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安全にお使いいただくために
「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき大切に保管してください。こ
こに示した注意事項は、商品を正しく安全にお使いいただき、お客様や他の方への
危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は次のように区分していま
す。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 この表記は、誤った取り扱いをすると、人が死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表記は、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負った
り、または物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

本書について

・本書の一部または全体を無断転載することは固くお断りします。

・本書の内容については将来予告なしに変更することがございます。

・本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載漏れな
どお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡くだ
さい。



警告
■修理について
お客様ご自身によって本製品の修理、または分解や改造などは絶対にしないでくだ
さい。ご自身で修理等をされることで、機器を損傷したり、火災の原因となります。
■取扱について
●本製品は日本国内専用です。必ずAC100Vで、定格 15A以上のコンセントを
単独で使用してください。
火災・感電の原因となリます。
●電源プラグにホコリが付着しない ように定期的に掃除する。
ショート・火災の原因となリます。
●吸込ロ・吹出口についたホコリや 髪の毛などを取リ除く。
火災・やけどの原因となリます。
●本体に電源コードを巻きつけない。また、電源コードを束ねたまま 使用しない。
電源コードがねじれて断線・火災・ 感電・ショートの原因となリます。
●電源コード・電源プラグを破損 するようなことはしない。傷つけたり、加工した
り、熱器具を近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いもの
を載せたリ、挟み込んだりしない。
火災・感電・ シコ ー トの原因となリます。
●次のようなときは使用しない。
〈例〉
× 時々電源がキレる
× 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、異常に熱くなる。
火災・感電・けがの原因となります。
●使用中、本体にヘアスプレー、可燃性の整髪料などをかけない。
火災・感電・やけどの原因となります。
●引火性のもの（シンナー、ベンジン、スプレーなど）の近くで使用しない。
火災・爆発・引火の原因となります。
●水の近くで機器を使用してはならない。
火災・感電・ ショー トの原因となリます。
●安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人や子供だ
けで使用させない。
感電・けが・やけどの原因となります。



●本品で遊ぶことがないように、お子様から目を離さない。
感電・けが・やけどの原因となります。
●業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。
連続負荷によるやけど・故障の原因となります。
●吸込ロ・吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。
火炎・感電の原因となります。
●水につけたり、濡れた手で使用しない。
火災・ショートの原因となります。
●使用時以外は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから 抜く。
火災・感電・けが・やけどの原因 となります。

注意
■取扱について
●電源プラグを抜くときは、電源 コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜
いてください。
感電・ショート•発火などの原因 となります。
●使用中、吸込口と髪を10cm以上離す。
髪の毛が切れたリ、やけど・故障 の原因となリます。
●金属製のネックレスなどを身につけている場合、十分注意する。
温風で熱せられ、やけどの原因となります。
●使用時や使用直後は、吹出口やノズルは高温になっているため、直接肌に触れ
ない。
やけどの原因となります。
●使用中に吹出口をのぞき込まない。
風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがの原因となります。
●過度に濡れた髪には使用しない。
やけど ・ 髪を傷める原因となり ます。
●通電したまま放置しない。
火炎の原因となります。



はじめに
この度は、弊社のヘアドライヤーをお買い上げいただき、誠にありがとうございま
す。ご使用にあたっては本書をお読みいただき、内容をよくご理解の上、正しくご
使用ください。また、お読みになった後は、いつでも参考できるように本書を大切
に保管してください。

同梱品一覧

●落としたり、ぶつけたりしない。
感電 •発火の原因となります。
●人の毛髪の乾燥や整髪以外の使用、乳幼児、ペットへの使用は避ける。
火災・やけど ・故障の原因となります。



各部の名称のついて
a. イオン発生器（＋、－各１基）
b. ノズルマウント
c. 吹出口
d. コントロールスイッチ
e. ハンドル
f . 吸込口
g. 電源ケーブル（電源プラグ）

コントロールモードについて

スタイリングモード：使用環境温度に近い温度の風を吹き
出します。
弱熱モード：温い風を吹き出します。
強熱モード：やや高めの温度の風を吹き出します。

使用方法

電源に繋ぐ
電源プラグを根元までしつかりコンセントに差し込みます。
※電源スイッチが「オフ」になっていることを確認してからコンセントに差し込んでください。

電源オン
コントロールスイッチを「電源オフ」以外のポジションにスライドさせると、動作が
始まり、空気が噴き出されます。使用中はスイッチをスライドすることで、運転モー
ドを切り替えることができます。
＜モードの活用例＞
強熱モード：しっかり乾燥
弱熱モード：整髪に最適
スタイリングモード：整髪後の仕上げに最適
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髪の毛を乾かす
全体的に風を当てて乾かしてください。
髪の根元が乾かしにくい場合は髪の根元に温風を当てて乾かしてください。
イオンの働きについて
●本機の動作中、内蔵の２基イオン発生器が＋/－イオンを生成し、風と一緒に吹
き出されます。これで髪の毛に付着した静電気が抑えられ、髪がさらさら、まと
まりやすくなります。※使用感覚には個人差があります。

速乾
●ノズルを外した状態で、電源スイッチを「強熱モード」にして、髪の根元に温風
を当てて乾かしてください。
髪をボリュームアップ
●セットノズルを付けた状態で、電源スイッチを「弱熱モード」にして、髪の根元
を持ち上げ、下から上に当ててください。
髪をボリュームダウン
●セットノズルを付けた状態で、電源スイッチを「強熱モード」にして、髪の根元
から毛先に向かって手ぐしで整えながら、上から下に当ててください。
パーマやカールを残しながら乾かす
●ディフューザーアタッチメントをつけた状態で、「弱熱モード」/「強熱モード」に
して、頭を一方に傾けながら、髪の根元近くにディフューザーを合わせます。根
元が乾くまで、そのまま風をあてましょう。

セットを固定する
ッセ、とるて当に髪てえ替り切に」ドーモグンリイタス「、後たえ整を髪で風熱/燥乾●

トがより長持ちします。

電源オフ
使用後はスイッチを「電源オフ」にスライドし、電源プラグをコンセントから抜いて
ください。

ノズルの装着 / 取り外しの方法
●ノズル・ディフューザーのアタッチメントを装着する場合は、ノズルの後部を本
体のノズルマウントに合わせて押し込んでください。



お手入れについて
■お手入れをされる前に、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
■本体が冷めてからお手入れをしてください。
■月1回以上こまめに行うことがおすすめです。
本体
●本体の汚れは、乾いたやわらかい布で汚れた部分をふき取ってください。
●汚れが落ちにくい場合は、やわらかい布に「水で薄めた中性洗剤」または「石け
ん水」を浸して固く絞った後ふき取ってください。

吸込み口
●表面についた髪の毛やホコリなどを掃除機で吸い取るか、歯ブラシやティッシュ
などで取ってください。
※つめやとがったものを押し付けたリ、こすったリしないでください。吸込口が破損する原因
になリます。

ご注意
■水洗いは絶対にしないでください。故障の原因となリます。
■アルコール、ベンジン、シンナー系などを使用しないでください。故障や部品の
破損、変色などの原因となリます。
■ノズル、ディフューザー、本体部分に整髪料や髪の汚れが付着したまま放置しな
いでください。変色したリ、劣化による故障の原因となります。
■ヘアピンなど他のものと一緒に保管しないでください。本体内部に小さいものが
入り込んだ場合、故障の原因となります。

●装着したノズルを外す場合はやや力を入れて本体から抜いてください。

使用時の注意事項
■使用中、吸込口から髪の毛を10cm 以上離してください。髪の毛が吸い込まれ、
髪の毛が切れたリ、やけど・故障の原因となリます。
■使用の際は、同じ箇所に長時間当て続けないようにしてください。髪を傷める原
因となります。
■使用後は電源がOFF になっていることを確認し、必ずコンセントから電源プラ
グを抜いてください。



故障かな？と思ったら
■症状：温風になったりスタイリングになったりする。温風が異常に熱い。
●考えられる原因：吸気口、吹出口に埃や、毛髪などのゴミで塞いでいる。
●解決策：吸気口、吹出口が塞がらないようにし、ゴミを掃除してください。

■症状：通電状態が不安定で、使用中一瞬止まることも。
●考えられる原因：コンセントにしっかり差し込んでいないか接触不良。また、電源
コードが断線しかけている可能性があります。
●解決策：コンセントをしっかり差し込んで再度お試しになり、改善できなかった場
合は弊社までお問い合わせください。

■症状：使用中運転が止まった。
●考えられる原因：過熱保護安全装置が動作し、機器の内部温度が落ちるまで一
時的に起動不能になった。
●解決策：長時間連続使用よる過熱の場合は、使用間隔を少し置いてから再度ご
使用ください。

製品仕様

商品名称 ヘアドライヤー
型番

定格電圧 AC 100V
定格消費電力 1000W
定格周波数 50/60Hz
質量（本体のみ） 約410g
電源ケーブル長 約1.9m

本体サイズ（機体のみ） 約245×65×55mm
※デザイン及び仕様は予告なく変更することがあります。



保証規定

1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしま
す。

2) 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
⑴異常電圧による故障及び損傷。
⑵故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
⑶故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
⑷天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の
場合。
⑸譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。

3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内
での修理もお受けいたしかねます。

4) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊
社はその責を負わないものとします。

5) 弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁
護士費用その他の損害を賠償しないものとします。



見
本

保証書
製品名称 : ヘアドライヤー

型式 : 

お名前

ご住所
〒 -

お買い上げ年月日

年　　月　　日

お問い合わせ先：

電話番号               -               -

注文番号

ふりがな

様

保証期間 : 本体 6ヶ月間

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

〒273 0011  千葉県船橋市湊町3 11 7住　　　　　　所：
お問合せ電話番号： 0120-090-627

ホ ー ム ペ ー ジ： www.tokaiz.jp

平日: 10:00~19:00
祝日: 10:00~17:00
土･日･年末年始･弊社休業日を除く  

受 付 時 間：

株式会社万通商事




