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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」 

「一般的な行為」 

● 

安全上のご注意 

「注意」の意味は次のとおりです。 

禁止 

まつ毛カール以外の目的に使用しない。 
(事故・故障の原因） 

コンタクトレンズを着用したまま使用しない。 
(レンズが変形し、目を傷つける原因） 

車などで移動中は使用しない。 
(事故の原因） 

目の病気にかかっている方は使用しない。 
(症状が悪化する原因） 

-1-

「水ぬれ禁止」 

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。 



分解禁止 

必ず守る 

禁止 

水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたり 
しない。(故障の原因） 

温熱パッドをまぶたに押しつけない。 
(やけどの原因） 

使用中や使用後に目やまぶたに異常を感じたときは、 
使用を中止して、専門医に相談する。 

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。 
(やけど・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。 
(けが・故障の原因） 

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。 
　使用後は必ず電源スイッチを「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。 
　電池を交換するときは、2個とも同じ種類の新しい 
　乾電池を使用する。 

● 

● 

● 

● 

● 
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水ぬれ禁止 
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 電源スイッチ 
 上にスライドさせると 
「ON」になり、目もと 
 ランプが点灯し、温熱 
 パッドが温まります。 

ヘッド部 

温熱パッド 
ヘッド部との間で 
まつ毛をはさみ、 
くせつけします。 

操作ボタン 
押すと温熱パッド 
が上がり、離すと 
下がります。 

電池カバー 

目もとランプ 
目もとを照らします。 
電源スイッチの切り忘れや 
電池の寿命をお知らせする 
通電ランプ兼用。 

合わせマーク 

本体 

各部の名称と働き 
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● 

● 

● 

アルカリ乾電池(単4形)以外は使用しないでください。 
他の電池ではパッドが温まらない、温まるまで時間がかかる、 
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 
1日1回2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。 

単4形アルカリ乾電池2個を 
本体の表示に合わせて正しく 
入れる。 

電池カバー 

電池カバーと本体の合わせ 
マークを合わせ、電池カバー 
を「カチッ」と音がするまで 
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。 

単4形アルカリ乾電池 
　　　　　  (LR03） 

合わせマーク 

乾電池の入れかた 
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約20度 

使いかた 

● 

● 

● 

1

2

3

● 温熱パッドは熱いのでまぶたに押しつけない。 

● 使用中や使用後に目やまぶたなどに異常を感じた 
ときは、使用を中止して専門医に相談する。 

マスカラをつけたままで使用して、目やまぶたなど 
に異常を感じたときは、使用を中止する。 

電源スイッチを「ON」にして、 
温熱パッドが温まるまで、 
約10秒待つ。 

本体を約20度傾けたままで、 
まつ毛の根元にヘッド部を 
当て、操作ボタンを5秒間 
押したままにする。 

同じように、まつ毛の先端に 
向けて、3回ぐらいに分けて 
くせつけする。 
(図◯◯◯の順に行います） 

4 ご使用後は、必ず電源スイッチ を「OFF」にする。 

ハ ロ イ 

お好みのカールが付くように 
操作ボタンを押す力とくせつけ 
時間で調節します。 

目もとランプが点灯します。 

★ 目を傷つけないように鏡で 
確認しながら使用する。 

マスカラをつけて使用する場合は、乾くまで待つ。 
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きれいにカールするためのアドバイス 

根元からしっかりはさむ 

まぶたを指で軽く上へ引っぱり、 
温熱パッドでまつ毛を根元から 
はさみます。 
(あごを上げて視線を落とすと 
楽にできます。） 

中間は少し浮かして 

ちょっと力を抜いて温熱パッド 
をまつ毛の中間まですべらせて、 
もう一度はさみます。 

毛先は力を抜いて軽く 

さらに力を抜いて毛先へすべら 
せ、ヘッド部がまぶたに触れる 
ぐらいの角度で軽くはさみます。 

目じりは顔の外側へカール 

本体を傾けてまつ毛をはさみ、 
顔の外側へ広がるようにくせ 
つけします。 
(ヘッド部の端を使う） 

2

3

4

1
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お手入れ 

お手入れの際は必ず電源スイッチを「OFF」にする。 
(けがの原因） 

● 

● 

本体の汚れは薄めた中性洗剤液を含ませた布でふき取る。 

温熱パッドの汚れは湿らせたティシューなどで軽くふき取る。 

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・変色の原因） 

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。 

症 状 調べるところ 

温熱パッドが温まらない。 
目もとランプが点灯しない。 
目もとランプが点灯しても 
数秒で消えてしまう。 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

乾電池の入れかたを間違えて 
いませんか。 
乾電池が消耗していませんか。 

使用中にまぶたが熱い。 

電 源 

質 量 

DC3V　単4形アルカリ乾電池(LR03） 2個 

約60g（乾電池含む） 

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。 

操作ボタンを10秒以上押して 
いませんか。 
温熱パッドをまぶたに押しつけ 
ていませんか。 

｢故障かな｣と思ったときは 

仕様 
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製品を廃棄するときのお願い 

お客様ご相談窓口 

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。 

｢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） 

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。 携帯電話、PHSからもご利用できます。 
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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 
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 

7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。 

● 

● 

補修用性能部品の保有期間 

当社は、このまつ毛カーラーの補修用性能部品を製造打ち切り後5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 
8ページのご相談窓口にお問い合わせください。 

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 
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