでお電話にてご連絡ください。カスタマーサポートの専門スタッフが対応いたします。 
またその際、 製品等の返送及び梱包の方法についてもご案内いたします。 
 
カスタマーサポートの情報　　電話番号：0120-522-552 
                                       カスタマーサポートの営業時間についてはshark.co.jp/support をご覧ください。 
                                       カスタマーサポートでは、交換部品のご購入及び消耗品と非消耗品の分類に関する情報もご確認いただけます。 
                                       また、ご自身での製品のお手入れ・メンテナンスに関する情報については、shark.co.jp をご覧ください。 
 
お客様のプライバシーについて 
当社は、この保証に関して提供されたお客様の情報を、以下の目的にのみ使用いたします。 
・購入商品に関連するアフターサービスの提供。 
・お客様のお問い合わせまたはご要望への回答などのカスタマーサポートの提供。 
・ダイレクトメール、電話、電子メールによる新製品、イベント及びサービスに関する情報の提供。 
・製品の品質及びサービスの向上のためのアンケート及びモニタリングなどの調査の実施。 
・ウェブサイトへのアクセス、操作性等のウェブサイトの改善。　・個人が特定されない統計データの作成、開示及び公表。 
お客様のプライバシーの保護については、当社のプライバシーポリシー（shark.co.jp/privacy）もご参照ください。 
 
シャークニンジャ株式会社 
　　〒105-0004　東京都港区新橋3-3-13 TSAO Hibiya 11階 
　　電話番号：0120-522-552 （カスタマーサポート） 
　　受付時間：9：00～17：30（年末年始、その他大型連休等除く）

よくあるご質問

トラブルシューティング
問題 原因と解決方法

ハンディスチームクリーナー 
からスチームが出ない

ハンディスチームクリーナーの電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれて
いることをご確認ください。もし電源が入らない場合は、ブレーカーやヒューズに問
題がないことを確認し、別のコンセントの使用をお試しください。
給水タンクが満水になっていること、電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれ
ていること、ハンディスチームクリーナー本体のライトが点灯していることをご確認
ください。
もしライトが点灯していない場合は、別のコンセントの使用をお試しください。
本体のライトが点灯している場合は、ハンディスチームクリーナーの準備が整う
まで約30秒程待ってください。 
上記を行っても本機が正しく動作しない場合は、シャークカスタマーサポートまで
ご連絡ください。

スチームの放出が途切れる 給水タンクが満水になっているかを確認してください。

対象清掃面が曇った、
または筋状の跡がついた

専用パッドが汚れている可能性があります。その場合はきれいな面を使用するか、
新しい専用パッドに取り替えてください。粉末洗剤で専用パッドを洗濯した場合、
専用パッドが傷つき取り替えが必要な場合があります。
清掃面に洗剤・油の残りが蓄積している可能性もあります。ハンディスチームクリー
ナーに使用する水の量は少ないため、スチームによって表面に浮かび上がった残
留物の蓄積を洗い流すには水分量が十分ではない場合があります。水のみを使
用して対象面を洗い流し、乾いてから、きれいな専用パッドを装着したハンディス
チームクリーナーで再び清掃することをおすすめします。
通常は水での洗い流しを1回以上行うことで、残留物を取り除くことができます。
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製品登録カード
郵送登録の際には、このページを切り取って、同梱の封筒でご郵送ください。

型式／モデル番号 SHARK ハンディスチームクリーナー　SA  　　　　　J

シリアル番号　　 　*必須 S/N:

お買い上げ日　　　*必須 西暦　　　　　　   年 　 　    月       日 　 　

お買い上げ店舗　　*必須 □店舗     店舗名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□オンラインストア     ストア名（　　　　　　　　　　　　　）

お名前　　　　　　*必須
フリガナ
漢字 

姓                                          名

電話番号           　*必須

E-mail　　　　 　*必須                                                  ＠

ご住所　　　　  　*必須

性別　　　　  　　*必須 □男性     □女性

生年月日  　　　　*必須 西暦　　　　　　   年 　 　    月       日 　 　

ご家族構成 世帯同居人数（ご本人を含む              人）

今後、お得なキャンペーンのご案内や新製品情報のお知らせなどをお送り
してもよろしいですか。

□　はい

キ
リ
ト
リ
線

（裏面のアンケートへのご記入もお願いいたします）

シャークカスタマーサポート 
電話番号: 0120-522-552
受付時間 9：00～17：30 （年末年始、その他大型連休等除く）
shark.co.jp

-

　

購入証明書／保証書貼付用レシートなどの保管にお使いください
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Q1： ご自宅の住居形態、広さについて、あてはまる項目をチェックしてください。
住宅形態

□一戸建て（平屋）　　    □一戸建て（2階建て以上）　　
□集合住宅（マンション/アパート/団地/社宅）　　
□その他　（　　　　      　　　　）

住宅の広さ（平米数）
□30㎡未満　　         □30㎡～50㎡未満　　    □50㎡～80㎡未満　　
□80㎡～100㎡未満　□100㎡以上

Q2： 本製品をどこでお知りになりましたか？（複数回答可）
□TVCM　　□雑誌・新聞　　□店頭　　□屋外広告　　□知り合いから聞いて
□インターネット広告　　　　□ブログ・SNS　　　　　　□比較サイト
□Sharkホームページ　　　　□オンラインストア　　　　　　 
□その他（　　　　                                    　　　　　　　　）

Q3： 本製品を購入しようと思ったきっかけを教えてください。（複数回答可）
□店頭で試してみて　　　□店頭スタッフの説明　　　□価格　　
□プロモーション（具体的に　　　　　　　　　）　
□オンラインサイトのレビュー（具体的に　　　　　　　　　　　）　
□知り合いからのすすめ　　　□その他　（　　　　　　　　　　　）

Q4： 購入にあたり、何が魅力に感じられましたか？（複数回答可）
□ブランドイメージ　　□米国No.1ブランド　　□製品の機能
□お掃除の能力　　　 □コンパクト収納 □充実した付属品　　　□価格　
□サイズ　　　　　　　□デザイン、色合い 　　　□店頭でのキャンペーン
□店頭でのデモンストレーション　　　 □他のShark製品を持っているから　　　
□その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q5： 本製品のご購入前に、もっとも使用頻度の高かった掃除機のメーカー名と種類を
　　 教えてください。

メーカー名（　　　　　　　　　　　　　　）　　型番（　　　　　　　　）
□キャニスタータイプ（紙パック式）　　    □キャニスタータイプ（サイクロン式）　 
□スティックタイプ（コード式）　　 　　    □スティックタイプ（コードレス）　
□ロボット掃除機　　    □ハンディタイプ　　    □その他（　　　　　　　　）

お客様アンケート
ご登録いただきましたお客様情報につきましては、機密事項として管理させていただきます。

MEMO
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取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。
本取扱説明書は、お客様のSharkハンディスチームクリーナーが
十分に性能を発揮し、末永くお使いいただけるようにするための
ものです。

ご不明な点がございましたら、カスタマーサポート までお電話く
ださい。

注：モデル番号とシリアル番号はハンディスチームクリーナー 
     本体にあるラベルで確認できます。

シャークニンジャ株式会社
シャークカスタマーサポート  0120-522-552 
受付時間 9：00～17：30 （年末年始、その他大型連休等除く）
shark.co.jp

製品情報を以下にご記入ください

型式／モデル番号： ________________________________

シリアル番号： _____________________________________

購入日： __________________________________________  
（レシートは保管しておいてください）

購入店舗： ________________________________________

画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
当社では常に製品の改良に努めているため、本書に記載される仕様は予告なしに変更されることがあります。
SharkNinja米国特許情報については、 www.sharkninja.com/patents をご覧ください。
SHARK is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.
SHARKはSharkNinja Operating LLCの登録商標です。

®

製品登録

 shark.co.jp

 0120-522-552

SA1000JSeries_IB_E_REV_Mv8


