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ご使用になる前に
ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を正しく安全にお使
いください。また、お読みになったあとも、大切に保管してください。

必ずお守りください

このたびはトルネードドライヤーをお求めいただき誠にありがとうございます。

人への危害、財産の損害を未然に防止するため、本書に記載されている内容は必ずお守りください。
誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を区分したうえで記載しています。

死亡または重傷を負うおそれがあること

してはいけない禁止事項

必ずしなければならない強制事項

■ 海外では使用しない（国内専用）。
変圧器の使用も、故障やトラブルの原因にな
るため避けてください。

■ 電源コードを破損させない。電源コードを束
ねたままで使わない。
加熱したり、傷つけたりしない。無理に曲げ
たり、引っぱったり、ねじったり、重いもの
を乗せたりしない。断線・ショート・感電・
火災などの原因に。

■ 電源スイッチを入れたまま、その場を離れない。
火災などの原因に。

■ 人の髪以外への使用をしない。乳幼児・ペッ
トなどには使用しない。靴や衣類などの乾燥
目的に使用しない。
故障・やけど・火災などの原因に。

■ 補助を必要とする方（子どもを含む）が単独
で使用しない。
けが・やけど・火災など事故の原因に。

■ 運転中、吸込口や吹出口をふさいだり、ヘア
ピンなどの異物を入れない。
異常加熱・故障・感電・やけど・火災などの
原因に。

■ エアゾール（スプレー）製品や引火性のもの
（ガソリン・シンナー・ベンジン・除光液など）
の近くで使用しない。
異常加熱・故障・感電・やけど・火災などの
原因に。

■ 浴室、浴槽、シャワー、洗面器または水の入っ
たほかの容器の近くで使用しない。
異常加熱・故障・感電・やけど・火災などの
原因に。

■ 水に浸けたり、水をかけたりしない。丸洗い
をしない。万が一、使用中に水に落ちたら、
拾わずに電源プラグを抜く。
感電・故障などの原因に。

■ 濡れた手で操作したり、電源プラグの抜き差
しをしない。
水に落ちた機器は、必ず点検・修理を受けて
ください。感電・故障などの原因に。

■ 絶対に改造はしない。修理技術者以外の人は、
分解したり修理しない。電源コードが破損し
た時はお買い上げ店舗へ修理を依頼する。
感電・ケガ・火災などの原因に。

■ 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 
破損・故障・感電・火災の原因になり、ケガ
をするおそれがあります。

■ 電源プラグを抜くときは必ずスイッチをOFF
にしてから、電源コードを持たずに必ず先端
の電源プラグを持って引き抜く。
断線・ショート・感電・火災、やけどや傷な
どの原因になります。

■ 使用時は電源プラグを確実に差し込む。
感電・火災などの原因に。

■ 電源プラグのホコリなどは、定期的に乾いた
布で拭き取る。
ホコリがたまると絶縁不良になり火災などの原因に。

■ 定格15A 以上、交流100Vのコンセントを
単独で使う。
延長コードの使用や他の機具とコンセントの
併用（マルチタップなど）を避ける。異常発熱・
感電・火災などの原因に。

■ 定期的にお手入れを実施する。
ホコリがたまると温風が熱くなり、髪が焦げ
つき、火災などの原因に。

強制・指示

禁止行為禁止行為

警告
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ご使用になる前に

してはいけない禁止事項

してはいけない禁止事項

傷害を負う、または財産に損害を
与えるおそれがあること

傷害を負う、または財産に損害を与えるおそれ
があること

傷害を負う、または財産に損害を与えるおそれがあること

必ずしなければならない強制事項

必ずしなければならない強制事項

必ずしなければならない強制事項

強制・指示

強制・指示

強制・指示

禁止行為

禁止行為禁止行為

■ お手入れの時は電源をOFF にしてから、必
ず電源プラグをコンセントから抜く。
発火・火災などの原因になります。

■ 使用後は電源をOFF にしてから、必ず電源
プラグをコンセントから抜く。
発火・火災等の原因になります。

■ 温風使用時は吹出口と髪は3cm以上離す。
やけど・髪の焦げつき・変色等の原因に。

■ 使用中、吸込口と髪は10cm以上離す。
髪が吸い込み口に絡み、髪を傷める原因に。

■ 使用中・使用後のノズルや吹出口は高温に
なっているので触れない。ソファーや布団な
ど、燃えやすいものの近くにおかない。
やけど・変色・焦げ付きなどの原因になります。

■ 電源コードを引っぱったり、束ねたり、本体
やハンドルに巻き付けた状態で保管しな
い。電源コードは購入時の長さに折りたた
み、コードバンドで留めてください。
断線・ショート・感電などの原因になります。

■ 本体が冷めるまではビニールなど溶けやす
いものや変色・変形しやすいもののそばに
置いたり、収納・保管しない。
故障・変色・変形などの原因に。

■ 落としたり、ぶつけたりしない。
激しく落としたりぶつけたりしたら必ず点検・
修理を受けてください。故障・感電・発火な
どの原因に。

■ 子供だけで使わせたり、手の届くところで使用し
ない。また、子供の手の届くところには置かない。
思わぬ事故・ケガの原因に。

■ 異物が内部に入るのを防ぐため、ヘアピンやク
リップ等と一緒に保管しない。
感電・やけど・けが・故障などの原因に。

■ 浴室、浴槽、シャワー、洗面器または水の入っ
たほかの容器の近くで保管しない。
異常加熱・故障・感電・やけど・火災などの原因に。

お手入れ時のご注意

注意

保管上のご注意

■ 丸洗いはしない。
ショート・感電などの原因に。

■ アルコール・シンナー・ベンジン・除光液な
どは使用しない。
変色・変形・劣化の原因に。
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各部の名称と働き

ON OFF

強温風 強冷風 HIGH

温風 冷風 LOW

強冷風 COOL

無風（電源切る） OFF

電源コード電源プラグ

吸込口

吹出口

パイロットランプ

コードバンド

温冷切替ボタン

ハンドル

つり輪

電源スイッチ

アタッチメント
（付属品）
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使い方
お使いになる前に
洗髪後、乾いたタオルで髪の水分をとってください。

１ 電源プラグをコンセントに差してください
・電源スイッチが OFFになっていることを確認してから差し込んでください。

・定格15A 以上のコンセントを単独で使ってください。

２ 風を選んでください
・電源スイッチをお好みのポジションに合わせます。

・温風を使用中でも、温冷切り替えボタンで簡単に冷風に切り替わります。（ボタンを押
すたびに冷風と温風が切り替わります）

３ 髪の根元まで温風が行き渡るように、指を通して乾かしてください
※コーティング剤やオイルを塗布した上に高
温の風を当てると、薬剤が熱で化学変化を
起こして髪にダメージを与える可能性があ
ります。

※使用中・使用後のノズルは高温になります
ので、肌に触れないよう注意してください。

※髪を吸い込み口に近づけると、吸い込まれ
ることがありますのでご注意ください。

使い終わったら
使用後は必ず電源スイッチをOFF にし、電源プラグをコンセントから抜いてく
ださい。

・電源スイッチが OFF になっていることを確
認してから抜いてください。

・電源プラグを持って抜きます。

・十分に冷えてから保管してください。

本体に近いところで
持つと重さが気にな
りません。

本体に近いところで
持つと重さが気にな
りません。
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お手入れ方法

主な仕様

※仕様は改良のために予告なく変更されることがあります。

ホコリや汚れ、髪の毛などの異物が付着すると性能が低下したりするため、こま
めにお手入れを行ってください。

吸い込み口の汚れ
吸い込み口についたほこりや
髪の毛などを、やわらかいブ
ラシや、ティッシュなどで取
り除いてください。

本体の汚れ
本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませ
て固く絞った布で拭いてください。本体に整
髪料、化粧品がついた時はすぐにお手入れし
てください。そのまま放置すると、プラスチッ
クが劣化して変色やヒビの原因となります。

電源 AC100V　50/60Hz

消費電力 1200W

重量 570g（アタッチメントを除く）

寸法 縦209mm x 横 136mm x 奥行 88mm

電源コード長 ２m

付属品 アタッチメント

よくあるご質問
Q.海外で使えますか？
  A. 交流 100Vの国内仕様です。海外では使えません。

Q.COOL( クール ) はどんなときに使うのですか？
  A. 温風で髪をセットした後、冷風に切替えると、くせづけしやすくなります。

Q. マイナスイオンは誰にでも、どんな髪にも効果がありますか？
  A. 以下の方には効果が現れにくい事があります。
　・縮れ毛の人や毛髪のくせが強い方・細く柔らかい髪の方・髪が短い方
　・縮毛矯正パーマをかけて間もない方・もともと髪質がしっとりしている方
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ご相談窓口・修理窓口のご案内

ご相談窓口　～商品に関するお問い合わせ～

ご相談窓口　～修理に関するお問い合わせ～


