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この度はエレクトロラックスの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には使用上の重要な情報が記載されています。ご使用前に必ずよくお読みの上、正しく安
全にお使いください。

保証書は最後のページに付いています。お買い上げ日、お買い上げ販売店名などの記入をお確
かめの上、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

ご使用になる前に
• お買い上げの掃除機を開梱し、アクセサリーがすべて含まれていることをご確認ください。
• お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
特に「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。
• 安全に最適にご使用いただくため、必ずエレクトロラックス純正のアクセサリーをお使いくだ
さい。

永くご愛用いただくために、製品登録をお願いします

●ご登録をされると
スムーズなお問い合わせ対応
エレクトロラックス最新情報を配信＊

キャンペーンなどのお得なお知らせ＊

＊製品やキャンペーン情報等のご提供をご希望されたお客様が対象となります。

●登録はこちらから
インターネット (パソコン・携帯電話 )にてご登録ください。

http://www.electroluxjapan.com/reg/

はじめに
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安全上のご注意
ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や
損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度
を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」・「注意」
に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

 注意 人が損害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

（絵表示の例）

警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左
図の場合は「分解禁止」）が描かれています。

行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は「電源プラグをコンセントから
抜いてください」）が描かれています。

「必ず実行していただくこと」を表します。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
本体を他の人に譲渡されるときは、この取扱説明書を必ず添付してください。
「製品保証書」に販売店の明記がないものは、保証期間中でも有償修理になる可能性があります。

 警告
ターボノズルの回転部やローラース
イッチに触れないでください。
指を巻き込まれてケガをしたり、回転
によって高温になり、やけどをする恐
れがあります。
特にお子様には充分にご注意ください。

禁止

お手入れの際は必ず電源プラグをコン
セントから抜いてください。また、ぬ
れた手で抜き差ししないでください。感
電やケガをすることがあります。

電源プラグ
を抜く

交流１００V以外では使用しないでく
ださい。
火災・感電の原因になります。 禁止
定格１５A以上のコンセントを単独で
使ってください。
他の器具と併用すると分岐コンセント
部が異常発熱して発火することがあり
ます。

注意

 警告
電源プラグやコンセントのほこりは定
期的に乾拭きで取り除いてください。ほ
こりがたまると湿気などで絶縁不良と
なり、火災の原因になります。 注意

引火性のもの（たばこ、コピー用トナー、
灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー
など）の近くで使用しないでください。
爆発や火災の原因になります。 禁止

本機を火気や強い熱を発するものに近
づけないでください。
ショート・発火の原因になります。 禁止
製品（ホースやノズル含む）を水洗いし
ないでください（水洗いできる付属品、
部品を除く）。火災や感電の原因になり
ます。水洗いしたことで発生した故障
は保証対象外です。ぬれた場所やぬれ
た手で絶対に使用しないでください。

禁止
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安全上のご注意

 警告
改造はしないでください。
分解したり修理をしないでください。火災・
感電・ケガの原因になります。異常、故障
時には直ちに使用を中止し、電源プラグを
抜いてください。勝手に分解したり、修理
をしないでください。火災・感電・ケガの
原因になります。
修理等が必要な場合は、「エレクトロラッ
クス　お客様サポート」に直接ご連絡くだ
さい。

禁止

本機を分解したり、ショートさせたり、表
面が金属製のものの上や強い熱源の近くに
放置したりしないでください。
火災・感電・ケガの原因になります。 禁止

電源コードを傷つける、破損する、加工す
る、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、た
ばねることはしないでください。重い物を
載せたり、挟み込んだり、加工したりする
と、コードが破損し、火災・感電の原因に
なります。

禁止

電源コードが傷んだり、コンセントの差し
込みがゆるいときは使用しないでくださ
い。感電・ショート・火災の原因になります。 禁止

電源コード、電源プラグが故障、破損した
際は、必ず「エレクトロラックス　お客様
サポート」を通してエレクトロラックス・
ジャパン株式会社にて修理を受けてくださ
い。

注意

排気口はふさがないでください。
火災の原因になります。

禁止
掃除機を持ち上げて電源コードを引き出さ
ないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因に
なります。 禁止

 注意
電源プラグやコンセントは、正しく取り
扱ってください。電源コードは水平に引き
出すことによって、破損を防いでください。
破損により、感電・発火の原因になります。
電源プラグの抜き差しは、電源コードでは
なく、必ず電源プラグ部分を持って引き抜
いてください。
感電・発火の原因になります。

電源プラグを
持って抜く

コードを巻き取る際には、電源プラグを
持って行ってください。プラグに当たって
ケガをしたり、熱くなった電源プラグ先に
当たってやけどをする恐れがあります。

必ず行う

フィルター、ホース、ハンドル、伸縮パイ
プ、ノズルはエレクトロラックス指定のも
のをご使用ください。
エレクトロラックス指定のもの以外を使用
すると、故障の原因になります。

必ず行う

 注意
吸込口をふさいで運転しないでください。
過熱による本体の変形・発火の原因になり
ます。 禁止
傷付きやすい床材やフローリングなどでは
使用しないでください。
傷が付くおそれがあります。 禁止
本体に乗らないでください。
転倒してケガをすることがあります。

禁止
直射日光の当たるところや湿気の多いとこ
ろに放置・保管しないでください。
故障の原因になります。 禁止
使用時以外は、電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。ケガややけど、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
ホースは定期的にチェックし、破損してい
る場合は使用しないでください。
過熱による本体の変形・発火の原因になり
ます。 禁止

本機は家庭用です。屋内での一般的な使用
を前提に設計されています。
業務用ではありませんのでご注意くださ
い。 注意

本機は成人用です。お子様や体の弱い方が
お使いになることを前提に設計されており
ません。ご使用される場合は必ず保護者か
介護者の方がサポートしてください。
下記にご注意ください。
• お子様の近くで使用するとき
• お子様が本機で遊ばないようにする

注意

下記のものを吸い込まないでください。
モーターが故障する原因になります。
• 鋭利なもの
• 液体
• 燃え殻、火がついたたばこの吸い殻
• 細かいゴミ（しっくい、コンクリート、
小麦粉、灰など）
上記のものを吸い込んだことにより掃除機
に損傷が発生した場合は、保証期間内でも
有料修理になりますのでご注意ください。

禁止

故障や事故防止のために、以下の場合は必
ずエレクトロラックスお客様サポートに点
検をご相談ください。
•電源コードやプラグが異常に熱くなる。
•本体にさわると時々電気を感じる。
•時々動かないことがある。
•運転中、異常な音がする。
•本体が変形したり異常に熱い。
•こげくさい匂いがする。
•その他異常、故障がある。

注意
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各部の名称

① ダストボックス
② スポンジフィルター
③ モーターフィルター
④ ゴミ捨てサイン
⑤ コード巻き取りボタン
⑥ 電源ボタン
⑦ 排気フィルターカバー
⑧ 排気フィルター

⑨ 電源ケーブル
⑩ フック
⑪ 本体ハンドル
⑫ ターボノズル
⑬ 布用ノズル
⑭ ２in１ノズル
⑮ ハンドル・ホース
⑯ 伸縮パイプ

① ② ④ ⑧ ⑪⑩⑨⑦⑤ ⑥

⑫ ⑬ ⑭

⑮ ⑯

③
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 組み立てる
ご注意
組み立てる前に、電源プラグがコンセントに接続されていないことをご確認ください。

1. ホースを本体に挿入します。
• ホースのロックボタンが上側になるようにして
挿入します。
• ホースを取り外すには、ホースのロックボタン
を押しながらホースを引き抜いてください。

2. ノズルに伸縮パイプを取り付けます。
伸縮パイプの四角形の穴がターボノズルのロック
ボタンと重なるように挿入してください。
• ターボノズルを取り外すには、ターボノズルの
ロックボタンを押しながらノズルを引き抜いて
ください。

3. ハンドルに伸縮パイプを取り付けます。
• ノズルを直接ハンドルに取り付けて使用することも
できます。
• 伸縮パイプを取り外すには、伸縮パイプのロックボ
タンを押しながらハンドルを引き抜いてください。

4. 長さを調節します。
• のばすときは、片方の手で調整グリップボタ
ンをノズルの付いている方向に押しながら、
もう一方の手でハンドルを引いてください。
• ちぢめるときは、片方の手で調整グリップボ
タンをノズルの付いている方向に押しながら、
もう一方の手でハンドルをノズルの付いてい
る方向に動かしてください。

ロックボタン

ロックボタン

ロックボタン

調整グリップボタン

のばす

ちぢめる



8

 お掃除する

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
電源プラグを本体から引き出し、コンセントに
差し込んでください。
• 電源コードは黄色のラインまで引き出してご使
用ください。
• 赤色のラインより長く引き出さないでくださ
い。

2. 本体の電源ボタンを押して、電源をオンにします。
ハンドルのスライドを上げ下げすることで、吸引
力を調整できます。

3. 掃除が終わったら、本体の電源ボタンを押して、電源をオフにします。

4. コンセントから電源プラグを抜き、本体にあるコード巻き取りボタンを押しな
がら電源コードを収納します。
• 電源コードがねじれないようにまっすぐに巻き
取るようにすると、より収納しやすくなります。
• 電源コードは勢いよく収納されますので、電源
プラグを手に持ちながら巻き取りボタンを押し
てください。

強

赤色のライン

黄色のライン

弱



9

 ゴミ捨て
ゴミ捨てサインが点灯したらすぐにゴミを捨ててください。
性能を維持するために、ダストボックスに書かれているMax ラインまでゴミが溜まる前にゴミ
を捨てることをお勧めします。
ご注意
• ゴミ捨ての前には、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

1. ダストボックス上部にあるレバーを上に引きながら、ダストボックスを本体か
ら取り外します。

2. 大きめのゴミ袋やゴミ箱を用意し、その上でダストボックスの底面を下に向け
て底面にあるストッパーを引き、フタを開けます。

3. 中のゴミを捨てます。
• ゴミを捨てるときは、ダストボックスが入る大きめのゴ
ミ袋やゴミ容器に捨ててください。
ご注意
ガラスなど鋭利なゴミによるケガにご注意ください。

4. カチッと音が鳴るまで、ダストボックスのフタを押し込んで閉めます。

5. 本体にダストボックスをカチッと音がするまで押し込んで取り付けます。
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持ち運ぶ
本体ハンドルを持つことで持ち運ぶことができます。
また、ホースの付け根に近い凹んだところを持つことで、本体を垂直のまま持ち運べます。
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上手なお掃除（付属品の使い方）

または

この掃除機は、お掃除をする場所に合わせて 4種類ものノズルを付け替えることができます。
下の例を見て、最適なノズルに付け替えて上手なお掃除をしてみてください。

本棚、家具、すき間など

ソファ、クッション、
カーテンなどの布製品

フローリング、じゅうたん

ターボノズル

2 in 1 ノズル
（すき間）

2 in 1 ノズル
（ブラシ）*

＊ 2 in 1 ノズルは、ブラシ
型にすることができます。

ブラシ部分を矢印の方向に、
カチッと音が鳴るまでたお
してください。

布用ノズル
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収納する
場所に合わせて収納方法を変えることができます。
持ち運びや、お掃除を中断したいときにも使える方法です。

本体後部のフックを使用したとき

本体裏側のフックを使用したとき
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お手入れをする
ご注意
お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

ターボノズルのお手入れ
• 吸引力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れをしてください。
• 定期的なお手入れ（月１回程度）をおすすめします。

1. ターボブラシを取り外します。
ターボブラシのブラシが付いてい
る面を上にします。
ブラシストッパーのみぞに硬貨な
どをはさみ、反時計回りに回し、
「ひらく」の方向にみぞの端を合
わせます。ブラシストッパーをは
ずし、ブラシを取り外します。

2. ノズルを掃除します。
ブラシに絡まった糸などは、はさみで切り落として取
り除いてください。
ターボノズルをハンドル部分で吸引し、きれいにしま
す。

3. ブラシを取り付けます。
ターボブラシのブラシが付いてい
る面を上にします。
ブラシを取り付け、ブラシストッ
パーをはめます。
ブラシストッパーのみぞに硬貨な
どをはさみ、時計回りに回し、「し
まる」の方向にみぞの端を合わせ
ます。

ブラシストッパー

ブラシストッパー

みぞ

みぞ
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お手入れをする

モーターフィルターのお手入れ

1. ダストボックスからモーターフィルターを取り外します。
ダストボックスの取り外し方は「ゴミ捨て」
（⇒ 9ページ）をご覧ください。
両側のストッパーを手前に引いて取り外し
てください。

2. モーターフィルターからスポンジフィルターを取り外して、スポンジフィル
ターを水洗いします。

3. モーターフィルターに付着しているゴミを、2 in 1 ノズルのブラシ部分で取り
除きます。
ご注意
モーターフィルターは水洗いしないでください。
故障の原因になります。

4. スポンジフィルターを風通しのよい場所に置いて乾かします。
完全に乾かしてください。

5. スポンジフィルターをモーターフィルターに取り付け、ダストボックスに取り
付けます。
ご注意
フィルターを取り付けないと、ダストボック
スが本体に取り付けられません。

ストッパー
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お手入れをする

旋回部のお手入れ
• 吸引力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れをしてください。
• 定期的なお手入れ（月１回程度）をおすすめします。
旋回部をお手入れする前は、必ずダストボックス内を空にしてください（⇒ 9ページ）。

1. ダストボックスを本体から取り外し、底面のフタを開けます。
「ゴミ捨て」（⇒ 9ページ）をご覧ください。

2. ダストボックスから旋回部を取り外します。
旋回部の手持ち部分を時計回りにカチッというま
で回して、取り外してください。

3. 旋回部を水洗いします。

4. 風通しのよい場所に置いて乾かします。
完全に乾かしてください。

5. ダストボックスに旋回部を取り付けます。
旋回部の手持ち部分を反時計回りにカチッというま
で回して、取り付けてください。
ご注意
旋回部をお手入れしたあとは、必ずダストボックス
に取り付けてください。旋回部を取り付けずに本製
品を使用すると、故障する恐れがあります。

6. ダストボックスのフタを閉め、本体に取り付けます。
ダストボックスの取り付け方は「ゴミ捨て」（⇒ 9ページ）をご覧ください。
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お手入れをする

排気フィルターカバーのお手入れ
• 排気のニオイが気になるときにお手入れしてください。

1. 排気フィルターカバーを取り外します。
排気フィルターカバーのレバーを左に引いて取り外してくださ
い。

2. 排気フィルターと排気フィルターカバーを水洗いします。

3. 風通しのよい場所に置いて乾かします。
完全に乾かしてください。

4. 本体に取り付けます。
排気フィルターを排気フィルターカバー
に取り付けます。
排気フィルターカバーの左側にあるタブ
を本体に差し込んでから、全体をカチッ
というまで押し込んでください。

本体のお手入れ
本体の汚れは、かたくしぼった布で軽く拭いてください。
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廃棄について
本製品は家庭ゴミとして処分できません。家電製品のリサイクルのための収集窓口となってい
る販売店に引取りを依頼してください。本製品を適切に処分することにより、不適切な廃棄処
分によって生じる環境および健康への被害を回避することができます。本製品のリサイクルの
詳細については、お住まいの自治体の担当部署、家庭ゴミ廃棄サービスにお問い合わせください。

本製品の廃棄については、各地方自治体のルールに従ってください。
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 困ったときは
問題が起きたと思ったときは、次の項目を確認してください。
以下に書いた以外の修理をご家庭でしていただくことは大変危険です。絶対におやめください。
ご確認後になお異常があるときは、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、
下記の「エレクトロラックス　お客様サポート」にご連絡ください。

状況 次の点をお調べください。

掃除機が動かない。 • 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。（⇒ 8ページ）
• 電源プラグとケーブルが傷んでいませんか。「エレクトロラックス　お客様サ
ポート」（⇒下記）に直ちにご連絡ください。
• 電源がオンになっていますか。正しくスイッチを押していますか。（⇒ 8ページ）

掃除機が運転中に止まる。
吸引が弱い。

• ダストボックスのゴミがMaxラインまで溜っていませんか。その場合はダス
トボックスを空にしてください。（⇒ 9ページ）
• ダストボックスが正しく取り付けられていますか。ダストボックスの取り外
し方および取り付け方は 9ページをご覧ください。

電源コードが全部入らない。
コードが引き出せない。

• 電源コードが正しく巻き取られていますか。２～３mほど引き出して、もう
一度巻き取ってください。（⇒ 8ページ）

掃除機に水が入った。 • 「エレクトロラックス　お客様サポート」（⇒下記）に直ちにご連絡ください。

エレクトロラックス　お客様サポート
フリーダイヤル：0120-54-0202
月－金曜日：9:00AM－ 5:30PM＊

＊土日祝および年末年始はお休みさせていただきます。

エレクトロラックスは、高い水準のお客様サポートをお約束いたします。
エレクトロラックス・ジャパンはお客様のご要望に的確にお応えするために、「エレクトロラッ
クス　お客様サポート」を設置しております。お客様からの製品に関するお問い合わせや、付
属品パーツのご購入等、専門のスタッフが迅速に対応します。

製品や使用に関するご相談、お使いの掃除機の修理・お手入れ等が必要な場合は、「エレクト
ロラックス　お客様サポート」に直接ご連絡ください。

万が一、修理が必要な場合におきましても、回収から修理後のご返却まで、72時間以内※に
行うことを目指しています。

※宅配便の都合上、地域によっては多少お時間のかかる場合もございますのでご了承ください。
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保証について
この掃除機には、製品保証書がついています。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から１年間です。保証期間中に修理・点検が必要な場合には、無料
保証規定に則ってエレクトロラックス・ジャパン株式会社にて修理させていただきます。

保証期間後に修理・点検が必要な場合もご要望により修理を承ります。「エレクトロラックス　
お客様サポート」にご相談ください。

ご自分での修理は危険ですので絶対に行わないでください。

修理・点検のご依頼について
修理・点検のご依頼の前に今一度、この取扱説明書の「困ったときは」をご確認ください。異
常が確認される際には、直ちに使用を止めて「エレクトロラックス　お客様サポート」までご
連絡ください。

本体、電源コード、電源プラグその他の製品のツール等が故障や破損した際は、必ず「エレク
トロラックス　お客様サポート」を通してエレクトロラックス・ジャパン株式会社にて修理を
受けてください。

品名： モビライト
型番： ZLUX1851 ／ ZLUX1852
故障の状態（できるだけ詳しく）

それ以外で修理を行った際の事故やその他支障に対する責任は負いかねます。

点検事項について
●長年ご使用の掃除機は点検を！
こんな症状はありませんか
• 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
• 容器から水が漏れる。
• 本体にさわると時々電気を感じる。
• 時々動かないことがある。
• 運転中、異常な音がする。
• 本体が変形したり異常に熱い。
• こげくさい匂いがする。
• その他異常、故障がある。

補修用性能部品について
エレクトロラックスは、この掃除機の補修用性能部品を製造完了後、6年間保有しております。
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。また、性能改善のため、
予告なく部品の仕様や外観色を変更することがあります。

使用中止
故障や事故防止のために、必ず
「エレクトロラックスお客様サポート」
に点検をご相談ください。

アフターサービス
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無料修理規定
1.  取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書き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。

2. ご購入日より 30日以内に製品登録をいただいていない場合、かつ、ご購入日を示すレシート、
領収書、配送伝票等をご提示いただけない場合は無料修理が適用されませんのでご注意くだ
さい。

3. 保証期間内でも次の場合には原則として保証の適用外とさせていただきます。
（イ） 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ） お買い上げ後の移設、輸送、落下等による故障および損傷。
（ハ） 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（流化ガス等）、

異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障および損傷。
（ニ） 保証書のご提示がない場合。
（ホ） 保証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。
（ヘ） 異常電圧およびお客様の不注意による故障等につきましては保証期間中でも、有償修理

になる可能性がありますのでご注意願います。

4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
The warranty is valid only in Japan

5. 保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。
＊ 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）、およ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。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または販売元にお
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くわしくは「保証について」
および「補修用性能部品について」の項をご覧ください。
＊ The warranty is valid only in Japan
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 仕様
仕様 （家庭用電機掃除機）
製品名 MobiLITE　モビライト

型番 ZLUX1851 ／ ZLUX1852

電源 100V（50/60Hz）

消費電力 1000 W

本体寸法（幅 × 奥行 × 高さ） 260 × 375 × 280mm

本体質量（標準質量） 4.2kg（5.8kg）

吸込仕事率 193 W

コードの長さ 4.3m

発売元
エレクトロラックス・ジャパン株式会社

フリーダイヤル：0120-54-0202
http://www.electrolux.co.jp



エレクトロラックス　お客様サポート
フリーダイヤル：0120-54-0202
月－金曜日：9:00AM－ 5:30PM＊

＊土日祝および年末年始はお休みさせていただきます。
www.electrolux.co.jp

JPF2014-07rev00

◆製品保証書◆
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、無料修理規定に基
づき無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は、20ページの無料修理規定
をご参照ください。
機種名 モビライト　ZLUX1851 ／ ZLUX1852
お客様※ ご住所（〒　　　-　　　　　）

お名前

様
電話 （　　　　）　　　　－

お買い上げ日※ 　　　　　年　　　　月　　　　日
保証期間 本体お買い上げ日から 1年間
販売店※ 住所・店名

電話（　　　　）　　　　－

※印欄に記入のない場合は無効となりますのでご確認ください。
お客様の個人情報のお取扱いについて
お客様ご相談窓口「エレクトロラックス　お客様サポート」でお受けしたお客様のお名前 /ご住所 /お
電話番号等の個人情報、保証書に記載いただいたお客様の個人情報は、個人情報保護法に基づいて、適
切に管理いたします。
個人情報は、商品・サービスに関連するご相談、お問い合わせや修理対応のみを目的として用います。
サービス活動およびその後の安全点検活動を目的とした業務委託の場合や、法令に基づき必要と判断さ
れる場合を除き、お客様の同意なしで第三者への開示は行いません。
上記目的とした業務委託の場合は、委託先に対して、当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適
切な管理・監督をいたします。

持込修理 お客様が大切に保管してください
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