
単3形アルカリ乾電池専用

日立ボディ＆フェイスシェーバー

型式BM-L01
ビー エルエム

取扱説明書
裏表紙が保証書になっています。

家庭用

保証書付き

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。

水洗いタイプ・

4902530045048
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注意

キャップ

本体

電池ケース
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ご使用前の準備

● 電池寿命[１週間に２回(1回当たり3分間）使用した場合]
約１か月 [日立アルカリ乾電池LR6(EX-S)使用]
※毛の濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度などの
　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。

乾電池の入れかた

乾電池使用上のご注意
1. 液漏れした電池は使用しないでください。
2. アルカリ乾電池（単3形）以外は使用しないでください。
 　他の電池（充電式電池）などではパワーが弱い、電池寿命
 　が短いなど性能が十分発揮できません。
3. 本体の表示に合わせて 　と　 を正しく入れてください。
4. 使用推奨期間内の乾電池を使用してください。
5. 使い切った乾電池はすぐに取り出してください。
6. 使用済みの乾電池は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄し
 てください。

●

電池ケースをはずす。
電池ケースの凹マークが本体
の取付け位置(　 )にくるまで
回して引き抜きます。

1

電池ケースは本体部を
持ってはずします。

●

↓

O

O 1

取付け位置

凹マーク
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O 1

単3形アルカリ
乾電池（LR6)

2

3

単3形アルカリ乾電池(LR6)
を本体の表示に合わせ正しく
入れる。

確実に取りつけないと、
水洗い時、本体内部に水が
浸入します。（故障の原因）

電池ケースを取りつける。
電池ケースの凹マークと本体
の↑位置を合わせて挿入し、
本体の0位置にくるまで回し
て取りつけます。

↓
↑位置

凹マーク

注意

乾電池の　　 の向きを
間違えると動きません。

注意

O 1O

取付け位置

凹マーク

0位置



O 1

本体

掃除用ブラシ
付属品

各部の名称と働き

電池ケース

回転刃ユニット
外刃

キャップ
刃を保護します。

取付け位置
OFF
ON

背面表示内容
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つづく安全上のご注意
ここに示した注意事項は、製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。
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。

●

●

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。

取り扱いを誤った場合、
使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
危害の程度。

＜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」

　「必ず守る」　　
●

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ところに、
必ず保存してください。

●

必ずお守りください

禁止
本体や電池を火中に投入しない。
（事故やけがの原因）

子供の手の届くところに置かない。
（けがの原因）

改造はしない。また修理技術者以外の人が修理しない。
（火災、感電、ケガの原因）
※修理はお客様ご相談窓口へご相談ください。分解禁止
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安全上のご注意 必ずお守りください

必ず守る

外刃は使用するたびに徐々に磨耗し、使用中に破損して肌を傷
つけることがあります。早めに別売りの替刃と交換してください。

ご使用前に外刃の破損や変形がないか確認する。
(肌を傷つける原因）

お肌に吹き出物や傷などがある場合は、ご使用時に
注意する。(肌を傷つける原因）

ご使用後は湿気の少ないところに保存する。(浴室など
に放置すると本体内で結露や錆が発生して故障の原因）
ご使用後は、必ずキャップを取りつける。
(外刃の破損や変形により肌を傷つける原因）

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切る。
 定期的に乾電池の液漏れを点検する。
 乾電池を交換するときは、使用推奨期限内の新しい乾電
 池を使用する。
　1か月以上使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
　取り出した乾電池の　と　を金属などで接触させない。
　

●

●

●

●

●

●

外刃は強く押さえつけない。
(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因）
外刃をぶつけたり強く持たない。
(破損して指を傷つける原因）

顔、うなじ、ワキ、腕、脚、手、指のムダ毛専用です。
頭髪などに使用しない。
(肌を傷つけたり、刃の寿命を早めたりする原因）

禁止
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外刃の一部だけでそったり、使用中に指や爪を外刃に
あてない。(外刃が破損して肌を傷つける原因）

家族や他人との共用はしない。
(感染や炎症の原因）

禁止

使用上のご注意
シェービング用のクリームやジェル、乳液などの化粧品は
使用しないでください。

●

外刃の目詰まりや故障の原因になります。
水中につけ置きしないでください。●

機器が故障する原因になります。
ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しないでください。●

変形や機器が故障する原因になります。
直射日光の当たる所や高温になる所に放置しないでください。●

変形・変色や防水ゴムの劣化により機器が故障する原因になります。
アルコール、ベンジン、シンナーなどでふかないでください。●

変形や変色の原因になります。
●回転刃ユニットを水洗いして乾燥後は、別売りの潤滑剤
(シェーバークリーナー)を必ず外刃に吹きつけてください。
切れ味の低下、モーター回転数の低下、使用回数の減少、外刃が
摩耗して早期破損、刃の発熱、動作時の異音の原因になります。
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使いかた

ご使用前に外刃の破損や変形がないか確認する。
(肌を傷つける原因）
肌に強く押しつけない。
(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因）
肌に吹き出物や傷がある場合は、ご使用時に注意
する。(肌を傷つける原因）

2

1 キャップをはずし、スイッチを1(ON)にする。

毛の流れに逆らって円を描くよう
に軽く滑らせてそる。

●初めてお使いの場合は、軽くあて少しずつ試しながらそってください。

●肌の水分や汗はふき取っておく。
　ローションや乳液、パウダー、制汗剤などはつけず、肌を清潔
　で乾燥した状態にしてください。

準備

3 使用後はスイッチを0(OFF)にして、回転刃ユニットの毛くずを
掃除用ブラシで取り除きキャップ
をかぶせる。

●外刃が温かくなることがありますが使用上問題はありません。

長い毛が一気に入り込みますと、
毛が引っぱられたり噛み込みが発生
して切れ味低下の原因になります。

顔



つづく
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うなじ
・下から
  上に

手・指
・外側から
  内側に

・皮ふがたるまないようにしっかり伸ばし、毛の流れに逆ら
　うように円を描くようにゆっくり動かす。
・長い毛は一気にそらずに少しずつそります。

じょうずなそりかた

ワキ 脚

腕

・上から
  下に

・下から上に

・外側から
  内側に
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使いかた

肌に強く押しつけない。
(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因）

■石けんぞり(シェービングフォーム)もできます。

市販のシェービングフォーム（泡状のもの）を使用すると、肌の
すべりもよく、スムーズにそることができます。

2
1 よく泡だててそりたい箇所につける。

3 使用後は、回転刃ユニットをはずし必ず水洗いして石けん成分を洗い流す。

●

水洗いのしかたは12ページの「お手入れ」を参照してください。

4

石けん成分が残っていますと、固まって動作しなくなるなど
機器の故障につながり、切れ味の低下･使用回数の減少などの
原因になります。

クリーム状やゲル状のシェービング剤は使用しない。
(外刃の目詰まりや故障の原因)
長い毛は先にトリミングをしておく。
(回転刃ユニットに長い毛が一気に入り込みますと、刃に毛
が絡んで動作しなくなるなど機器の故障の原因)

●

●

注意

浴室などに放置しない。
(本体内部で結露が発生して故障の原因)

●

注意

ドライ(シェービングフォームを使わない)でそるときよりも、
さらに軽く肌にあてて､ゆっくりと毛の流れに逆らって滑らす
ようにそる。

お手入れ後は、キャップをかぶせて湿気の少ないところに
保存する。



お手入れ
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つづく

外刃は強く持たない。(破損して指を傷つける原因）

電池ケースをはずしたまま水洗いしない。
(本体内部に水が入り、故障の原因）

■快適な切れ味を保つために
使用後は必ずお手入れ(ブラシ掃除)してください。
毛くずがたまると、切れ味が悪くなったり毛くずが飛び散る
原因になります。

●

●

●

●

●

●

●

●

水洗いの場合はその都度、ブラシ掃除の場合は週に一度、
別売の潤滑剤(シェーバークリーナー)を吹きつけてください。
刃の動きを滑らかにします。
切れ味を保ちます。　　　
刃の磨耗を防ぎます。

使用回数の減少を防ぎます。
刃の発熱を抑えます。
動作時の異音を抑えます。

別売の潤滑剤(シェ－バ－クリ－ナ－SC-51H)をお買い求めください。

1 スイッチを0(OFF)にして回転刃ユニットを左に回し
てはずす。

2 回転刃ユニットと本体についた毛くずを掃除する。

回転刃ユニットをはずす
とき、電池ケースを持た
ないでください。

●

注意
O 1O 1

スイッチは
0(OFF)

O

1



O
1
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お手入れ

約20秒間
泡立てる

本体を振って水切りしない。
直射日光のあたる所、高温になる所では乾燥させない。
(防水ゴムの劣化による故障や本体が変形する原因）

●

●

ドライヤーなどの機器で乾燥しない。●

子供の手の届くところに置かない。●

● 回転刃ユニットをはずして
おくと早く乾燥します。

■回転刃ユニットおよび本体は水洗いできます。

本体の水滴をふき取り、乾燥
させる。

ブラシ掃除後、回転刃ユニット
と本体についた毛くずを洗い
流す。

スイッチは
0(OFF)

  毛くずと汚れがおちにくい場合
一度水洗いをした後、回転刃ユニ
ットに台所用洗剤(中性)を少量つ
け、スイッチを1（ON）にして約
20秒間刃面全体をまんべんなく
泡立てたあと、もう一度水洗いを
すると毛くずと汚れが取れます。

● 回転刃ユニットは週に一度ぐらい、台所用洗剤(中性)を
少量入れた水またはぬるま湯に8時間ぐらいつけた後、
水洗いしますと、汚れがきれいに取れます。

注意

O

1

O 1

O 1



O
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凸部

溝部

スイッチは
0(OFF)

3 掃除した後は、回転刃ユニットの凸部を本体の溝に合わせ、
回転刃ユニットを右に回して
取りつける。

週に一度は、別売の潤滑剤(シェーバークリーナー)を外刃に吹き
つけ、2～3秒間空運転させて、ティシュ－などで外刃表面を軽く
ふき取ってください。

●本体の汚れは、水か薄めた台所用洗剤(中性)を含ませて固く絞っ
た布でふき取ってください。

4 お手入れ後は、キャップをかぶせて湿気の少ないところに保存する。

回転刃ユニットを取りつ
けるとき、電池ケースを
持たないでください。

●

乾燥後は、別売の潤滑剤を外刃
に吹きつける。

本体に回転刃ユニットを取りつけ、2～3秒間空運転させて
ティシューなどで外刃の表面を軽くふき取る。

注意

注意 アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。
（変形・変色する原因）

浴室などに放置しない。
(本体内部で結露が発生して故障の原因)

●

注意
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「故障かな」と思ったときは

症状 点検するところ 直しかた
次の点検をしてください。

・切れ味が悪い。
・使用回数が少な
  い。
・使用中に止まる。
・回転が弱い。

回転刃ユニットの内側と本
体側に毛くずが多量にたま
っていませんか。
外刃面が油切れしていませ
んか。

掃除と別売の潤滑剤の吹きつ
けを定期的に行ってください。

回転刃ユニットの内側と本
体側に毛くずが多量にたま
っていませんか。

11～13ページのお手入れを
定期的に行ってください。

動作しない。 乾電池の入れかたを間違
っていませんか。

　　を確認して入れ直して
ください。

乾電池が消耗していませ
んか。

新しいアルカリ乾電池に交換
してください。

毛くずが飛び散る。毛くずがたまっていませ
んか。

掃除してください。

＋ －

回転刃ユニットがしっかり
取りつけられていますか。

回転刃ユニットを取りつけ直し
てください。
(取付け位置がずれると回転
しないことがあります。)

乾電池が消耗していませ
んか。

新しいアルカリ乾電池に交換
してください。
(本器はアルカリ乾電池専用
です。)

種類の異なる電池を使用
していませんか。

臭いが強くなっ
た。

水洗い後の乾燥が不十分
ではないですか。

十分に乾燥させ、別売の潤
滑剤を吹きつけてください。
台所用洗剤（中性）による
洗浄も効果的です。

動作時に異音が
する。

別売の潤滑剤の吹きつけを
定期的に行ってください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、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。

外刃面が油切れしていませ
んか。
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お客様ご相談窓口

｢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。
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。
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

修理に関するご相談は
エコーセンターへ

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

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。

(受付時間) 9:00～19:00(月～土)
 9:00～17:30(日･祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。

消耗品・別売品
替刃・潤滑剤を用意しています。

回転刃ユニット… 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（回転刃ユニット）Z12
潤滑剤(シェーバークリーナーSC-51H）

●

●

■回転刃ユニットは消耗品です。
　早めに別売りの替刃と交換してください。交換の目安は、1週間に
　2回(1回当たり3分間)使用し、正しい使い方(8ページ参照)、お手入
　れ(11～13ページ参照)をしていただいた場合。
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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
お確かめのうえ、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
14ページの『「故障かな」と思ったときは』を調べていただき、
なお異常のあるときは、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。
■ 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

持込修理

■ 修理料金のしくみ（修理料金＝技術料+部品代）

技術料

部品代

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかか
る費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの
設備費、一般管理費などが含まれます。
修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等
を含む場合があります。

保証書（一体）

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ
適用します。

保証とアフターサービス 必ずお読み
ください。（ ）
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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
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15ページのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

●

●

●

当社は、このボディ＆フェイスシェーバー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、その商品の機能を維持するために必要な
部品です。

製造元：

販売元：
〒162-0814　東京都新宿区新小川町6-29アクロポリス東京

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。

電 　　  源

質 　　  量
付　属　品

DC1.5V 
単3形アルカリ乾電池(LR6)　1本
約85g（乾電池含む）
掃除用ブラシ

仕様



BM-L01

3456789XYZ 4 (HRK) EDCB62007421

日立ボディ＆フェイスシェ－バ－保証書
保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合
には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型　　　式 保証期間
平成　　　　年　　　　月　　　　日

本体：１年
※お買い上げ日
※
お
客
様
※
販
売
店

お 名 前

ご 住 所

住　  所
店　  名 

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

〒162-0814　東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京
電話 お客様相談センター 0120-3121-11

様
〒

電話　　　　（　　　）
〒

電話　　　　（　　　）

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。
 (イ) 使用上の誤り､または改造や不当な修理による故障または損傷。
 (ロ) お買い上げ後の落下､引っ越し､輸送などによる故障または損傷。
　 (ハ) 火災､地震､水害､落雷､その他の天災地変､公害や異常電圧による故障または損傷。
　 (ニ) 車両､船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
　 (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 (ト) 本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
  書き換えられた場合。
2. この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などは
 お客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費
 を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場
 合には、取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
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。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan
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。
したが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ので､保証期間
経過後の修理などについてご不明の場合は､お買い上げの販売店または取扱説明書に記
載の｢お客様ご相談窓口｣にお問い合わせください。
お客様にご記入いただいた保証書の写しは､保証期間内のサービス活動およびその後の安
全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので､ご了承ください。
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､取扱説明書をご覧
ください。
修理メモ
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