一般家庭用
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安全上のご注意
● 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。
● ここに示した注意事項は、
製品を正しく安全にお使いいただき、
お使いになる人や
他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
必ずお守りください。
● 注意事項は次のように区分しています。

絵表示の例
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。

記号は、
「してはいけないこと」の内容
をお知らせするものです。

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。

記号は、
「しなければならないこと
（強制）
」
の内容をお知らせするものです。
（左図の場合は電源プラグを
コンセントから抜く）

（左図の場合は分解禁止）

電源プラグ
を抜く

必ず守る

禁 止

使用後は必ず切替スイッチを
「OFF」
にし、電源プラグをコンセントから
抜く。
火災・感電の恐れがあります。
定格電流15A（1500W）以上のコン
セントを単独で使う。
他の器具とコンセントを併用すると、
発火・感電の恐れがあります。

禁 止

長期間の使用や誤使用により、電源
コードが断線する恐れがあるため、
次の
状態が確認されたときは使わない。
・風が出たり出なかったりするとき。
・電源コードがねじれて戻ら
なくなったとき。
・電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷ん
変形
傷
でいるとき。

必ず交流100Vで使う。
（日本国内専用）
火災・感電・やけどの恐れがあります。

電源コードが断線すると、大きなス
パークが発生して、やけど・感電の
恐れがあります。

コンセントの差し込みがゆるいときは
使わない。
火災・ショート・感電の恐れがあります。

本体内部が真っ赤になったり、煙が
出るときは使わない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

電源コードを傷つけない。
（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・熱い物に近付けない・
束ねない・はさみ込まない・加工しない）
火災・感電の恐れがあります。
本体に電源コードを巻きつけない。
電源コードが断線し、火災・感電・
やけどの恐れがあります。



本体の中で異物が動く音がするとき
は使わない。
感電・発火・けがの恐れがあります。
子供だけで使わせない。
乳幼児に使わない。
乳幼児の手の届く所で使わない、
保管しない。
感電・けが・やけどの恐れがあります。
梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場
所に置かない。
頭からかぶるなどをすると口や鼻を
ふさぎ、
窒息する恐れがあります。

安全上のご注意

禁 止

引火性のもの（ガソリン・ベンジン・
シンナー・ガスなど）
の近くで使わない。
爆発・火災の恐れがあります。
吸込口やトップインレット・吹出口
をふさがない。
火災・やけどの
恐れがあります。

電源プラグ
を抜く

必ず守る

吸込口やトップインレット・吹出口
から、
ヘアピン・異物などを入れない。
火災・感電の恐れがあります。

禁 止

金属性のネックレスなどを身に付け
ている場合は、
十分に注意する。
温風で熱せられ、やけどする恐れが
あります。

業務用として使わない。
また、不特定
多数の人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

グリップを折りたたむときは、
クール
ショットスイッチに指をかけない。
指をはさみ、
けがをする恐れがあります。

浴室や湿気の多い所で使わない。
保管しない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・
ショートの恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさな
い。
また、
不完全な位置で使わない。
故障の恐れがあります。
切替スイッチを入れたまま放置しない。
布団・紙など燃えやすいものの上に置かない。
火災の原因になります。

水につけない。
水をかけない。
ショート・感電の恐れがあります。
水ぬれ禁止

落としたり、
ぶつけたりしない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

ぬれた手で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。
ぬれ手禁止

分解禁止

毛髪乾燥・整髪以外の用途やペット
には使わない。
やけど・火災・故障の恐れがあります。
かつらやつけ毛（エクステンション）
には使わない。
熱による変質・変形の恐れがあります。

ヘアードライヤーとスプレー式整髪
剤を同時に使わない。
発火・やけどの恐れがあります。

改造はしない。
修理技術者以外の人
は、
分解・修理しない。
火災・感電・けがの恐れがあります。

使用中、髪の毛が吸込口やトップイン
レットに吸い込まれないようにする。
髪の毛が切れたり、やけど・故障の
恐れがあります。
グリップを折りたたんだり開くときは、ゆっく
り行い、指などをはさまないように注意する。
けがや故障の恐れがあります。

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、
けがをする恐れがあります。

水場禁止

コンセントから電源プラグを抜くと
きは、
電源プラグを持って抜く。
電源プラグが傷んで、
感電・ショート・
発火の恐れがあります。

接触禁止



使用中・使用直後の吹出口（スタイ
リングフード）は、高温のためさわら
ない。
やけどの恐れが
あります。

故障かな？と思ったら
こんなときは

考えられる原因

こう処置してください

温風になったり、
冷風になったりする。

吸込口やトップインレッ
トにホコリや髪が付着し
ている。

ホコリや髪をブラシなどで
取り除く。それでも直らない
ときは、すぐに使用を中止
し、
「お客様ご相談窓口」に
ご相談ください。
（→P.4）

吸込口やトップインレッ
トをふさいでいる。

ふさがないように使う。それ
でも直らないときは、
すぐに使
用を中止し、
「お客様ご相談窓
口」
にご相談ください。
（→P.4）

吹出口から火花が見える。
（火花は安全装置の動作
によるものです。
）

本体や温風が異常に熱い。

安全装置が正常に動作していない。

風が出ない。

電源コードが断線している。

風が出たり、
出なかったりする。
電源コード・電源プラグの根元
部分が変形・傷んでいる。

電源コードが
断線しかけている。

すぐに使用を中止し、
「お客様ご相談窓口」
に
ご相談ください。
（→P.4）

電源コードがねじれて
戻らなくなった。
コンセントに原因があ
る場合があります。
最寄りの電器店にご相
談ください。

電源プラグが異常に
熱い。

コンセントの差し込み
がゆるい。

マイナスイオンの効果
が感じられない。

以下の人には効果が現れにくいことがあります。
縮毛の人・髪のクセが強い人・髪が細く軟らかい人・
髪が短い人・縮毛矯正をかけて間もない人・もとも
と髪質がしっとりしている人

仕 様

品名
形名
電源
消費電力
温風温度
寸法

マイナスイオン ヘアードライヤー 電源コード長さ 1.7m
TID380
質量
510g（スタイリングフード付き）
AC100V 50/60Hz
付属品
スタイリングフード
1200W
温度過昇防止装置
安全装置
（サーモスタット・
120℃ ※HOT-TURBO時
温度ヒューズ）
（周囲温度30℃の場合）
高さ273×幅221×奥行き91mm（スタイリングフード付き）



アフターサービスについて
±®ίᜳంȾȷȗȹ źźźźź ίᜳఙᩖɂȝ៳ȗ˨ȥஓɛɝᴮࢳᩖȺȬǿ
ȦɁᝢంȾɂᚾᬂȾֿףɁίᜳంȟ͇ȗȹȗɑȬǿίᜳంɂȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȺȈ៧ۨࣆ
ջˁȝ៳ȗ˨ȥஓȉȽȼɁᜤоɥȧᆬᝓɁ˨Ǿю߁ɥɛȢȝᝣɒɁऻǾ۾ҒȾίከȪȹȢȳȨȗǿ

²®εျɥΗᭅȨɟɞȻȠ
Ǵίᜳఙᩖ˹ɂֿףȾίᜳంɥຍțȹȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȾȧધՎȢȳȨȗǿίᜳంɁᜤᢐю߁
ȾȰȶȹεျȗȲȪɑȬǿ
ǴίᜳఙᩖȟᤈȡȹȗɞȻȠɂȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȾȧᄾᝬȢȳȨȗǿεျȾɛɝΈႊȺȠɞک
նɂǾȝറɁȧᛵఖȾɛɝ୳εျȗȲȪɑȬǿ

³®ᛃεႊॴᑤֿɁίఙᩖ
छᇋȺɂǾȦɁֿףɁᛃεႊॴᑤֿᴥֿףɁൡᑤɥ፟ધȬɞȲɔȾ॒ᛵȽֿᴦɁίఙᩖɂ
ᛏᣲੜȴҒɝऻ¶ࢳȻȪȹȝɝɑȬǿ

´®ȧΈႊ˹ȾɈȳɦȻ۰ɢȶȲৰȾȽȶȲȻȠ
ȲȳȴȾȧΈႊɥ˹ඨȪǾȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȾཟ೫ˁεျɥȧΗᭅȢȳȨȗǿȝറȧᒲᡵȺɁ
ґᜓεျɂԲ᪙ȺȬǿ
ᴥεျȾɂ࿑යȽ੫ᚓȟ॒ᛵȺȬǿᴦ

µ®ɬʟʉ˂ɿ˂ʝʃȾȷȗȹȧ˪ɁཟȟȕɞȻȠ
ȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȾȝץȗնɢȮȢȳȨȗǿ
ǴȧᢆࠊȾɛɝǾȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆɁɬʟʉ˂ɿ˂ʝʃɥՙȤɜɟȽȢȽɞکնɂǾ̜ҰȾ៧ۨ
ࣆȾȧᄾᝬȢȳȨȗǿ
Ǵȧ᠙ኌֿȽȼȺǾȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆɁɬʟʉ˂ɿ˂ʝʃɥՙȤɜɟȽȗکնɂǾ˩ᜤɁȈȝ
റȧᄾᝬሻՠȉȾȝץȗնɢȮȢȳȨȗǿ

ʐʃɽʪȝറȧᄾᝬሻՠ

ՙ͇ᩖᴷࢲஓ

ǴֿˁεျȾȷȗȹɁȝץȗնɢȮ

0120-343-122

ǴֿףˁȝɝȗˁȰɁͅɁȝץȗնɢȮ

0120-106-018

Ȏ³¹°ᴪ°¸²± ᩋᅇైటࢍኊ´ᴪ±ᴪ²°

ÆÁØ

¹ᵻ±·

°²¶³ᴪ²µᴪ°¸°¸

Ȏ±´±ᴪ°°³±ǽూ̱᥆ֿࡺԖᛴ̡Օႎµᴪµᴪ·



各部のなまえとはたらき
イオンランプ

スタイリングフード

通電時、
マイナスイオンが発生し、
ランプが点灯します。

取り外しできます。
ヘアーセット時に使
うと、髪型を整えや
すくなります。

本体
トップインレット
吸込口

使用中・使用直後は、
高温のためさわらない。
COOL

吹出口
マイナスイオン風を吹き出します。
TURBO
SET
OFF

遠赤外線グリル
遠赤外線セラミックコーティングが、
熱を
効率よく伝える遠赤外線を放射します。

クールショットスイッチ
押すたびにHOT/COOLが
切り替わります。

フック
切替スイッチ
TURBO

強

SET

弱

OFF

切

ブッシュ

電源コード

グリップ
折りたためます
ので、収納や携
帯に便利です。

電源プラグ

■マイナスイオンの毛髪へのはたらき
ドライヤーから発生したマイナスイオンを帯びた
微細な水分子が、
キューティクルを保護します。

5

各部のなまえとはたらき
■ご注意とお願い
お使いの際は次のことを守ってください。
指をはさむおそれがあります。

■グリップを折りたたむとき
グリップを折りたたむ場合は、
グリップの 部に
指を置かないでください。

グリップ

■グリップを開くとき
グリップを開く場合は、
グリップの 部に
指を置かないでください。

グリップ

ご 注 意
● グリップを折りたたんだり、
開くときはゆっくりと行ってください。
● 切替スイッチを
「OFF」
にしてから折りたたんでください。

使いかた
1 電源プラグをコンセントに差し込む。
切替スイッチが
「OFF」
になっていることを
確認してから差し込む。
電源プラグを差すときは、
電源プラグを持って差す。

6

使いかた

2 切替スイッチを「TURBO」「SET」のいずれかにする。
風が出てイオンランプが点灯（マイナスイオンが発生）
します。

TURBO
SET
OFF

■適した使いかた

「TURBO」… 洗髪後のブローに適しています。
（髪が散りますので、
セットに向きません）
「SET」 … スタイリングしやすい、
やさしい風なので、
髪のセットに適しています。

温風または冷
3 クールショットスイッチを押し、
風にする。
温風で髪を整えた後、冷風に切り替えて10 ～ 15秒当てると、セットが長持ちします。

4 髪に風をあてる。
ご 注 意
●
●
●
●
●

髪から10cm以上離して使う。
髪が傷む恐れがあります。
1ヶ所に温風をあてるのは、
20 ～ 30秒以内にする。
やけどの恐れがあります。
塗装がはげる恐れがあるので、
ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。
本体にタオルをかけて使うなど、
空気の吸込みを妨げるような使い方をしない。
使用中に、
髪の毛が吸込口やトップインレットに吸込まれないようにする。

5 使用後は、切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
電源プラグを抜くときは、
電源プラグを持って抜く。

OFF

6 完全に冷えてから、湿気の少ない所で保管する。
アドバイス
洗髪後のブロー

乾いているときのセット

乾いたタオルで髪全体を
よく拭いて、トリートメント
ローションやヘアクリーム
などをつけてから使うと、
髪
が乾燥しすぎるのを防ぎ、
つややかな髪を保ちます。

セットローションや蒸し
タオルなどで、髪に少し湿
り気を与えてから使うと、
セットしやすくなります。

アイロン�IM01

7

お手入れのしかた
切替スイッチを
「OFF」
にして電源プラグを抜き、
冷えてからお手入れする。

本体
乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。
■汚れが落ちにくいとき
「石ケン水」
または
「水で薄めた中性洗剤」
に浸した
やわらかい布をよく絞って拭き取る。

吸込口・トップインレット

トップインレット

ホコリや髪の毛などを、やわらかい歯ブラシなど
で取り除く。
温風が熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れが
あるので、吸込口やトップインレットはこまめに
（月1回以上）
お手入れする。

ご 注 意
● 水洗いは絶対にしない。
● アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

8

吸込口

ǴᣅՠɂǾ±ˀఌȾ±࣊ɂȝਖ਼оɟȪȹȢȳȨȗǿ
ǴȧΈႊҰȾ॒ȭໃɽ˂ʓȾϾȽȼȟȽȗȞȝᆬȞɔȢȳȨȗǿ

Ȅི୳εျްȅ
ȝ៳ȗ˨ȥஓȞɜίᜳఙᩖ˹ȾǾᝢంǾటͶʳʣʵȽȼɁาంȾिȶȲඩࢠȽΈႊৰȺ᪩ȪȲ
کնȾɂǾటంᜤᢐю߁ȾژȸȠǾȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȟི୳εျȗȲȪɑȬɁȺֿףȻటίᜳంɥȧધՎȧ
૬ᇉɁ˨Ǿȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȾȧΗᭅȢȳȨȗǿ
±® ίᜳఙᩖюȺɕඒɁɛșȽکնȾɂ୳εျȻȽɝɑȬǿ
ḧΈႊ˨ɁɝǾᣲɗ˪छȽεျȾɛɞ᪩ɑȲɂૺϾǿ
Ḩȝ៳ȗ˨ȥऻɁᕶ˩ǾऀȶᠰȪǾᢡᣞȽȼȾɛɞ᪩ɑȲɂૺϾǿ
ḩཌདǾ٥Ǿ෩ǾᕶȽȼɁۿདȽɜɆȾуɗႱࢠ٢ȽȼɁ۶ᛵىȾɛɞ᪩ɑȲɂૺϾǿ
ḪഈөႊȻȪȹɁΈႊǾ˵ǾᓗᓔɋɁଃᢐȽȼˢᓐ࣍ႊ͏۶ȾΈႊȨɟȲکնɁ᪩ɑȲɂૺϾǿ
ḫటంɁ૬ᇉȟȽȗکնǿ
ḬటంȾȝ៳ȗ˨ȥஓǾȝറջǾ៧ۨࣆջɁᜤоɁȽȗکնȕɞȗɂޏբɥంȠ૰țɜɟȲکնǿ
²® ȧᢆࠊɁکնɂ̜ҰȾȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȾȧᄾᝬȢȳȨȗǿ
³® ȧ᠙ኌֿȽȼȺటంȾᜤоȪȹȕɞȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȾεျɥΗᭅȨɟɞȦȻȟȺȠȽȗکնɂǾ
Ȉȝ
റȧᄾᝬሻՠȉȾȝץȗնɢȮȢȳȨȗǿ
´® టంɂஓటّюȾȝȗȹɁɒӛȺȬǿᴥÔèéó ÷áòòáîôù éó öáìéä ïîìù éî Êáðáî®ᴦ
µ® టంɂѓᄉᚐȗȲȪɑȮɦɁȺጦ܅ȪȽȗɛș۾ҒȾίከȪȹȢȳȨȗǿ
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