
ケルヒャー

スチームクリーナー

お掃除アドバイスブック
スチームクリーナーとは、本体内部のボイラーでお湯を沸かし、発生した高温のスチーム（蒸気）

を吹き付けて汚れを落とすクリーナーです。

また、除菌効果も確認されております。公的試験機構でテスト（※1）され、食中毒の4大菌

（サルモネラ菌・黄色ブドウ球菌・大腸菌O157・腸炎ビブリオ菌）に対して全て除菌という結果

が出ています。

どうしてスチームクリーナーで汚れが落ちるの？

いろいろなノズルの使い方

スチームクリーナーを使った掃除のワンポイント 掃除する前の準備・道具

1. スチーム（蒸気）を
　 汚れに当てる。

ノズルヘッド

狭い場所や角、細かい
場所の掃除に

ガステーブル、サッシ
レールなど

ノズルヘッド+ブラシ

細かい場所の掃除に

ガステーブル、サッシ
レールなど

ハンドブラシ+カバー

広い面がある場所の掃
除に

シンク、テーブル、レ
ンジフードなど

［ご注意］ブラシ、ハンドブラシの毛は硬めです。傷のつきやすい素材を掃除する際は目立たない場所で試してからお使いください。

フレキシブルフロア
ノズル+クロス

床面などの足元の広い
場所の掃除に

フローリング床、畳な
ど

2. 熱と水分で汚れが
 　ゆるむ。

3. ゆるんだ汚れを
　 拭き取る。

除菌もできる！除菌もできる！除菌もできる！
小さいお子さんがいるご家庭でも安心

クロスを取り付けたフロアノズルや
ハンドブラシを、対象（汚れ）にしっ
かり接触させて掃除をしましょう。

1 秒間に 30cm 位のゆっくりとし
たスピードで動かすと、水分が残ら
ず汚れを落とせます。

スチームクリーナー、クロス、タオルなど。
クロス、タオルは複数枚用意しておくと便利です。
掃除する場所は、掃除しやすいようにあらかじめ片
付けておきましょう。
※画像はイメージです

タオル・雑巾

※2

※1 菌液を滴下後、乾燥させたプラスチック板にケルヒャースチームクリーナーにハンドブラシとカバーを装着し、10秒間噴射したところ、除菌結果が確認されました（財団法人日本食品分析センター調べ）
※2 エンダース＆パートナーズ研究所のテスト結果…ケルヒャーのスチームクリーナーを正しく使用すると、一般家庭のバクテリアを99.99％除菌することができます （表面の硬い場所を清掃した場合）



クロスはたるまない様
にピンと張った状態に
取り付けます。

スチームでクロスを温
めて汚れを拭き取りま
す。

リビング

◆ カーペットのシミ

カーペットなどのシミは、表と裏の両面から
掃除すると効果的です。

◆ ソファ・イスのシミ

① 汚れのそばにタオルを用意し、ノズルヘッ
ドを斜めにして汚れ部分にスチームを当て、
奥のタオルに汚れを移します。
② 別の乾いたタオルでたたいて水分と汚れを
取り除きます。これを数回繰り返します。

お掃除ワンポイント

＜ヒント＞
スチームを出し続けるとクロス
がぬれてきますので、「①スチー
ムレバーを 3 秒握りクロスを温
める。②温まったらレバーを離し
て 3 秒程拭く。」の手順を繰り返
します。
スチームの吐出量が多い場合は
スチームレバーロックを「弱」
にしてください。クロスがぬれ
てきたら交換してください。

※機種によっては、スチームの出し方
が異なり、強弱切り替えレバーが無
いものがあります。

フレキシブルフロアノズルの使い方

・電化製品を掃除する際は、安全上の理由から、電源プラグを必ず抜いてください。

・素材によっては、傷み・変色・変形することがあります。目立たない場所で試してからご使用ください。

・汚れの種類や状態によっては、汚れ落ちの効果に差が出る場合があります。

クロスを取り付けたフレキシブ
ルフロアノズルを床に当てて、
ゆっくりと動かして掃除しま
す。

フレキシブルフロアノズル＋クロス

床のお掃除に

カバーを付けたハンドブラシをソ
ファに当てて、ゆっくりと動かしま
す。
カバーがだんだん汚れてくるので、
交換しながら使いましょう。

ハンドブラシ＋カバー

布製ソファのお手入れに

ノズルヘッドにブラシをセットし
て、こすり洗いします。
細い溝の汚れはノズルヘッドやス
ポットノズルで吹き飛ばします。

サッシレールのお掃除に

ハンドブラシ＋カバー

カバーを付けたハンドブラシを当
てて、ゆっくりと動かします。
カバーがだんだん汚れてくるので、
交換しながら使いましょう。

網戸のお掃除に

スチームクリーナーご使用
にあたっての注意事項

ノズルヘッド＋ブラシ

（またはスポットノズル）

トント
ン

【ご注意】

・スチームが手にかからないようにご注意ください。

・ソファやカーペットなどの布製品の掃除をする時は、

あらかじめ目立たない場所でテストをしてください。 

掃除した場所が完全に乾燥するまで待ち、色落ちや形

状に問題がないか確認してください。

・皮革製品には使用できません。

・ベロアなど特殊加工品やシルク・カシミヤ等の高級品

は必ず目立たない場所でテストしてからご使用くださ

い。

・繊維の奥までしみ込んだ汚れは落ちません。



サニタリー

キッチン

ノズルヘッドにブラシを
セットして、こすり洗い
ます。

※シリコン製の目地にはス
チームを長時間当てないで
ください。

※クロムメッキなど傷がつきやすい素材にブラシを使用すると傷がつく恐れがあります。
※汚れや湯あかが厚くこびりついている場合、完全に汚れが取り除けないことがあります。

※こびりついた汚れには、オプション品のターボブラシがおすすめです。
※コゲや汚れがこびりついている場合、完全に汚れが取り除けないことがあります。

ノズルヘッド＋ブラシ

タイル目地の汚れに

蛇口  ノズルヘッドにブ
ラシをセットして、こす
り洗いします。

洗面台  カバーを付けた
ハンドブラシを当てて、
ゆっくりと動かします。

ノズルヘッド＋ブラシ ハンドブラシ＋カバー

水道蛇口・洗面台のお掃除に

カバーを付けたハンドブ
ラシを IH クッキングヒー
ターに当てて、ゆっくり
と動かします。

IHクッキングヒーターのお手入れに

カバーを付けたハンドブ
ラシを当てて、ゆっくり
と動かします。

ハンドブラシ＋カバー

換気扇フード・壁の油汚れに

ハンドブラシ＋カバー

ノズルヘッドにブラシ
をセットしてこすり洗
いします。また、油汚
れにはブラシにタオル
などを巻き付けて掃除
します。

ノズルヘッド＋ブラシ ノズルヘッド＋タオル

ガステーブル・コンロの油汚れに

カバーを付けたハン
ドブラシやビッグブ
ラシをシンクに当て
て、ゆっくりと動か
します。

シンクのお掃除に

ハンドブラシ＋カバー ビッグブラシ＋カバー

マイクロファイバーは、繊維がとても細く表面が凸凹して
いるため、汚れの研磨力や吸塵力、吸水力が高く、綿素材
の雑巾で落ちない汚れも洗剤なしで落とすことができます。

吸水性・汚れ落ち抜群！マイクロファイバークロス

普通の繊維 マイクロファイバーの繊維

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※ビッグブラシは新品番（4.130-012.0）のノズルヘッドでご使用ください。
SC 4、SC 4 プレミアムには新品番のノズルヘッドが標準装備されていますが、
それ以外の機種はノズルヘッドの買い替えが必要です。



おすすめオプションアクセサリー ※

その他

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   Fax : 022-344-3141

お客様専用ダイヤル

0120-60-3140
受付時間 9:00～12:00  13:00～17:00
月曜日～金曜日（祝日・当社休日を除く）www.kaercher.com/jp/

ブラシ4個組
2.863-058.0

マイクロファイバークロス
セット（ハンドブラシ用）
2.863-232.0

ブラシ3個組（真ちゅう製）
2.863-061.0
※傷が付く場合があります

マイクロファイバークロ
スセット（キッチン用）
2.863-228.0

ノズルセット
2.884-282.0

マイクロファイバークロ
スセット（お風呂用）
2.863-229.0

マクロファイバークロス
セット（居間・寝室用）
2.863-230.0

スチームターボブラシ
2.863-159.0

マイクロファイバークロス
セット（フロアノズル用）
2.863-231.0

ボイラー洗浄剤
（スケール除去剤）
6.290-239.0

上記以外にも便利なアクセサリーをご用意しております。
詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

スチームクリーナーオプションアクセサリー 一覧 
www.kaercher.com/jp/home-garden/steam-cleaners/acc-01.html

※一部の機種には標準装備しています

■掲載内容は、2016年 4月現在のものです。
■開発・改良により仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

SteamCleaner AdviceBook / Product Include Ver 201611 

カバーを付けたハンドブラシを
シートに当てて、ゆっくりと動か
します。

チャイルドシート・車のシートの汚れに

ハンドブラシ＋カバー

ハンガーに掛けた衣類に、カバー
を付けたハンドブラシを当てて、
ゆっくりと動かします。

※衣類の絵表示をご確認ください。皮革
製品には使用できません。また、低温表
示のある製品には少し離れたところから
スチームをあててください。「スチーム禁
止」の表示がある場合は使用しないでく
ださい。

衣類のしわ伸ばしに

ハンドブラシ＋カバー

ボイラーの湯あか除去に

フロアノズルの交換用クロス ハンドブラシの交換用カバー キッチン掃除に お風呂掃除に 居間や寝室の掃除に

こびりついた汚れに 延長＆スチームを集中して噴射タイルの目地などに ブラシが振動して汚れを落とすブラシが振動して汚れを落とす


