
取扱説明書

家庭用

日立マイナスイオンドライヤー

保証書付き

このたびは、日立マイナスイオンドライヤーをお求めいただき、まことにありがとうございました。
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。
なお、お読みになった後は、保証書とともに大切に保存し、必要なときお読みください。

● このドライヤーは一般家庭用です。他の用途での
ご使用はしないでください。思わぬ事故の原因
となります。

● この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や
電源周波数の異なる海外では使用できません。
またアフターサービスもできません。

● 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源
プラグを抜き、ご使用を中止してください。

HID-T500B
エイチアイディー ティー ビー

HID-T600B
エイチアイディー ティー ビー型式

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、
お買い上げの販売店の記入をお受けください。



マイナスイオンとは

目次

空気中のマイナスに帯電した酸素と微細な水分が結合したもので、静電気がたまってプラ
スに帯電した髪を中和して髪に水分をとどけ、髪のまとまりをよくし、さらに水分のベー
ルで髪の表面をやさしくコートします。

縮毛の人や毛髪のくせがつよい人、細かくやわらかい人、髪が短い人、縮毛矯正パーマを
当てて間もない人、もともと髪質がしっとりしている人にはマイナスイオンの効果が現れ
にくいことがあります。
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安全上のご注意

警告
注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能
性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的
損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく
ことを、次のように説明しています。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分
し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
〈絵表示の例〉

禁止

電源プラグを
抜く

分解禁止 水場での
使用禁止

水につけたりしない 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

水場での
使用禁止

警告
交流100V以外での電源は使用しない〈日本国内専用〉
（「1200Wまで」の表示のある洗面台などでは使用しない)
火災・感電の原因禁止

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、熱いものに近づけたり、
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・発熱・やけどの原因

禁止

交流100V
定格15A

電源コードやプラグが傷んだり、熱くなったりするときは使用しない
コンセントの差しこみがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火、発熱の原因　禁止

禁止

電源コードがねじれたまま使用したり、束ねたままで使用しない
電源コードに負荷がかかり断線し、
感電やショートによる火災等の原因

水ぬれ禁止指示を守る
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警告
改造はしない また、修理技術者以外の人が修理をしない
（修理は販売店にご相談ください）
火災・感電・けがの原因分解禁止

使用後は必ず電源スイッチを［OFF］にして、
電源プラグをコンセントから抜く
火災・事故の原因電源プラグを

抜く

定格15A以上のコンセントを単独で使う
火災・発火・感電の原因指示を守る

電源プラグは根元まで確実に差し込む
火災・感電・やけどの原因指示を守る

禁止

引火性のもの（アルコール・ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレー・
ガス・整髪料・除光液など）の近くで使用しない
爆発・火災の原因

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
乳幼児への使用はしない
感電・やけど・けがの原因

禁止

ホテルや公衆浴場など業務用（不特定多数）での使用はしない
火災・感電・やけど・故障の原因

禁止

禁止

ご使用前に、ヘアピンなどを髪から外す
本体内部にヘアピンなどが入るとショート・発火・やけどの原因

吸気口、吹出口(温風/冷風)をふさいだり、
異物を入れない
火災・感電・やけどの原因禁止

風が出たり出なかったりしたときや電源コードが熱くなったときは、
使用を中止する
火災・感電・やけどの原因指示を守る
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吸気口や吹出口にホコリなどが付着したまま使用しない
温風の温度が高くなりすぎたり、故障の原因

注意

禁止

使用中や使用直後の吹出口や集風ノズルは
熱くなっているので、手を触れない
やけどの原因

通電したまま放置しない 布団・紙・ビニールなど燃えや
すいものや熱に弱いものの上に置かない
火災の原因

水のかかるところや、浴室や洗面台の上、湿気の多いと
ころに放置しない
絶縁劣化によるショート・感電の原因

毛髪の乾燥、整髪以外の使用、乳幼児への使用は避ける
また、ペットへの使用、かつらやつけ毛（エクステンション）、
衣類・靴などの乾燥目的に使用しない
火災・やけど・故障の原因

禁止

子供の届くところに置かない
火災・事故の原因

禁止

落としたり、ぶつけたりしない
感電・発火・事故の原因

禁止

吸気口が破損した状態で使わない
髪の毛が吸い込まれたり、火災・故障のおそれ

禁止

水ぬれ禁止

禁止

禁止

本体内部が真っ赤になったり、煙が出る、異臭がする、
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・けがのおそれ禁止

梱包材(ポリ袋・電源プラグのカバーなど)を、
子供の手の届く場所に置かない
口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲するおそれ禁止

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
故障の原因

一般家庭以外では使用しない
故障の原因

禁止

禁止
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注意
使用中、髪が吸気口に吸いこまれないようにする
髪を巻き込む恐れ、やけど・故障の原因

使用中、吹出口または集風ノズル先端を髪に近づけない
（3cm以上はなす）
やけど・故障の原因

指示を守る

指示を守る

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、
必ず電源プラグを持って抜く
感電・ショート・発熱・発火の原因指示を守る

ハンドルを広げたり、折り畳んだりするときに、○部分で
指を挟まないようにする
指をけがする原因指示を守る

金属製のネックレスなどを身につけている場合
十分注意する
やけどの原因指示を守る

1ヶ所に温風を当て過ぎない
髪を傷める原因

指示を守る

吸気口を下にして立てて使用しない
故障の原因

指示を守る
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各部の名称と働き

集風ノズルを吹出口に
そえて「カチッ」と音が
するまで押し込む。

引っ張って取り外します。

電源コード 電源プラグ

吹出口

吸気口

集風ノズル

サムグリップ

電源スイッチ

表示

TURBO

DRY

SET

OFF

T600B

約100℃

ー

約80℃

ー

T500B

ー

約100℃

約90℃

ー

○

○

○

ー

強

強

弱

ー

イオン 風量

温風温度
（集風ノズル無し/
　周囲温度30℃）

温度切替スイッチ
（プッシュ切替式）
押すたびに温/冷
が切り替わります。

エルゴグリップ

ブッシング

つり輪
つり下げるときに
使います。

取り付けかた集風ノズル 外しかた
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使いかた
使用中、テレビやラジオに雑音が入るときは、離れた別のコンセントでご使用ください。

警告
ご使用前にヘアピンなどを髪からはずす
本体内部にヘアピンなどが入るとショート･発火・やけどの原因

注意
使用中や使用直後の吹出口や集風ノズルは熱くなっているので、手を触れない
やけどの原因

1か所に温風を当て過ぎない
髪を傷める原因

■セット
1 集風ノズルをつけて電源スイッチを［SET］にします

2 くせづけ部分に温風を当てます

■髪を乾かす

●［TURBO（T600B）／DRY（T500B）］は風量が多いため、［SET］に比べて、
風の温度を冷たいと感じる場合があります。

●冷風が出る場合は［HOT/COOL］ボタンを押して温風に切り替えてください。

●［TURBO（T600B）／DRY（T500B）］か［SET］を選びます。
●冷風が出る場合は、［HOT/COOL］ボタンを押して温風に切り替えてください。

1 電源スイッチで風の強さを選びます

2 手で髪をほぐすようにしながら温風を当てます

●乾燥後、［HOT/COOL］ボタンを押して冷風に切り替え、手で髪をほぐすように
しながら冷風を当てます。

3 乾燥後の髪の蒸れが気になる場合

■準備
1 乾いたタオルなどでおおまかに髪の水分をふき取ります

2 ブラシや手ぐしで髪のもつれを取ります

3 電源プラグをコンセントに差し込みます

禁止

禁止
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1 電源スイッチを［OFF］にして十分に本体が冷えてから湿気の少ない所で
保管します

2 電源プラグをコンセントから抜きます

警告
使用後は必ず電源スイッチを［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

注意
子供の手の届くところに置かない
火災・事故の原因

禁止

■セットのポイント

■使用した後は

髪のセットを長持ちさせるには
●セット後、ブラシをはずさないで、［HOT/COOL］ボタンを押して冷風に切り替え、
冷風を5～10秒ぐらい当てます。

カールづけをつけたいときは
●セットローションなどをつけ、ロールブラシに8分目ぐらいの
毛たばをとってお好みの方向に巻きつけ、温風を当てます。

髪をボリュームダウンさせるには
●毛の流れと同じ方向に手ぐしを通し、上から下へ温風を
当ててください。

●セットローションなどを使用するときは本体にかからない
ように注意し、手についたときは本体を持たないでください。
（本体の割れ、変色などの原因）

髪をボリュームアップさせるには
●髪の根元を持ち上げ、下から上へ温風を当ててください。

電源プラグを
抜く
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お手入れ

保存のしかた

警告
使用後は必ず電源スイッチを［OFF］にして電源プラグをコンセントから抜く
火災・事故の原因電源プラグを

抜く

吸気口

●必ず電源スイッチを［OFF］にして電源プラグをコンセントから抜いて、ブラシや掃除機
などで取り除きます。

付着したホコリや髪の毛は定期的（月1回以上）に取り除きます

電源スイッチを［OFF］にして、湿気の少ないところに保存します

乾いたやわらかい布で汚れをふき取ります
汚れが落ちにくいときは、水か薄めた台所用洗剤（中性）を含ませて固く
絞った布でふき取ります

本体

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

水をつけたり水をかけたりしない
故障の原因

禁止

警告

注意

禁止

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、熱いものに近づけたり、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・発熱・やけどの原因

水ぬれ禁止

水のかかるところや、浴室や洗面台の上、湿気の多いところに放置しない
絶縁劣化によるショート・感電の原因
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故障かな？と思ったら
修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

処置後、それでも具合が悪い場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜き、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。

症状

［HOT］で使用中に
冷風になる。

・吹出口や吸気口にゴミが付着している。
・乾燥やセットするとき、吹出口や吸気
口を毛髪や手などでふさぐような使い
方をしている。

電極の汚れによる異常放電。
ドライヤー内部にゴミが付着している。

電源プラグの差し込み口が緩んでいる。

▶ホコリやゴミを取り除く。
▶吹出口や吸気口をふさがない
ようにする。

▶直ちに使用を中止し、
「ご相談窓口」（☞P.14）へ
ご相談ください。

▶電源プラグをしっかりと差し込ん
でも、なお異常がある場合は、
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、「ご相談窓口」
（☞P.14）へご相談ください。

▶直ちに使用を中止し、
「ご相談窓口」（☞P.14）へ
ご相談ください。

▶直ちに使用を中止し、
「ご相談窓口」（☞P.14）へ
ご相談ください。

吹出口の中で
火花が発生する。

風が全く出ない。
また本体をゆすると風が
出たり出なかったりする。

電源コードや電源プラ
グが異常に熱くなる。

使用中に、異常な音や振動が出たり、異臭がしたり、本体の内部が
真っ赤になる。

温風が異常に熱くなる。
本体が変形している。

考えられる理由 処置
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仕様
この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use only in Japan and can not be used in any other country. 
No servicing is available outside of Japan.

電 源 AC100V 50-60Hz共用

1200W（TURBO-HOT）／
500W（SET-HOT）

HID-T600B HID-T500B

約100°C（集風ノズル無し/「TURBO」使用時）
約80°C（集風ノズル無し/「SET」使用時）

約1.9m3（集風ノズル無し/「TURBO」使用時）

本体:約605g
集風ノズル:約16g

集風ノズル

約1.8m 約1.8m

1100W（DRY-HOT）／
470W（SET-HOT）

約100°C（集風ノズル無し/「DRY」使用時）
約90°C（集風ノズル無し/「SET」使用時）

約1.5m3（集風ノズル無し/「DRY」使用時）

本体:約605g
集風ノズル:約16g

幅24.3×高さ23.1×奥行き10.1cm
（集風ノズル含む）

幅24.3×高さ23.1×奥行き10.1cm
（集風ノズル含む）

集風ノズル

消 費 電 力

電源コード長さ

風 量

質 量

付 属 品

外 形 寸 法

温風温度
（周囲温度30°C）
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保証とアフターサービス

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などを
含む場合もあります。

 ご転居されるときは

 保証書
 （裏表紙についています。）
1

持込修理
 修理を依頼される
 ときは
2

 補修用性能部品の
 保有期間
3

4

 修理料金のしくみ5

マイナスイオンドライヤ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。

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって
販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

修理料金＝技術料＋部品代などで構成されています。

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あと、大切に保
管してください。

保証期間が
過ぎているときは

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修理させていただきます。なお、
修理内容によっては商品交換にて対応させていただきます。
付属品（集風ノズル、取扱説明書）を紛失した場合は、有
料とさせていただきます。

修理して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。なお、修理内容によっては、有料に
て商品交換で対応させていただきます。

保証期間中は

保証期間はお買い上げの日から１年です。

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店または
ご相談窓口（☞P.14）にお問い合わせください。
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ご相談窓口
家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ
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。

●　「持込修理」および「部品購入」については、上記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や協力会社に個人情報を
提供し対応させていただくことがあります。

●　修理をご依頼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。

●　保証期間中の修理依頼時は、保証書をご提示ください。
●　上記窓口の内容は、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窓口

FAX

商品情報やお取り扱いに
ついてのご相談窓口

携帯電話、PHSからもご利用できます。

（受付時間）9：00～18：00（月～土）、
　　　　　9：00～17：00（日・祝日）

TEL

FAX

0120-8802-28

0120-3121-34
0120-3121-87

（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。

TEL 0120-3121-68
携帯電話・
PHSから 0570-0031-68（有料）
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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。

●電源プラグや電源コード
が異常に熱くなる。
●電源コードに傷がついて
いたり、ふれると通電し
たりしなかったりする。
●その他の異常、故障があ
る。

愛情点検 長年ご使用のマイナスイオンドライヤーの点検を！
●マイナスイオンドライヤーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。

ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか?

このような症状のときは、
故障や事故防止のため、
スイッチを「OFF」にし、コ
ンセントから電源プラグ
を抜いて、必ず販売店に
点検・修理をご相談くだ
さい。

ご使用
中　止

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求について
も当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の
一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号（日立愛宕別館）
電話 03-3502-2111 



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、輸送等による故障または損傷。
（ハ）火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、

指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障及び損傷。
（ニ）一般家庭用以外《例えば業務用等への長時間使用及び車両（車載用を除く）、船舶への搭載》

に使用された場合の故障及び損傷。
（ホ）業務用に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）本書に型式、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. この商品について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. 贈答品等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、
　 ご相談窓口（☞P.14）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。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）、及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。保証期間経過後の修理についてご不明の場
合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口 （☞P.14）にお問合わせください。

● 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフター
サービス」（☞P.13）をご覧ください。

日立マイナスイオンドライヤー保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて
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。なお、商品をお買い上げの販売店（修理申出先）やメーカーへ
送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
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及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。

〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号（日立愛宕別館）
電話 03-3502-2111 

　　 　  年 　 　 　 　  月 　 　 　 　  日

HID-T500B
HID-T600B 1年

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

※
お
客
様

※
販
売
店

ご住所

ご芳名

住　所

店　名

※お買い上げ日

型式 保証期間 本体：

様

TEL

〒 　 　  -

〒 　 　  -

190419-11
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