
取扱説明書 
保証書つき（裏表紙が保証書になっています。） 

単4形アルカリ乾電池専用 

一般家庭用 日立フェイスシェ－バ－ 

お買い上げありがとうございます。 

この「取扱説明書」をよくお読みに 
なり、正しくご使用ください。 

お読みになった後は、大切に保存 
してください。 

水洗い 
できません 
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乾電池の入れ方 

● 

● 

● 

アルカリ乾電池(単4形)以外は使用しないでください。 
他の電池ではパワーが弱い、電池寿命が短いなど性能が十分に 
発揮できません。 

電池寿命は約1か月。［日立アルカリ乾電池LR03(EX-S)で 
週2回、1回約5分間使用した場合］ 
 

1

2

3

電池カバーを矢印方向に 
引っぱってはずす。 

電池カバーの切り欠き部を 
スイッチ部に合わせ、電池 
カバーを奥までしっかりと 
押し込む。 
 

使用済みの乾電池は、市町村の条例に従って廃棄してください。 

注意 

　　を間違えると動きません。 

※ 毛の濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度など使用条件 
 によっては、使用回数が少なくなることがあります。 

スイッチ 

電池カバー 

切り欠き部 

電池カバー 

単4形アルカリ乾電池 
(LR03）を本体の表示 
に合わせて正しく入れる。 

単4形アルカリ乾電池(LR03） 
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各部の名称と働き 

キャップ 
使用後は必ずかぶせて 
ください。 

背面 

着脱つまみ 

刃 

スイッチ 
上にスライドさせると 
｢ON｣になります。 

本体 

電池カバー 

掃除用ブラシ まゆコーム 

付属品 
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安全上のご注意 

ここに示した注意事項は、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。必ず守ってください。 

● 

● 

＜絵表示の例＞ 

記号は、「禁止」(しないでください）を示します。 

 記号は、「強制」(必ずしてください）を示します。 

「分解禁止」 「水ぬれ禁止」 

「一般的な行為」 

● 

「注意」の意味は次のとおりです。 

お化粧まけ、カミソリまけのしやすい方、アレルギー 
体質の方などは絶対に使用しない。 
(肌を痛める原因） 

ニキビ、吹出物のある部分には、刃を当てない。 
(肌を傷つける原因） 

刃を肌に強く押しつけない。 
(肌を傷つける原因） 

禁止 

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を 
負うことが想定されるか、または物的損 
害(家屋・家財など)の発生が想定される 
危害・損害の程度。 
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水洗いはしない。また、浴室など湿気の多い所で使用 
したり放置しない。(故障の原因） 

子供には使わせない。また、幼児の手の届くところに 
置かない。(けがの原因） 

落としたり、強い衝撃を与えたりしない。 
(けが・故障の原因） 

改造はしない。また、修理技術者以外の人が修理を 
しない。 
(異常動作して、けがをする原因） 

次のことを守らないと乾電池の発熱、液漏れ、破裂に 
より、けがや故障の原因になる。 
　乾電池の使用表示に従って正しく使用する。 
　使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。 
　定期的に点検(液漏れ)する。 
　1か月以上使用しないときは、乾電池を取り出して 
　おく。 

● 

● 

● 

● 

ご使用前に刃の破損や変形がないか確認する。 
(肌を傷つける原因） 

分解禁止 

必ず守る 

禁止 

水ぬれ禁止 

うぶ毛とまゆ毛専用です。 
わきのムダ毛処理や髪などのお手入れには使用しない。 
(毛をかみ込んだり、故障の原因） 
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使い方 

1

2

● 

● 

● 

ご使用前に刃の破損や変形がないか確認する。 
(肌を傷つける原因） 

刃を肌に強く押しつけない。(肌を傷つける原因） 

わきのムダ毛処理や髪などのお手入れには使用しない。 
(毛をかみ込んだり、故障の原因） 

素肌でご使用ください。 
お化粧をされている場合は、必ず洗顔してお肌を乾かします。 
お肌が湿っていますと刃の滑りが悪く、そりにくくなります。 

ファンデーション、クリーム、石けんなどは使用しない。 
(刃に付着すると、性能に支障をきたしたり、故障の原因） 

スイッチを「ON」にし、刃は 
お肌に対して約20°傾けて 
当て、毛の流れに逆らう方向 
へゆっくりそる。 

初めてお使いになる場合は、目立たない部分で軽く試しぞりを 
してください。 

基本的な使い方 

使用後はスイッチを「OFF」に 
する。 

20° 

刃 
肌 注意 

刃を20°以上起こしたまま 
で使用しないでください。 
(肌を傷つける原因） 
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つづく 

うぶ毛の処理 

ひたい、ほお、あご 

刃をお肌に軽く当てて、毛の流れに 
逆らう方向にゆっくりそる。 

髪のはえぎわ、小鼻の周り 

右図を参考に、ご自分に合った 
そり方でそる。 

えり足 

髪を切らないように髪を手で 
押さえて、安全カミソリの 
要領でそる。 
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使い方 

腕、脚 

腕は手首からヒジの方へ、 
脚は足首からヒザの方へ 
毛の流れに逆らう方向に 
ゆっくりそる。 

まゆ毛の処理 

右図を参考に、ご自分に合った 
そり方でまゆ毛の輪郭を整える。 

まゆ毛 

まゆ毛の上 
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まゆコームの使い方 

まゆコームはまゆ毛の長さを揃えてカットするときに使用します。 

まゆ毛の長さを約2mmと 
約4mmにカットできます。 

1 スイッチを「OFF」にし、 まゆコームに刃を「カチッ」 
と音がするまで差し込みます。 

2 スイッチを「ON」にして、 まゆ毛の長さを揃える。 

まゆコームのクシ面を 
肌に密着させて、まゆ尻 
からまゆ頭へ毛の流れに 
逆らう方向にゆっくり 
動かします。 

● 

肌 

肌 

ショート(約2㎜)

ロング(約4㎜)

4mmにカットするときは、 
まゆコームの｢ロング｣側に 
刃を差し込みます。 

● 

2mmにカットするときは、 
まゆコームの｢ショート｣側に 
刃を差し込みます。 

● 

｢ロング｣ 
刃 

まゆコーム 

まゆコーム 

刃 

｢ショート｣ 

まゆ毛 
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刃の取り替え方とお手入れ 

お手入れの際は必ずスイッチを「OFF」にする。 
(けがの原因） 

● 

● 

● 

ご使用後は、必ず掃除をしてください。 
掃除用ブラシだけでは、こびりついた皮脂や汚れが残り動かなく 
なる場合がありますので､別売りのシェーバークリーナーを吹き 
つけてください。 

シェーバークリーナー以外は使用しない。(肌荒れする原因） 

水洗いはしない。また、浴室など湿気の多い所に放置しない。 
(故障の原因） 

本体の汚れは、水を含ませて固く絞った布でふき取る。 
アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。 
(変形、変色の原因） 

1

2

着脱つまみを矢印方向に 
スライドさせる。 

刃を矢印方向にはずす。 

着脱つまみ 

刃のはずし方 
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つづく 

刃のお手入れ 

刃の取り付け方 

2 本体先端の凸起に刃の 
先端の穴を差し込む。 

凸起 

着脱つまみ 

1 着脱つまみがロックの位置 
になっている場合は、 
着脱つまみを矢印方向 
にスライドさせる。 

穴 

1 刃と本体についた毛くずを 掃除用ブラシで掃除する。 

2 掃除後、刃の内側にシェーバー 
クリーナー(別売)を少量吹き 
つけ空運転させた後、刃と本体 
の表面をふき取る。 

シェーバークリーナー 

刃の内側 
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刃の取り替え方とお手入れ 

｢故障かな｣と思ったときは 

3 刃の後部を本体に軽く押し 
つけながら、着脱つまみを 
矢印方向にスライドさせて 
取り付ける。 

4 キャップをかぶせる。 

着脱つまみ 

キャップ 

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。 

症 状 

動かない。 

動かない。 
切れ味が 
悪い。 
回転弱い。 
使用回数が 
少ない。 
 
 

乾電池が消耗してい 
ませんか。 

刃面に皮脂や汚れがこびりついて動かなくなること 
がありますのでシェーバークリーナー(別売)を塗布 
して刃面の潤滑性を保ってください。（11ページ参照） 

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ご自分で 
修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。 

点検するところ 直し方 

新しいアルカリ乾電池と 
交換してください。 

乾電池の　　 を 
間違えていませんか。 

　　を確認して入れ直し 
てください。 



● 

● 

● 

● 

保証書（一体） 

この商品は保証書つきです。 
保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確か 
めの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、 
大切に保存してください。 

修理を依頼されるときは 持込修理 

補修用性能部品の保有期間 

ご不明な点や修理に関するご相談は 

■ 保証期間中は 
 修理に際しましては、保証書をご提示ください。 
 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 

■ 保証期間が過ぎているときは 
 修理によって機能が維持できる場合には、ご希望により有料で 
 修理させていただきます。 

保証期間　　　お買い上げの日から1年間 

当社は、このフェイスシェ－バ－の補修用性能部品を、製造打ち切 
り後6年間保有しています。 

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。 

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店 
または14ページのご相談窓口にお問い合わせください。 

12ページに従って調べていただき、なお異常があるときは使用を 
中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。 
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保証とアフターサービス 必ずお読み ください。 ） （ 
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仕様 

お客様ご相談窓口 

電 源 

質 量 

DC1.5V　単4形アルカリ乾電池(LR03） 1個 

約30g（乾電池含む） 

｢持込修理｣および｢部品購入｣については、上記サービス窓口にて各地区 
のサービスセンターをご紹介させていただきます。 
お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には､正確にご回答する 
ために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。 
ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人 
情報を提供し対応させていただくことがあります。 
修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアン 
ケートハガキを送付させていただくことがあります。 

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ 
なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、 
ご不明な点は下記窓口にご相談ください。 

修理などアフターサービスに 
関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 0120-3121-68 
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 
　9：00～19：00（365日） 

携帯電話、PHSからもご利用できます。 

商品情報やお取り扱いについての 
ご相談はお客様相談センターへ 

TEL 0120-3121-11 
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30(月～土) 
 9:00～17:00(日･祝日) 

年末年始は休ませていただきます。 
携帯電話、PHSからもご利用できます。 
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消耗品･別売部品 

替刃・シェーバークリーナーを用意しています 

■刃は消耗品です。　長い間ご使用になりますと切れ味が悪く 
　なったり、刃が磨耗などにより破損することがありますので、 
　早めに別売の替刃と交換してください。 

　　交換の目安は、週2回（1回5分間）使用して、お手入れ 
　　(11ページ参照）をしていただいた場合。…… 約1年半 

● 

● 

● 

 ■日立の家電品取扱店でお買い求めください。 

替刃Ｌ22 
シェーバークリーナー 
　　　　 （SC-51H） 

製品を廃棄するときのお願い 
この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。 
ご使用済み製品の廃棄に際しては、お住いの地域の条例などに従っ 
て処理してください。 
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