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LR55
取 扱 説 明 書 �

一般家庭用�

保証書付き�
保証書は、取扱説明書の裏表紙について�
おります。販売店にて必ず記入を受け、�
大切に保存してください。�

このたびは、弊社脱毛器をお買い上げい
ただきまして、誠にありがとうございま
した。�
お求めの製品を正しくご使用していただ
くため、お使いになる前に必ずこの取扱
説明書をよくお読みください。�
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掃除用ブラシ・ポーチ・�
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安全上のご注意�

1

この製品及び取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未

然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を

示してあります。�

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫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」の2つに区
分しています。�

　記号は、「警告」「注意」を促す内容があること
をお知らせするものです。�
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は発火�
注意）が描かれています。�

　記号は、「してはいけない事」の内容をお知ら
せするものです。�
図の中や付近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。�

　記号は、「しなければならない事」の内容を
お知らせするものです。�
図の中や付近に具体的な指示内容（左図の場合は
一般的な指示）が描かれています。�

●ご使用前に、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。�
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保
存してください。�

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。�



シェーバーヘッドのネット刃は、
刃の厚さが薄いので取り扱いには
充分注意する。

シェーバーヘッドのネット刃が破損したり、
変形したり、内部構造がむき出しの状態で
使わない。

シェーバーヘッドのネット刃を外さない。
また、外した状態でスイッチを入れない。

必ず守る�

禁止�

使用後は、必ずスイッチを切り、
電源アダプターをコンセントから抜く。

●子供だけで使わせない。
●乳幼児に使わない。
●幼児の手の届く所で
使ったり、保存しない。

修理技術者以外の人は、
絶対に分解・修理・改造をしない。

電源アダプター�
を抜く�

禁止�

電源コードや電源アダプター、プラグ
が傷んだ時は使わない。差し込みのゆ
るいコンセントは使わない。
ぬれた手で抜き差ししない。

分解禁止�

●水につけない。水をかけない。ぬれた手で使わない。
●湿気の多い所（浴室など）で使わない、保存しない。

水場禁止�

事故やけがの恐れあり

火災・やけど・けがの恐れあり

ショート・感電の恐れあり

誤った扱いをすると、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。�

警　　告�
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脱毛器をはじめて使う時は、無理をせず、2～3日に分けて、ゆっくりと試しな
がら使用すること。

ご使用後はお肌を清潔に保つと共に、水分や汗は必ず拭き取ること。
また、脱毛後は毛穴が開いているので、しばらくはローションや乳液、パウダー、制
汗剤など何もつけないこと。
※感染や炎症などの恐れがある。

次のような場合には使用しない。
●生理前、生理中、妊娠中、産後間もない人。
●肌が日焼けしている時。
●体調がすぐれない時。
※肌が敏感になったり、痛みを強く感じる恐れがある。

必ず守る�
使用後は、必ず
スイッチを切る。

禁止�

ネット刃は強く
押し付けない。

ヘッドを外した状態で、スイッチを入れない。

乳幼児や子供の手の届く所には置いたり、保存しない。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

不特定多数の人が使う場所に設置しない。

使用前に必ずディスクの変形や破損等
がないか確認する。

人以外、ペットには使用しない。
乳幼児や子供に
使用しない。

次のような人は使用しない。
●静脈瘤、糖尿病、血友病などの人。
●出血が止まりにくい体質の人。
●アトピー性皮膚炎、皮フ疾患のある人。
●アレルギー体質の人、金属等にかぶれやすい体質の人。
※肌を傷つけたり、敏感になったり、炎症や出血などの恐れがある。

事故やけがの恐れあり

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生
が想定される内容を示します。�

注　　意�

3



次のような使い方はしない。
●入浴前、入浴（シャワー）中。
●水泳や、海水浴の直前。
●家族や他人との共用。
※脱毛により、開いた毛穴から細菌が入り、感染や炎症などの恐れがある。
●肌に強く押し付けたり、同じ箇所を繰り返し脱毛したり、肌に当てたままにしない。
※肌を傷つけたり、痛みの原因になる。

コンセントから電源アダプターを抜く時は、電源アダプターを持って抜く。

交流100V以外で使わない。
（日本国内専用）

電源アダプター�
を抜く�

禁止�

電源コードは
●無理に曲げない。
●ねじらない。
●引っ張らない。
●重いものをのせない。
●熱いものに近づけない。

落としたり、ぶつけたりしない。
本体に強い衝撃を与えない。

禁止�

水場禁止�湿気の多い所（浴室など）で保存しない。

次のような部位には使用しない。
●皮フのたるんでいる部分。
●傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹き出物がある部分。
●顔、外陰部、およびその周囲、太股のつけ根。
※肌を傷つけたり、炎症などの原因になる恐れがある。
●頭髪の近く。
※髪の毛がディスクに巻き込まれる恐れがある。

禁止�

防水式ではないので、水洗いは絶対にしない。

事故やけがの恐れあり

ショート・感電の恐れあり

火災・やけど・けがの恐れあり

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生
が想定される内容を示します。�

注　　意�
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●清潔なタオルを、氷水などで冷やしてよく絞り、その部位を押さえてく
ださい。1日程度たっても解消できないときは、皮膚科の専門医にご相
談ください。

●体毛には1本1本それぞれに毛周期というものがあり、部位ごとに周期
は異なります。脱毛器で処理すると、成長期の毛は毛球が残り、休止期
の毛は毛球ごと抜けます。
休止期の毛はしばらく生えてきませんが、成長期の毛は毛球が残ってお
り翌日からでも生えてくる可能性があります。

●毛を抜くと、痛みを感じ、肌が赤く
なることや埋没毛（うもれ毛）が発
生する場合があります。
※個人差があります。

脱毛すると
どうなりますか？

脱毛したら肌が赤く
なり血がにじんだり
するのですが？

うまく脱毛
できないのですが？

●はじめて脱毛する場合は、アシのひざ下などを部分的に処理し、2～3
日に分けて行い、様子を見てください。
●毛の長さが適正ですか。 →P.10
●脱毛器の使い方が合っていますか。 →P.9～12

痛みを強く
感じるのですが？

●はじめて使用する場合は痛みを強く感じることがありますが、2回目以
降は処理する毛が少なくなるので、痛みは軽減します。
●脱毛器を強く押し付けていませんか。肌に対しての当て方、動かす方向
が合っていますか。 →P.10
●生理中や生理前、妊娠中や産後間もない時期はホルモンのバランスが不安定にな
り、肌が敏感になっています。（万一、妊娠していても胎児には影響ありません。）

このような時は… ご使用中に異常がおきた時、
次の点をお調べください。

症　　状 考えられる原因 処　　置

毛クズの掃除をする。→P.13

ディスクが変形している。
ただちに使用を中止して、最寄りの販
売店にご用命ください。

切れ味が悪くなった。
刃に毛クズがはさまっている。 毛クズを取り除く。→P.13

最寄りの販売店にご用命ください。

ただちに使用を中止して、「お客様ご
相談窓口」にご相談ください。

｢お客様ご相談窓口｣へのお問い合わせは、7ページをご覧ください。

動かない。
電源コードが断線している。

壊れている。

脱毛しにくくなった。
毛クズがたまっている。

刃の寿命がきた。

動いたり、止まったりする。 電源コードが断線しかけている。

破損した。 －

脱毛Q&A
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アフターサービスについて�

愛情点検�
『長年ご使用の脱毛器の点検を！』�
●ご使用前に必ずディスク部に破損がないかお確かめください。�
●ご使用前に必ずネット刃に破損がないかお確かめください。�

�

テスコム支店・営業所�

6

札 幌 営 業 所 �
仙 台 営 業 所 �
宇都宮営業所�
東 京 支 店 �
名古屋営業所�
大 阪 営 業 所 �
広 島 営 業 所 �
福 岡 営 業 所 �

〒062-0001�
〒984-0051�
〒321-0933�
〒141-0031�
〒451-0053�
〒546-0041�
〒733-0037�
〒812-0014

札幌市豊平区美園一条1ー3ー1�
仙台市若林区新寺3ー2ー37�
宇 都 宮 市 簗 瀬 町 8 2 7 ー 2 �
東京都品川区西五反田5ー5ー7�
名古屋市西区枇杷島5ー10ー6�
大阪市東住吉区桑津1ー25ー17�
広 島 市 西 区 西 観 音 町 8 ー 9 �
福 岡 市 博 多 区 比 恵 町 1 1 ー 1

011ー841ー2661�
022ー291ー8971�
028ー636ー9341�
03ー5719ー2098�
052ー522ー4301�
06ー6713ー6861�
082ー294ー0071�
092ー472ー1261

この説明書には商品の保証書がついています。保証書はお買い上げ販売店で「販
売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に
保存してください。�

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持する為に必要な部品）の
最低保有期間は製造打ち切り後6年としております。�

●保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証
書の記載内容にそって修理いたします。�
●保証期間が過ぎている時はお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使
用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。�

保証期間はお買い上げ日より１年間です。�1.保証書について�

2.修理を依頼される時�

3.補修用性能部品の最低保有期間�

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お
客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）�

4.ご使用中にふだんと変わった状態になった時�

お買い上げ販売店か、下記の「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。�
●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合
は、事前に販売店にご相談ください。�
●ご贈答品等で、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、
下記の「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。�

5.アフターサービスについてご不明の点がある時�



お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合
には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の
上、お買い上げ販売店にご依頼ください。�
1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。�
　①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。�
　②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。�
　③火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による故障または損傷。�
　④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。�
　⑤本書の提示がない場合。�
　⑥本書にお買い上げ日、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換えられた場合。�
2.ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。�
3.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、最寄りの�
  「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。�
4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)�
5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。�

●修理メモ�

●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等についてご不
明の場合は、お買い上げ販売店または最寄りの「テスコム支店・営業所」にお問い合わせください。�

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項を
ご覧ください。�

保   証   書� 持込修理�

品　名�

保証期間�

★
お
客
様�

★
販
売
店�

（お買い上げ日より）1年間�

ご芳名�

ご住所（〒　　　　　　　　）�

住所・店名�

電話�お電話�

様�

年� 月� 日�★お買い上げ日�

形　名� 保証対象� 本　体�
（刃は除く）�脱毛器（シェーバーヘッド付）� LR55

お客様ご相談窓口�
受付時間：平日 9時～17時�

本社／東京都品川区西五反田5ー5ー7�
工場／長野県松本市筑摩4ー1ー20

〈無料修理規定〉�

7
www.tescom-japan.co.jp

0120-343-1227
フリーダイヤル�

●部品・修理についてのお問い合わせ�

0120-106-0187
フリーダイヤル�

●その他のお問い合わせ�

FAX 0263-25-0808



各部の名称と働き�
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脱毛ヘッドキャップ�

シェーバーヘッド�

シェーバー用フレーム�

電源アダプター�

電源コード�

ディスク部�使用後、保存時に取り付けてディスク
を保護します。�

ディスク�
回転方向�

切替スイッチを入れると、
回転して毛をはさみます。�

シェーバーヘッドキャップ�
使用後、保存時に取り付けて刃を保護
します。�

駆動ユニット着脱ボタン�
駆動ユニットを着脱する時に押します。�

プラグ� ポーチ�

ネット刃�

掃除用ブラシ�

ディスクユニット�

脱毛用フレーム�

本　体�

ヘッド着脱ボタン�
ヘッドを着脱する時に押します。�

ワキ用トリマー（カーブ刃）�

切替スイッチ�

「normal」… ディスクの�
 回転が速い。�
「soft」 …… ディスクの�
 回転が遅い。�
「off」……… 切�

ロックボタン�
切替スイッチが動かないようロッ
クが掛かっています。押さえると
ロックが解除されるので、押した
まま切替スイッチをスライドさせ
ます。�

脱毛ヘッド�

駆動ユニット�

アシ・ウデ・�
ビキニライン用トリマー（直線刃）�



ヘッドの付け替え方�

脱毛器の使い方�
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�

1.切替スイッチを「off」にします。�
�
2.プラグを本体に接続します。�
�
3.電源アダプターをコンセントに
接続します。�

�
4.使いたいヘッドに付け替えます。
（上記「ヘッドの付け替え方」を
ご覧ください。）�

�
5.キャップを外し、ディスクや刃に
変形や破損がないかを確認しま
す。�

�
6.ロックボタンを押したまま切替
スイッチをスライドさせて、「soft」
または「normal」にします。�

�
7.処理が終わったら、切替スイッチ
を「off」にします。�

�
8.電源アダプターをコンセントか
ら抜きます。�
�
9.プラグを本体から抜きます。�
�
10.キャップを取り付けます。�

1.ヘッド着脱ボタンを押しながら、
ヘッドを外します。�

�
2.使いたいヘッドを、図の向きに
合わせて取り付けます。�

1

2

34

8

9

10

5

ヘッド着脱�
ボタン�

脱毛�
ヘッド�

シェーバー�
ヘッド�

6
7

ロックボタンを押
したままスライド
させる�



上手な使い方�

�

脱毛の仕方� アドバイス�
1.ディスク全体が肌に密着するように、本体を直角に当て
ます。�

2.指で肌を伸ばしながら、
毛の流れに逆らうよう
にゆっくりと動かします。�

長い毛の場合�

毛の長いままご使用され
ると、きれいに脱毛ができ
ません。痛みも増す恐れ
があります。�
目安として、5～10mm（ワ
キ・ビキニラインは1～
2mm）位にカットしてか
ら脱毛してください。�

短い毛の場合�

皮フの表面に少し出てきたばかりの毛は、短すぎて抜けな
い場合があります。そのような時は、3日以上伸ばしてから
脱毛してください。それでも抜けない場合は無理をせず、
シェーバーや毛抜きのご使用をおすすめします。�

10

ご注意�
●ディスク部に変形などがあると、肌
を傷める原因になるので注意する。�
●巻き込まれる恐れがあるので、頭髪
や衣服などがディスクにふれないよ
うに注意する。�
●強く押し付けすぎると肌を傷つけた
り、炎症などの原因になるので、ディ
スクを肌に強く押し付けない。�

脱毛器をはじめてご使用になる方は、
2～3日に分けて、無理せず、ゆっくり
と試しながら使用してください。�

脱毛器を使う4～5日位前にカミソリ
やシェーバーなどでそっておいてくだ
さい。�

短すぎる毛は3日以上伸ばしてから脱
毛してください。�

肌�

90°�

カットする�

3日以上伸ばした毛�

5～10mm�
（ワキ・ビキニラインは1～2mm）�

短すぎる毛�



上手な使い方�

�

シェービングの仕方� アドバイス�
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シェーバーをはじめてお使いになる方
は、軽くなでるように試しぞりをしてく
ださい。�

強く押し付けて使うと、そり残しの原
因になります。�

長い毛の場合�

■5mm以上伸びた長い毛は、トリマーで短くカットします。�

肌に対して約70°の角度
で軽くトリマーを当て、ゆっ
くりとシェーバーを動かし
ます。�

短い毛の場合/仕上げ�

■ネット刃で仕上げます。�

1.刃全体を肌にピッタリ
と当てて、刃面を浮か
せないようにします。�

2.毛の流れにさからうよ
うに、ゆっくりとなでる
ように動かします。�

�
3.そり残しがないように
きれいに仕上げるため
に、いろいろな方向か
らそります。�
�
3.トリマーとネット刃を毛
足の長さにより上手に
使い分けてください。�

ご注意�
●ネット刃に傷みがあると肌を傷つけ
る原因になるので注意する。�
●刃を肌に強く押し付けないように注
意する。�

70°�

90°�

肌�

肌�

ゆっ
くり
�



上手な使い方�
�

ウ　デ�

体の各部分への使い方�

■シェーバーヘッドの場合�
始めはトリマー（アシ・ウデ・ビキニライン用）
で短くカットし、次にネット刃で仕上げます。�

ワ　キ�

■脱毛ヘッドの場合�
皮フが伸びるようにウデをあげ、ディスクが肌
に密着するように本体と直角に当てて、上下、
向きを変えて左右に動かします。�
�
■シェーバーヘッドの場合�
トリマー（ワキ用）を使用します。皮フが伸び
るようにウデをあげ、本体を持ちかえながらい
ろいろな方向へ動かし、ネット刃で仕上げます。�

ビキニライン�

●指でお肌を伸ばしな
がら、毛の流れに逆
らうようにゆっくり
動かします。�
●ビキニラインは水着
やショーツなどをは
いて、あらかじめ脱
毛する部分を確認し
てください。�

■シェーバーヘッドの場合�
トリマー（アシ・ウデ・ビキニライン用）を使用
します。皮フを片手で引っ張って、そりたい部
分の毛を起こすようにしながらお手入れし、ネ
ット刃で仕上げます。�

ア　シ�

■シェーバーヘッドの場合�
始めはトリマー（アシ・ウデ・ビキニライン用）
で短くカットし、次にネット刃で仕上げます。�

足首からヒザに向かってお手入れします。�
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外側から内側に向かってお手入れします。�

ご注意�
●長すぎる毛は短くカットしてから抜く。�
●長い毛がディスクにからまないように注意
する。�



お手入れと保存�

脱毛ヘッドの掃除�

�

お手入れ� アドバイス�

保　存� アドバイス�

1.ヘッド着脱ボタンを押しながら、
脱毛ヘッドを外します。（→P.9）�

�
2.ディスクユニットを外します。�
�
3.付属のブラシでディスクにはさ
まった毛クズを取り除きます。�

※取り付けは、外し方の逆手順で
行ってください。�

スイッチを「off」にし、電源アダプ
ターをコンセントから抜いて、湿気
の少ない所に保存してください。�

シェーバーヘッドの掃除�

1.ヘッド着脱ボタンを押しながら、
シェーバーヘッドを外します。�

　（→P.9）�
�
2.両側の駆動ユニット着脱ボタン
を押しながら、駆動ユニットを下
に引っ張り外します。�

�
3.付属のブラシで、刃・駆動ユニッ
トにはさまった毛クズを取り除
きます。�

※取り付けは、2.の外し方の逆手
順で行ってください。�

�本体・フレーム・キャップの掃除�

�

乾いた布で、汚れを拭き取ります。�
汚れが落ちにくい時は、薄めの石ケン水を少し含ませた布
をよくしぼって拭き取ってください。�
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シェービングクリームや、整髪剤など
が付着した場合は、速やかに乾いた布
で拭き取ってください。�

ディスクに入り込んだ毛クズが取りに
くい場合があります。指でディスク部
分を何度か回転させてから、再度ブラ
シで取り除いてください。�

けがの恐れあり�
スイッチを切り、電源アダプターをコ
ンセントから抜く。�

ディスク�
ユニット�

キャップ�
フレーム� 本体�

押す�
押す�

駆動�
ユニット�

ご注意�
●水洗いは絶対にしない。�
●本体・フレーム・カバーの汚れは、ア
ルコール・ベンジン・除光液などで
拭かない。�

ご注意�
子供の手の届く場所には保存しない。�


