
日立ヘアーアイロン 

HI-25

取扱説明書 
保証書つき 
裏表紙が保証書になっています。 

形 

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。 

一般家庭用 
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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、使用者が死亡または重傷を 
負うことが想定される危害の程度。 

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが 
想定されるか、または物的損害の発生が想定される 
危害・損害の程度。 

＜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」　　　　　　「水場での使用禁止」 

「水ぬれ禁止」　　　　　「接触禁止」 

「一般的な行為」　　　「電源プラグをコンセントから抜く」 

交流100-120Ｖ以外の電源は使用しない。 
(火災・感電の原因） 

水洗いしない。また、浴室内や 
ぬれた手で使用しない。 
(ショート・感電の原因） 

安全上のご注意 

1

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。 

● 



引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど）の近くで 
使用しない。(爆発・火災の原因） 

電源コードや電源プラグが傷んだり、 
コンセントの差し込みがゆるいときは 
使用しない。 
(感電・ショート・発火の原因） 

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 
ねじったり、重いものを載せたり、はさみ込んだり、加工 
したり、本体に巻きつけたりしない。 
(火災・感電・やけどの原因） 

通電ランプが点灯したり、消灯したりするときは使用を 
中止する。(電源コードが内部断線していることがあり、火災・ 
感電・やけどの原因） 

使用後は必ずスイッチを「OFF」にして、電源プラグを 
コンセントから抜く。(火災・事故の原因） 

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり、 
修理したりしない。(火災・感電・けがの原因） 
　修理は販売店にご相談ください。 

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 
(感電・やけど・けがの原因） 
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● 



使用中や使用直後はパイプと 
クリップが熱くなっていますので、 
手や顔、耳、首などに触れない。 
(やけどの原因） 

通電したまま放置しない。(火災の原因） 

毛髪のお手入れ以外の使用、乳幼児への使用は避ける。 
(火災・やけど・故障の原因） 

子供の手の届くところに置かない。(火災・事故の原因） 

落としたり、ぶつけたりしない。(感電・発火の原因） 

水のかかるところや、湿気の多いところに放置しない。 
(絶縁劣化による感電の原因） 

電源プラグを抜くときは、電源コードを 
持たずに、必ず電源プラグを持って抜く。 
(感電・ショート・発火の原因） 

● 
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注意 

クリップを無理に開かない。 
(故障の原因） 



各部の名称と働き 
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使用後は必ずコンセント 
から抜く。 
(火災・事故の原因） 

必ず電源プラグを持つ 

電源プラグ 

パイプ 

スイッチを「ON」にすると、約5分で使用でき 
る温度になります。 
使用中や使用直後はパイプとクリップが高温 
のため、手、耳など肌に触れない。 
(やけどの原因)

電源コード 

レバー 
クリップを開いて髪を 
はさみます。 

通電ランプ 
スイッチを｢ON｣にすると 
点灯します。 

クリップ 

パイプつまみ 

ハンドル 

本体 

スイッチ 
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使いかた 

お使いになる前に 

上手なセットのしかた 

● 

毛束をあらかじめ分けておく。 

毛束はパイプの長さの8分目 
ぐらいにおさまる量が適量 
です。 
毛束を多くとりすぎるとカール 
がつきにくくなります。 

● 

毛束の厚さを平均にしてクリップで 
はさみパイプに巻きつけます。 
束になっている髪は熱が伝わりにくいので 
平たく巻くときれいなカールになります。 

注意 

整髪料をお使いの場合は、取り除いてください。 
(セットしやすくなります。） 

注意 

パイプ周辺は熱くなっていますので、 
肌に触れたり、手を触れない。 
(やけどの原因） 

シャンプーしたときはタオルドライ。 

● 

● セットしやすく 
なります。 

セットしやすくなります。 

髪が乾いているときは湿らす。 

髪をブラッシングして整える。 

水やミストなどで湿らせる 
タオルドライ 

シャンプー時 乾燥時 

つづく 

8分目ぐらい 



髪を巻いて5秒～10秒程度待つと 
カールがつきます。 

上手なセットのしかた 

● 

注意 

1か所に10秒以上は使用しない。 
(髪を傷める原因） 

1か所のカールは5秒～10秒程度が適当 
ですが、セットの方法や髪質によって個 
人差がありますので、テストして目安を 
決めてください。 

● 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。 

注意 

ベンジン・シンナーなどは使用しない。(変形・変色の原因） 

■ 髪を外側に巻きたいとき 
 クリップを内側にして毛先をはさみ、 
 外巻きに巻つけます。 

■ 髪を内側に巻きたいとき 
 クリップを外側にして毛先をはさみ、 
 内巻きに巻つけます。 

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。 

製品を廃棄するときのお願い 

使いかた 
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外巻きは 
クリップを内側に 

内巻きは 
クリップを外側に 



修理を依頼される前に、次のことをお調べください。 

電源プラグがコンセントにしっかり入っていま 
すか。 
点検後も異常がある場合は、電源コードが 
内部断線していることが考えられますので、 
使用を中止してください。 

症　状 点　検 

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪い場合は、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。 

「故障かな」と思ったときは 
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仕様 

AC100－120V

20W 約270ｇ 

） （ 

パイプが温まらない。 

通電ランプが点灯した 
り、消灯したりする。 

約110℃ 

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 

お客様ご相談窓口 

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 

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

(受付時間)　365日/9:00～19:00

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。 
出張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。 

商品情報やお取り扱いに 
ついてのご相談は 

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。 

電　　源 

消費電力 質　　量 

パイプ表面温度 



保証とアフターサービス   （ 必ずお読みください。） 

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 持込修理 

7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、必ず電源プラグを抜いてから、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。 
　 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 

■ 保証期間が過ぎているときは 
　 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。 

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7ページの 
ご相談窓口にお問い合わせください。 

● 

● 

当社は、このヘア－アイロン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。 
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保証期間　　　お買い上げの日から1年間 

● 

愛情点検 
長年ご使用のヘアーアイロンの点検を！ 

電源コードや電源プラグが異常に 
熱くなる。 
本体が変形していたり、こげくさい 
臭いがする。 
その他の異常・故障がある。 

故障や事故防止のため、スイッチ 
を「OFF」にし、電源プラグをコン 
セントから抜いて、必ず販売店に 
ご相談ください。 

お 
願 
い 

こ
ん
な
症
状
は 

あ
り
ま
せ
ん
か 

● 

● 

● 

▼
 

九州日立マクセル株式会社 
 〒822-1296  福岡県田川郡福智町伊方4680

〒100-0004   東京都千代田区大手町二丁目2番1号　新大手町ビル 
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日立ヘアーアイロン保証書 
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〒100-0004  東京都千代田区大手町二丁目2番1号　新大手町ビル    電話　お客様相談センター 0120-312111
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