
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある
内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

2

安全上のご注意 必ずお守りください

■引火性のあるものや火の気のあるもののそばで
使用しない、吸わせない

爆発や火災の原因になります。

発火したり、異常動作して、
けがをすることがあります。
●修理は販売店にご相談ください。

灯油、ガソリン、シンナー、
火の消えていないたばこなど

注意

■絶対に分解したり
修理・改造しない

感電することがあります。

水ぬれ禁止

■水洗いや、風呂場での
使用は絶対にしない

警告

警告

分解禁止

保証書付き

取扱説明書
電気掃除機（家庭用）

品番

もくじ 〈ページ〉

MC-K10P

仕様 14

保証とアフターサービス 11

故障かな!? 11

長くお使いいただくためのお願い 10

お手入れのしかた 9

紙パックがごみでいっぱいになったら 8

場所ごとに上手なお掃除を 6

付属品を確認し組み立てましょう 5

安全上のご注意 2

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用前に「安全上のご注意」（2～4ページ）を必ずお読みください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに
大切に保管してください。

してはいけない内容です。 実行しなければならない内容です。

V01Z8M000
S0109-0

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、
ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない
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感電やショートして発火することが
あります。

プラグがあたってけがをすることが
あります。

■電源コードを巻き取ると
きは、電源プラグを持つ

けが・やけど・絶縁劣化による
感電・漏電火災の原因になります。

■電源プラグを抜くときは、
必ず電源プラグを持って抜く

■使用時以外は電源プラグ
を抜く

■本体を引きずらない

■火気に近づけない

■本体を置いて使用すると
きは、本体のとっ手から
手をはなさない

排気で炎が大きくなり、火災の原因
になります。また本体の変形による
ショート・発火の原因になります。

ホースの縮みにより本体が倒れて、
けがや床面を傷つける原因になります。

床面を傷つける原因になります。

電源プラグ
を抜く

火気禁止

注意

3

感電やけがをすることがあります。感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■ぬれた手で、電源プラグ　
の抜き差しはしない

他の機器と併用すると、発熱による
火災の原因になります。
●延長コードも定格15Aのものを
単独でお使いください。

■お手入れ・点検の際は、
電源プラグを抜く

■定格15A・交流100Vの　
コンセントを単独で使う

100V 
15A!

■電源プラグのほこり等は
定期的にとる

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

プラグにほこり等がたまると、湿気
等で絶縁不良となり、火災の原因
になります。
プラグを抜き、乾いた布でふいて
ください。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因に
なります。
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグ
を抜く

警告

※この安全上のご注意とあわせて、ご使用の前に「長くお使いいただくための
お願い」（10ページ）をよくお読みください。

■ 純正 以外の紙パックを使用しない

本体内にごみがもれ、発煙や発火の恐れがあります。

■異常・故障時には直ちに使用を中止する

発煙・発火・感電の恐れがあります。
●すぐに電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いて、販売店へ
点検をご相談ください。

・電源スイッチを「ON」にしても、運転しない
・電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
・異常なにおいや音がする　　　　　・運転中、時々止まる
・本体が変形したり、異常に熱い　　・ホースが破れている
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付属品を確認し組み立てましょう

ギュウ

ギュウ

ギュウ

一般床用ノズル

ひとふきノズル

延長管ストッパー

●各部品（ホース・延長管・ひとふきノズル・一般床用ノ
ズル）の組み立てはねじりながらしっかり差し込みます。
（はずすときもねじりながら）

内のなまえは付属品です。ご確認ください。 電源スイッチ
「ON」…モーターが回ります。
「OFF」…モーターが止まります。

コード巻き
込みボタン

肩かけバンド

ホース

ハンドル

ゴミサイン

ふた

電源コード

取付穴

赤印

黄印

とっ手

延長管

電源プラグ

※電源コードは、黄印をめやすにして赤印以上は引き出さないでください。

ONOFF

切
　
取
　
線

各部のなまえと使いかた

（ 7ページ）

■肩かけバンド取り付け手順
本体の上から矢印方向に
肩かけバンドを入れる。

矢印のようにストッパー
にとおす。

通し穴

通し穴が4か所に
あります。

ストッパー

3cm以上

MC-K10P

電気掃除機保証書
本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番

保証期間

お買い上げ日

ご住所

お名前 様

住所・販売店名

電　話　（ ） ー

お
客
様

販

売

店

お買い上げ日から

本体 1年間（但し紙パックは除く）

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地　TEL（0748）23-1141

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

年　　　月　　　日

電　話　（ ） ー　

※

※

※

持込修理
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●目・腰の高さも思いどおり

●さらにこんなところにも

●高いところも軽がると部屋の隅

ハンドル部分を
お持ちください。

ソファの下など

階段

家具のすき間

便利な別売部品

すき間用ノズル
AMC60R-CM03

手ぼうきノズル
AMC-ANT1

希望小売価格 210円
（税抜 200円）

希望小売価格 1,523円
（税抜 1,450円）

場所ごとに上手なお掃除を

6

広いところは、一般床用ノズルで

※吸いつきが強く動かしにくい
場合は、手元を下げてお使い
ください。

※ベルトをたすきがけにすると
両手で掃除できます。

本体が腰の位置にフィットして
いるので、従来の掃除機では届
きにくかった高いところにも軽
くお掃除できます。

くるまの中 トイレの中 玄関

（2009年1月現在）

お掃除後は収納を
①延長管ストッパーを
取付穴に奥まで押し込む。

②ノズルを延長管につけた
ままで延長管ストッパー
に取り付ける。

※延長管ストッパーは、
本体から取り外せます。

右図のような
収納はしない
でください。
ホースの破れや
変形の原因に
なります。

延長管ストッパー

取付穴

お願い

ひとふきノズルで入り組んだ
ところまでキメ細かくキレイ
にできます。

（使用後は図のように収納してください。）
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お手入れのしかた
■お手入れの前には
電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜いてください。

●紙パックを交換しても、吸込力が回復しないとき

●フィルターを洗濯機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。

フィルターを取り出す 軽く水洗いする
陰干しでよく乾燥を

もとのように
取り付ける

●ふたを開け、
紙パックを取り出す。

フィルター

●フィルターは必ず
取り付けてください。

●紙パックを入れ、
ふたを閉める。

●月に1回程度点検してください。
ごみを吸い取ってください。
付着した、ごはんつぶなどは、
床を傷つけることがあります
ので、取り除いてください。

ひとふきノズル

吸込口

特殊起毛布

吸込口

床ブラシ

一般床用ノズル

水を含ませ、しぼったやわらかな布でふきとってください。

台所用洗剤・化学ぞうきん・ベンジン・シンナー・アルコールなどは
使わないでください。（ひび割れや変色の原因になります。）

お願い

お願い

8

紙パックがごみでいっぱいになったら

突起部を
本体の穴に合わす

本機は「Ｓ型」紙パックを使用しています。（ 10ページ）
吸込力が弱いと感じたら紙パックを交換してください。

紙パックを入れる ふたを閉める

●白ボール紙を案内溝にそわせて、
紙パックがかみ込まないように
確実に奥まで差し込んでください。

●ふたが閉まらないときは、紙パックが
正しく取り付けられているか確認して
ください。

ゴミサイン（紙パック交換時のめやす）

●綿ごみなどの風を通しやすいごみが多い場合は、
「オレンジ色」に変わらないこともあります。

●砂ごみなどの風を通しにくいごみが多い場合は、
少量でも「オレンジ色」になる場合があります。

1 2

ふたを開ける 紙パックを捨てる

●白ボール紙の穴からごみがこぼれない
ように取り出してください。

1 2
紙パックの取りはずしかた（ごみの捨てかた）

紙パックの取り付けかた　

紙パックの交換を

・電源スイッチを「ON」にし、ノズルを床面から浮かせて、「オレンジ色」の
指針が図のように移動したら、交換をしてください。

指針（オレンジ色）

ゴミサイン ゴミサイン

白ボール紙

白ボール紙 案内溝

フィルター

ひとふきノズル・一般床用ノズル

本体・延長管・ノズル

1 2 3
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●ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店まで保証書
を添えて、製品（本体・延長管・ノズル）をご持参ください。
詳しくは、11～13ページの「保証とアフターサービス」を
ご参照ください。

点検後なお
異常のある場合

こんなときは 調べるところと直しかた 参照ページ

モーターが
回転しない ●電源プラグがコンセントに差し込まれていましたか？

●電源コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？
→2～3mほど引き出して、もう一度巻き込む。

●電源コードが絡んでいませんか？
→無理に引き出さず、電源コード巻き込みボタンを
押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返して
ください。

－

吸込力が弱い

電源コードが
全部入らない

電源コードが
引き出せない

5

5

●紙パックがごみでいっぱいになっていませんか？
→交換する。

●ふたが正しく取りつけられていますか？
→ふたを正しく取りつける。

8

8

故障かな!?

●点検の際は、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜く。
（感電やけがをすることがあります。）

警告

長くお使いいただくためのお願い

10

ホースは無理に曲げ
たり引っ張ったりし
ない

次のような物は
吸わせない

吸込口をふさいで
長時間運転しない

ホースの変形や、破れの
原因になります。

水や液体・湿ったごみ・
ガラス・カミソリ・押し
ピン・針などは故障の原
因になります。

過熱による本体の変形の
原因になります。

●この掃除機は家庭用です。
業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

交換用紙パックは

純正S型紙パックをお使いください。

●保管は、子供の手の届かない所で、直射日光をさけて包装用袋に入れてください。
お願い

保証とアフターサービス

転居や贈答品などでお困りの場合は…
・修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！

・使いかた・お買い物などのお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

■保証書（裏表紙をご覧ください。）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確
かめ、お買い上げの販売店からお受け取りく
ださい。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体１年間
ただし紙パックは消耗品ですので保証期間内
でも「有料」とさせていただきます

■補修用性能部品の保有期間
当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を、
製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を
維持するために必要な部品です。

（ ）

よくお読みください

6年

紙パックは販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直売サイト
「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

http://club.panasonic.jp/mall/sense

■ 純正 以外の紙パックを使用しない
本体内にごみがもれ、発煙や発火の恐れがあります。

注意

（2009年1月現在）
品番　ＡＭＣ-Ｕ2（10枚入り）
希望小売価格　903円（税抜 860円）
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保証とアフターサービス

・保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が
修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、
製品に保証書を添えてご持参ください。

・保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望
により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

・修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業に

かかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

11ページの「故障かな!?」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

修理を依頼されるとき

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談へ
の対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り
返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個
人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者
に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容
品　名
品　番

お買い上げ日
故障の状況

電気掃除機
MC-K10P

できるだけ具体的に
年　　月　　日

よくお読みください

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などのホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/japan/



電 源

消 費 電 力

外 形 寸 法

質 量

運 転 音

集じん容積

コードの長さ

付 属 品

仕様

真 空 度

風 量

吸込仕事率

14

500 W

63 dB

0.9 L

5 m

168 ｍｍ×奥行142 ｍｍ×高さ441 ｍｍ

2.5 kg

ひとふきノズル………………………（1コ）
一般床用ノズル………………………（1コ）
延長管…………………………………（2本）
延長管ストッパー……………………（1コ）
肩かけバンド…………………………（1コ）

11110 Pa

1.0 m3/min

185 W

AC100 V  50-60 Hz

〈無料修理規定〉
1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内
に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した
本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。

(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、
お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。

2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く
の修理ご相談窓口にご相談ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害
（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）など
による故障及び損傷

(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び
損傷

(ヘ)本書のご添付がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、
あるいは字句を書き替えられた場合

(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は
お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、
出張料はお客様の負担となります。

5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照

ください。
※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料
修理対応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。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を
お約束するものです。従って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ので、保証期間経過後の修理について
ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口に
お問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱
説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

MC-K10P便利メモ
おぼえのため
記入されると
便利です

お買い上げ日

販売店名

年　　月　　日 品　番

　（　　　）　　　̶

〒527-8501　滋賀県東近江市林田町1500番地
 C  Panasonic Corporation 2009

愛情点検 長年ご使用の電気掃除機の点検を！

こんな
症状は
ありま
せんか

ご使用
中　止

・電源スイッチを「ON」に
　しても、運転しない
・電源プラグやコードを動かすと、
　通電したりしなかったりする
・異常なにおいや音がする
・運転中、時々止まる
・本体が変形したり、異常に熱い
・ホースが破れている
・その他の異常、故障がある

故障や事故防止の
ため、すぐに電源
スイッチを「OFF」
にし、電源プラグ
を抜いて、販売店
へ点検をご相談
ください。


