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Cleaning

WELCOME GUIDE
HomeVac Duo

取扱説明書

www.eufylife.com
For FAQs and more information, please visit:

English

IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS
WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, 
or injury, read all instructions before using this device:
• This device is intended for household use only.
• Do not leave this device unattended when it is plugged in. 

Unplug it from the outlet when you are not using it and before 
servicing.

• Always turn off this device before connecting or disconnecting 
the handheld vacuum cleaner.

• Do not use outdoors or on wet surfaces.
• Do not use this device as a toy. Pay extra attention when used 

by or near children.
• Use only as described in this manual. Use only the 

manufacturer’s recommended attachments.
• If the device is not working as it should, or has been dropped, 

damaged, or dropped into water, contact our customer service 
for advice and help.

• Do not unplug the adapter by pulling on the cord. To unplug, 
grasp the plug, not the cord. 

• Do not handle the plug or device with wet hands. 
• Do not put any object into openings (besides normal vacuum 

operation). Do not use with any opening blocked; keep free of 
dust, lint, hair, and anything else that may reduce airflow.

• Keep loose clothing, hair, and all parts of the body (such as 
fingers) away from openings and moving parts.

• Turn off all controls before unplugging.
• Use extra care when cleaning on stairs.
• Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as 

gasoline, or use in areas where they may be present.   
• Do not pick up anything that is burning or smoking, such as 

cigarettes, matches, or hot ash.
• Do not use without dust collector or filter in-place.
• This device is not intended for use by persons (including 

children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the device by 
a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play 
with the device. Cleaning and maintenance of the device shall 
not be performed by children without supervision.

• The device is only to be used with the power supply unit 
provided.

• For the purposes of recharging the battery, only use the 
detachable charging base provided with this device.

• The external flexible cable or cord of the power supply unit 
cannot be replaced. If the cord is damaged, the power supply 
unit needs to be disposed of.

• The battery must be removed from the device before the device 
is disposed of.

• The device must be disconnected from the mains supply when 
removing the battery.

• A used battery should be placed in a sealed plastic bag and 
disposed of safely according to local environmental regulations.

Product Number T2400 
Vacuum Cleaner

SM-A439-V02

• To remove the battery from the device, first use a screwdriver 
to disassemble the main body enclosure. Unscrew the battery 
compartment screws and take the battery out. Cut one wire at a 
time with wire cutters to disconnect the wiring.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

日本語

安全上のご注意
警告 - 火事・感電・人への危害を防ぐために:
• 本製品は屋内でのみ使用できます。
• 本製品をコンセントに接続している間はその場を離れないでください。
ご使用していない時やお手入れの際は本製品をコンセントから外してく
ださい。

• ハンディクリーナー部分を取り外したり、取り付けたりする際には、必
ず本体の電源を切ってください。

• 屋外や床が濡れている場所では本製品を使用しないでください。
• 子供が本製品で遊ぶことがないように注意してください。子供の近くで
本製品を使用される場合、細心の注意を払ってご使用ください。

• 付属品は推奨されているもののみを使用し、また取扱説明書に記載のな
い方法で使用しないでください。

• コードや電源プラグに損傷がある場合は使用しないでください。本製品
が正常に動作しなかったり、落下・損傷してしまったり、水に浸かって
しまった場合は当社のカスタマーサポートにご連絡ください。

• 充電アダプターを抜く際には、コードを引っ張らずに電源プラグを持っ
て抜いてください。

• 濡れた手で電源プラグや本製品を触らないでください。
• 通常の掃除機による吸い込みでない限り、吸込口やすき間にものを入れ
ないでください。もしすき間がふさがっている場合は本製品を使用しな
いでください。ほこりや糸くず、髪の毛やその他気流に悪影響を及ぼす
ものは取り除いてください。

• 髪や指などの身体の各部位や衣類を吸込口や動作部に近づけないでくだ
さい。

• 本体の電源を切った後に電源プラグを抜いてください。
• 階段でのご使用は十分に注意してください。
• ガソリンのような可燃性の液体を本製品で吸い込まないようにしてくだ
さい。また周囲に可燃性の液体がある環境で使用しないでください。

• たばこやマッチ、灰のような燃えていたり、煙の発生しているものに対
して本製品を使用しないでください。

• ご使用の際は必ずダストケースとフィルターを取り付けてください。
• 本製品は身体的または精神的に未成熟な方、経験や知識が十分でない方(
子供を含む)のご利用を意図していません。安全に関して責任を持つこと
のできる方が監視または指示できない場合は使用しないでください。

• 子供が本製品で遊ぶことがないように必ず監視をしてください。本製品
を使用した子供による掃除や掃除機本体のメンテナンスは、必ず保護者
の監視下で実施してください。

• 本製品を充電する際は付属のACアダプタをご使用ください。
• バッテリーを充電する際は、必ず付属の取り外し可能な充電ステーショ
ンを使用してください。

• ACアダプタのケーブルやコードは、別のものに取り替えることはできま
せん。もしケーブルやコードに損傷があった場合は、ACアダプタ自体も
破棄してください。

• 本製品を破棄する前には、必ずバッテリーを機器から取り外してくださ
い。

• バッテリーを取り外す際は、本製品をACアダプタや充電ステーションに
接続しないでください。

• 使わなくなったバッテリーはビニール袋に密閉し、自治体の環境規制に
従って安全に処理してください。

• 本製品からバッテリーを取り外す際は、ドライバーを使用して本体の囲
みを取り外してください。囲みを取り外すとバッテリー梱包部が見えま
すので、再度ドライバーを使用して梱包部分を取り外し、バッテリー本
体を取り出してください。その後、ワイヤカッター等の工具を使い、ワ
イヤーを1本ずつ切断してください。

これらの注意を守って正しくお使いください
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English

Upright handle

Upright unit On / Off button

Power saving button

Folding handle release

Upright vacuum cleaner unit

Handheld release button

Handheld vacuum cleaner unit

Handheld unit On / Off button

Power indicator light

Dust collector release buttons

Dust collector

HEPA-style filter

Spare HEPA-style filter

Pre-filter

Floor brush release button

Headlights

Rolling brush

Charging base

Attachments storage space

Dusting brush attachment

Crevice nozzle attachment

Charging adapter

Cleaning tool

日本語

スティックハンドル
電源ボタン
強弱ボタン
折り畳みボタン
スティッククリーナー本体
ハンディクリーナー取り外しボタン
ハンディクリーナー本体
ハンディクリーナー電源ボタン
電源表示ランプ
ダストケース取り外しボタン
ダストケース
HEPA式フィルター

HEPA式フィルター (予備 )

プレフィルター
フロアブラシ取り外しボタン
ヘッドライト
回転ブラシ
充電ステーション
ブラシ・ノズル保管スペース
ほこり取りブラシ
すき間ノズル
充電アダプタ
清掃ツール
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English

Press handheld mode release button and pull out handheld vacuum 
cleaner.
Select and fit attachment to handheld vacuum cleaner unit.
Turn on handheld vacuum cleaner.

T
If suction power is low, empty the dust collector, clean the filter and 
remove any obstructions from the nozzle.

日本語

図のようにハンディクリーナーを取り外してください。
すき間ノズルやほこり取りブラシを挿し込んでください。
ハンディークリーナーの電源をオンにしてください。

T
吸引力が弱い場合、ダストケースを空にし、フィルターをきれい
にし、ノズルについたほこりを取り除いてください。

Charging Your HomeVac Duo
HomeVac Duo本体の充電方法

1 2 3

25% 50% 75% 100%

T The power indicator will flash when the battery is low on power.
充電残量が少なくなると、電源表示ランプが点滅します。

Cleaning and Maintenance
クリーニングとメンテナンス方法

Always unplug the vacuum cleaner from the main power supply 
before cleaning or maintenance.
お手入れする際は、ACアダプタが製品本体から取り外してください。

• Clean the dust collector and the HEPA-style filter
ダストケース・HEPA式フィルターの清掃方法

21 Press
ボタンを押します
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English

Empty dust from the dust collector and the HEPA-style filter weekly. 
Tap to remove excess dust.
Rinse the filter assembly with water if it becomes too dirty.
NOTE: Washing the HEPA-style filter with water will degrade its 
performance. After washing the filter three times, it is recommended to 
replace with a new one for best cleaning performance.
Air-dry the HEPA-style filter thoroughly before reusing. A wet filter 
may affect the cleaning power or even damage HomeVac Duo.
Replace the filter assembly.
Insert the dust collector into the main body. 

Excess dust inside the dust collector will clump together if moisture is 
present and reduce suction power. Regularly clean the dust collector 
to ensure strong suction power and to prevent unpleasant odors from 
developing.

T

日本語

週に 1回程度、ダストケースおよび HEPA式フィルターからゴミを
取り除いてください。軽くたたいて、細かなゴミも取り除いてくだ
さい。
フィルターが過度に汚れてしまった場合、水で洗浄してください。
注意：HEPA式フィルターを洗浄すると性能が低下します。性能維持のた
め、3回洗浄した後は、新しいフィルターに交換することをおすすめしま
す。
再度ご使用の前に、HEPA式フィルターを完全に空気乾燥させます。
濡れたフィルターを使用すると、性能が低下したり、HomeVac Duo
が故障する可能性があります。
フィルターを組み立て直します。
ダストケースを製品本体に取り付けます。

ダストケース内のゴミが湿って固まると、吸引力が低下します。不快なに
おいを防止し、吸引力を維持するためにも、定期的にダストケースを清掃
してください。

T

• Clean the rolling brush
回転ブラシのクリーニング方法

2

1

3

Carefully cut off any hair or fibers tangled in the rolling brush with the 
supplied cleaning tool or scissors.
Allow the filter and rolling brush to air-dry thoroughly before replacing.
回転ブラシに絡まった髪の毛や繊維は清掃ツールやハサミなどで丁寧に切
り取ってください。
フィルターおよび回転ブラシは、しっかりと空気乾燥させてから取り付け
てください。

T

Specifications
製品の仕様

Model
型番 T2400

Voltage
電圧 DC 21.6 V

Wattage
ワット数 125 W

Base size
サイズ 273 × 162 mm / 10.7 × 6.4 in

Height (extended)
高さ（通常時） 1160 mm / 45.7 in

Height (lowered)
高さ（折り畳み時） 690 mm / 27 in

Customer Service
カスタマーサポート

18-month limited warranty
18ヶ月保証 

Lifetime technical support
テクニカルサポート 

support@eufylife.com

03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)

@EufyJapan @Eufy_JP @Eufy_JP

Assembling Your HomeVac Duo
HomeVac Duoの組み立て方法

Using Your HomeVac Duo
HomeVac Duoの使用方法  

• Upright mode
スティッククリーナーとして使用する場合 
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English

Turn it on.
Adjust suction power.
• Press Power Saving Button to toggle 

between Normal and Power Saving 
Mode.

日本語

電源ボタンを押します。
強弱ボタンで強さを調整します。
• 強弱ボタンでノーマルモードと省
電力モードを切り替えることがで
きます。

• Handheld mode
ハンデイクリーナーとして使用する場合 


