
GroomsMan Pro
グルームズマンプロ

Item No. 09855-2720
Part No. 1001600

品番WT5208　［家庭用］



1

この度は、ウォール製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、こ
の取扱説明書には保証書も添付しておりますので、大切に保管してください。

各部の名称

【本体】

【ACアダプタ】底面

A

B

A トリミングヘッド　　 B スイッチ　　 C 電源ソケット
D 電源プラグ　　　　　 E 電源コネクタ

シェービングヘッド

ロータリーヘッド

ディテールヘッド

スイッチを
上の方向へずらすと
「ON」、
下の方向へずらすと
「OFF」

C D E
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【付属品】

F アタッチメントコーム　　　 G クリーニングブラシ
H オイル　　　 I コーム　　　 J スタンド

トリミングヘッド用アタッチメントコーム

F

HG JI

ショート約
1.5mm ミディアム

約
2mm

〜

12mm

６段階
アタッチメント

約
3mm ロング約

4.5mm

（コームに「III」と表示）（コームに「II」と表示）（コームに「I」と表示）

リリースタブ リリースタブ リリースタブ
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使用上のご注意
●	この取扱説明書にある本来の目的以外でのご使用はおやめください。また、付属品以外のものと本
製品を一緒にご使用にならないでください。

●	お子様、身体の不自由な方が使用される場合、またはその周辺でご使用の場合は、必ず保護者の方
が付き添ってください。

●	電源プラグがコンセントに接続されたまま本機を放置しないでください。
●	電源プラグをコンセントに差し込んだまま、洗面所や浴室、シャワー室でのご使用や保管は絶対に
おやめください。

●	電源コードを束ねたまま本製品をご使用にならないでください。
●	電源コードは、ヒーターなどの温熱器具から十分に離してご使用ください。
●	本製品の電源ソケットとACアダプタの電源コネクタは、定期的に乾いた綿棒などで清掃してくだ
さい。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、強い力を加えて電源ソケットや
電源コネクタを変形させないでください。

●	充電中にACアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。
●	ご使用にならないときは、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。
●	エアゾール、スプレーなどの可燃性の液体、揮発油などの近くではご使用にならないでください。
●	破損、もしくは、何らかの故障が見られる場合は、決してご使用にならないでください。
●	本体の中で異物が動く音がするときは使用をおやめください。
●	本製品、特に刃部は精密に仕上げられていますので、硬いものに当てないでください。
●	シェービングフォーム等をつけたり、毛が濡れた状態で使わないでください。
●	整毛剤などを使用した毛には使用しないでください。
●	本体の汚れは中性洗剤や水を含ませた布で落とした後、乾いた布で拭き取ってください。
●	アルコール、ベンジン、シンナーなどで拭くのはおやめください。
●	一般電話・テレビ・ラジオなどを使用している近辺でのご使用は、それらの機器に影響を与える場
合があるため、なるべく離れてご使用ください。

●	ペットにはご使用にならないでください。
●	本機は家庭用です。一般消費者の生活の用に供される目的で設計・製造されています。		
	 業務用途でご使用の場合は保証の対象外とさせて頂きますのでご了承願います。
＊	「一般消費者の生活の用に供される」とは、事業者又は労働者が、その事業又は労働を行う際に使
用する場合以外のすべての場合をいいます。

電源方式 充電式 定格電圧 AC100V－ 240V　50／ 60Hz	

充電時間 約12時間 使用電池 ニッケル水素（1200mAh)

質 量 本体：約97ｇ

付 属 品 ・ACアダプタ　・オイル　・クリーニングブラシ　・コーム	
・スタンド　・トリミングヘッド　・シェービングヘッド
・ディテールヘッド　・ロータリーヘッド
・トリミングヘッド用ショート	アタッチメントコーム
・トリミングヘッド用ミディアム	アタッチメントコーム
・トリミングヘッド用ロング	アタッチメントコーム
・トリミングヘッド用6段階アタッチメント

仕　様
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安全上のご注意
●	お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
●	下記注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのもの
です。また、危害や損害の程度を明示するために、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お守りください。

表示について

人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが
想定される内容。

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定
される内容。

表示の例

	記号は禁止行為であることを表しています。文中に具体的な禁止内容が明記さ
れています。

	記号は行為を強制、または指示することを表しています。文中に具体的な指示
内容が明記されています。

※	お読みになった後は、必ずいつでもご覧いただけるところに保管してください。



5

必ず指定の AC アダプタおよび付属品、別売アクセサリーを使用する。
指定以外のACアダプタおよび付属品、別売アクセサリーを使用すると、発熱・
発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

電源ソケットをショートさせない。また、電源ソケットに導電性物質（金属片・
鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしない。
火災や故障の原因となる場合があります。

AC アダプタをコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のアクセサリー
などを接触させない。
火災・感電・けが・故障の原因となります。

改造しない。また、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店、または弊社
にご相談ください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、濡れた手で電源プ
ラグを抜き差ししない。
感電やけがのおそれがあります。

本製品を、水洗いしたり、水をかけたり、水につけたりしない。
感電やショートのおそれがあります。
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浴室や湿気の多い場所での使用や保管は絶対にしない。
感電の原因となります。

コンセントの差込みが緩いときは使用しない。
感電・ショート・発火・火災の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張っ
たり、ねじったりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
感電・発火のおそれがあります。

交流 100V 〜 240V 以外で使用しない。感電・発火のおそれがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。火災・感電・やけどのおそれがあります。

電源コードを動かした際に、動いたり止まったりするときや、電源コードがねじ
れて戻らなくなったとき、電源コード・電源プラグの根元部分が変形したり傷ん
でいるときは使用しない。感電・やけどのおそれがあります。

乳幼児や子供の手の届く場所で使用したり、保管しない。

AC アダプタに水などの液体をかけない。また、水などが直接かかる場所や浴室
など湿気の多い場所での使用、または濡れた手では絶対に使用しない。
発熱・発火・感電・電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。
万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに電源プラグを抜いてください。
水漏れや湿気による故障は保証外となり、修理いたしかねます。

電源ソケットに手や指など身体の一部が触れないようにする。
感電・けが・故障の原因となる場合があります。

電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷ん
だ本製品や、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜く。
感電・火災・故障の原因となります。
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使用時または充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず AC アダプタ本体を持って
引き抜く。感電・ショート・発火の原因となります。

ご使用前に刃の状態（変形・破損・取り付け状態など）を確認する。
肌を傷つける原因となります。

アタッチメントご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認する。
毛の切り過ぎの原因となります。

人の毛以外のものを切らない。傷や刃の損傷の原因となります。

刃先を肌に当てるときは、刃を強く押しつけない。肌を傷つける原因となります。

充電は、平らな安定した場所で行う。
傾いた場所やぐらついた台などに置くと、落下して、けがや破損の原因となりま
す。

所定の充電時間を超えても充電できない場合は、充電を中止する。
破裂・発熱・発火の原因となります。所定の充電時間については仕様を参照して
ください。

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。
抜かないでお手入れをすると、感電や電子回路のショートの原因となります。
また、電源プラグに付いたほこりは拭き取る。
そのまま放置すると火災の原因となります。

使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きた
場合は、本製品の使用をやめる。充電中であれば、電源プラグをコンセントから
抜き、熱くないことを確認したうえで本体の電源を切り、お買い上げの販売店ま
たは「お客様相談窓口」まで連絡する。
火災などの事故の原因となります。
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本製品に布や布団をかぶせたり、包んだりしない。
接続がはずれたり、火災や故障の原因となります。

外部から電源が供給されている状態の本製品や AC アダプタに長時間触れない。
低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない。
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは、必ず AC アダプタ本体を持って抜く。
ケーブルを無理に引っ張ると、ケーブルが破損するおそれがあります。

コンセントにつながれた状態で電源プラグをショートさせない。また、電源プラ
グに手や指など身体の一部が触れないようにする。
火災・故障・感電・けがの原因となります。
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充電のしかた（充電専用）
はじめてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池が自己放電し、
刃が動かないことがありますので、ご使用の前には必ず充電してからお使いください。

充電の際は、必ず本体のスイッチをOFF（O）にする。
	 ※スイッチがON（I）では充電できません。
	
	 	AC アダプタの電源コネクタを本体電源ソケットに接続する。

ACアダプタをコンセントに差し込む。

約12時間で充電完了。
	 ● 1回の充電で約1時間使用可能。
	 ●	使用法や環境によって使用可能時間が短くなったりする場合が

ございますが異常ではありません。

充電完了したらACアダプタをコンセントから抜く。

本体からACアダプタを外す。

ご注意

●	周囲温度は0〜40℃以内で充電・使用してください。
●	暖房器具の近くや、強い直射日光の当たる場所で充電や放置はしないでください。
●	ご使用の際は、必ず専用のACアダプタを使用してください。
●	充電中、本体とACアダプタが多少熱くなることがありますが異常ではありません。
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ヘッドの取り付け・取り外し
スイッチをOFF（0）にして刃部を外す。

	 ●	イラストのように本体をにぎり、必ずもう一方の手を添えてか
ら親指で刃を矢印の方向に押して外します。

ご希望のヘッドを選び、本体に取り付ける。
	 ●	取り付けは、イラストのように矢印の方向に刃部を本体に入れ、カチッとなるまで上から指で

刃を押し込みます。	 	
	
トリミングヘッドの取り付け例

イラストはイメージのため、実際の製品の形状とは異なります。
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アタッチメントコームについて
本製品にはアタッチメントコームが4個ついています。アタッチメントコームを取り付けて、
下記のお好みの高さに調節して刈ることができます。

トリミングヘッド用6段階アタッチメント

［刈高設定表］
刈り高設定 残る毛の長さ（約）

１ 2ミリ ベリーショート
２ 4ミリ ショート
３ 6ミリ ミディアムショート
４ 8ミリ ミディアム
５ 10ミリ ミディアムロング
６ 12ミリ ロング

●	毛の流れに逆らってカットすると、毛はかなり短くカットされムラになる場合がありますのでご注
意ください。

●	アタッチメントコームが途中で外れることなく、しっかり装着されているか必ずご確認ください。
●	一度セットされた刈り高さは、アタッチメントコームを外してもご自分で変更しない限りセットさ
れたまま残ります。

アタッチメントを使用しない際の
仕上がりの長さは約0.5mmです。

刈り高調整タブ

取り付け

スイッチをOFF（O）にする。

	刃先をアタッチメントコーム内側の左右のガイドに沿って先端ま
で挿入する。

	リリースタブが本体にパチッと固定されるように押し込む。

	スイッチをON（I）にし、アタッチメントコームが完全に取り付
けられたことを確認する。

	 ●	正しく装着されていないと、使用中にアタッチメントコームが
ズレて毛を切り過ぎる原因となります。

イラストはイメージのため、実際の製品の形状とは異なります。



12

刈り高さの調整
	刈り高調整タブを押しながらスライドさせ任意の刈り高さに設定する。

	 ●	一度刈り高さを設定すると、アタッチメントコームを取り外してもその設定は保たれます。
	 ●	刈り高設定表を参考に設定値を決めます。	 	

	

イラストはイメージのため、実際の製品の形状とは異なります。

取り外し

スイッチをOFF（O）にする。

親指で底部のリリースタブを上に押しあげて外す。

イラストはイメージのため、実際の製品の形状とは異なります。

■	その他のアタッチメントコーム

トリミングヘッド用アタッチメントコーム

（コームに「III」と表示）

約
4.5mm

（コームに「II」と表示）

約
3mm

（コームに「I」と表示）

約
1.5mm
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シェービングヘッドの使い方

本製品を、水洗いしたり、水をかけたり、水につけたりしない。
感電やショートのおそれがあります。

浴室や湿気の多い場所での使用や保管は絶対にしない。
感電の原因となります。

シェービングフォームやシェービングジェルを付けての使用はしない。
感電・ショート・故障の原因となります。

ちょっとした際のヒゲ剃りに…
少し、ヒゲがのびてきたなと感じたときや、ヒゲののびが気になるとき、シェービングヘッドを
使用して、ヒゲ剃りとして使用できます。片方の指で、肌をおしあげながら、張るようにする
ときれいに剃れます。

ご注意

敏感肌の方は、シェービングヘッドを肌に、強く押しつけないようにしてください。肌を傷つけ
る原因となります。

ムダ毛のお手入れに…
腕や脚、胸毛などのお手入れにシェービングヘッドを使用できます。多少、毛が多い方はシェー
ビングヘッドを使う前に、トリミングヘッドやタッチアップヘッドを使用して、事前にカットしてか
ら使用しますと、きれいにお手入れできます。

ご注意

ヒゲ剃りやムダ毛の処理の際は、毛が濡れた状態で使用しないでください。
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シェービングヘッドのお手入れ

お手入れの際は必ず、シェービングヘッドを本体から取り外してください。

シェービングヘッドを本体に付けたまま、水に浸けないでください。

	スイッチをオフにして、シェービングヘッドを本体から取り外します。

	シェービングヘッドの上ブタ（ホイル部）を外します。上ブタ部
分は水洗い可能ですので、上ブタ部分のゴミをブラッシングして
水洗いしてください。

	シェービングヘッド部の刃部分は水洗いできません。ブラッシン
グをして刃に付いたゴミを落としてください。

シェービングヘッドの交換
切れ味が悪くなった場合には、専用のシェービングヘッドを速やかに、交換してください。
シェービングヘッドの購入に関してはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
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ロータリーヘッドの使い方

鼻毛のお手入れに…
●	鼻孔が清潔な状態であることを確認する。
●	スイッチを「ON」にする。
●	刃の先端を鼻孔にそって、ゆっくりと入れる。

ご注意

ご使用中、刃や本体が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。

●  刃は約５mm 以上奥に入れない。  
刃が鼻孔の内壁に当たると、毛が引っ張られることがあります	のでご注意く
ださい。

●  刃を強く押し付けない。  
鼻孔を傷つける原因となります。

耳の毛のお手入れに…
●	耳垢などがなく、清潔な状態であることを確認する。
●	スイッチを「ON」にする。
●	片方の手で耳を押さえ、耳全体を平らにし、刃先が入りやすいようにする。
●	ゆっくりと刃先を入れる。
●	耳の外側にはみ出した毛は、耳の穴の入口にそって刃先をゆっくりと動かしてカットする。

● 刃先は約 5mm 以上奥に入れない。
●  刃を強く押し付けない。  
けがの原因となります。
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ロータリーヘッドのお手入れのしかた
お手入れは、頻繁に行ってください。

●  本体の汚れは、湿らせた布などで拭き取り、ベンジン、シンナーなどを使わない。
●  本体の水洗いはしない。  
故障や破損の原因となります。

●  刃の取り扱いには充分注意する。  
けがの原因となります。

スイッチを「OFF」にする。

本体からヘッドを取りはずし、ヘッド部分を完全に水洗いする。

乾いた布で水分を拭き取る。
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トリミングヘッドの使い方

ヒゲのトリミングに…

	ふぞろいな毛をよく見えるように、毛の伸びる方向にコームでヒゲをとかしてください。

	お好みのヒゲの長さを決めて、少し長めの刈り高さになるよう、トリミングヘッド用アタッチメ
ントコームを選びます。（トリミングヘッド用アタッチメントコームについては2ページの【付
属品】を参照してください）

	滑らかに、あごヒゲの自然な流れに沿って刈り込んでください。（ヒゲの流れに逆行して刈り込
むと多めに刈り込んでしまいます）

望ましい長さになるまで、長めのアタッチメントコームから、短めのアタッチメントコームへと
使用します。

あごヒゲの輪郭をカットするときに…
あごヒゲの輪郭をカットするときは、そのままトリミングヘッドを使います。

あごの下から、あごの骨に沿って耳にむかって移動させます。あごの骨の下で、あごヒゲの縁を
整えてください。

	 耳の生え際まで、ずっと上向きの動きを続けます。

	下向きにトリミングヘッドを使えば、あごヒゲ線を強調することができます。

	細部にこだわった仕上がりをお望みのときは、付属のディテールヘッドに交換してください。耳
の近くのもみ上げやあごヒゲなどより丁寧な仕上げに最適です。
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あごヒゲの整え方

毛の流れに沿って、コームでヒゲをよくとかす。

トリミングヘッド用6段階アタッチメントを装着し、刈り高さを設定する。
	 ●ご希望の長さになるまで、刈り高さを徐々に短くされることをお勧めします。

耳周り→ほお→あごの順序で上から下へ、
毛の流れに沿ってカットする。

ご注意

毛の流れに逆らってカットすると、毛はかなり短くカットされてしまい、ムラになる可能性があ
りますのでご注意ください。

アタッチメントコームを取り外し、ラインをつける。
	 ●刃先は常にご自身に向くよう持ちかえながらカットしてください。
	 ●耳周りやあごの下は短めに、顔正面、あご先に向かい長めに毛を残すと上手く仕上がります。

①外側のラインは、あご下→あご骨→耳
の順にラインを揃える。

②まばらに生えたあご下、ほお、耳周りの
余分な毛をカットし、ラインを強調する。

③同様に内側のラインもカット、強調する。
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他の付属アタッチメントコームを使い、あご下のラインをぼかして仕上げる。
	 ●お好みのアタッチメントコームを取り付けてカットしてください。

①お好みのアタッチメントコームを取り付け、本体を
まっすぐに立てて持つ。

②刃先を内側から外側へ小さな弧を描くように素早く
動かしながらカットする。

③あごのラインが全体的にぼかせるまでカットする。
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トリミングヘッド用6段階アタッチメントを使用した場合

くちヒゲの整え方

ヒゲをコームでよくとかす。

	アタッチメントコームは使わず、刃先を直角に当てラインを揃える。

	アタッチメントコームを長めの刈り高さに設定し、上から下に向かってカットする。
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	刈り高さを少しづつ短くしながら、お好みの長さにカットする。その他のアタッチメントコーム
を使い仕上げをする。

ご注意

刃で唇周りを傷つけないようご注意ください。

	アタッチメントコームの刈り高さを中間の長さに設定し、内側のラインを揃える。ヒゲ中央から
口角に向かって、全体的に自然な印象になるまでカットする。

	アタッチメントコームを外し、刃先で内側のラインを強調して仕上げる。
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ディテールヘッドの使い方

ヒゲのトリミング、縁取りに…
	ヒゲの外観をすっきり仕上げる時に使用します。揉み上げの耳に近い部分や、ヒゲなどできめ細
かいトリミングが必要な時に使用ください。

	えりもと、もみ上げ、口ヒゲ、あごヒゲの細部仕上げに、下向きにゆっくりと動かし、整えます。

眉毛の整え方

ディテールヘッドを使ってゆっくりと本体を動かしながら、不揃いの毛をカットする。

	眉毛全体をカットする際は、刃の先端をゆっくりと眉毛に近づけ、刃と眉毛の距離を調整しな
がらカットする。
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トリミングヘッド／ディテールヘッドのお手入れのしかた
ご使用後毎、アタッチメントコームを取り外し、本体刃取り付け部・刃・アタッチメントコー
ムに付着した毛をクリーニングブラシで取り除いてください。

ご注意

●	水洗いはできません。
●	本体の汚れは、湿らせた布で拭き取ってください。ベンジン、シンナーなどの揮発性のものを
使わないでください。

●	刃の取り扱いには充分注意してください。けがの原因となります。

スイッチをOFF（0）にして刃部を外す。
	 ●	イラストのように本体をにぎり、必ずもう一方の手を添えてか

ら親指で刃を矢印の方向に押して外します。

ブラシで掃除する。
	 ●	本体、刃を付属のクリーニングブラシで清掃する。

掃除後、刃部を取り付ける。
	

	オイルを刃に注油し、スイッチをON（I）にしてオイルを左右に
広げる。

	 ●	矢印の金属部分に付属のオイルを1〜2滴注油してください。

イラストはイメージのため、実際の製品の形状とは異なります。

ご注意

●	刃の切れ味を保ち、長くお使い頂くためにも、注油は常に心掛けてください。
●	刃は消耗品です。日頃お手入れをされていても、いずれは切れ味が落ちます。その時は、新し
い刃に交換してください。
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ニッケル水素電池のリサイクルについて
本製品は、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素
電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の
廃棄に際しては、お住まいの市町村などの指示に従いニッケル
水素電池のリサイクルにご協力ください。
ご不明な場合には、当社の「お客様相談窓口」まで必ずご連絡
のうえ、ご送付ください（送料はお客様のご負担となります。
着払いで送られた場合にはお受け取りできません）。当社にて
適切にリサイクルいたします。

充電池は
リサイクルへ

ニッケル
水素電池は
リサイクルへ

電池の交換について
電池は、使用時間や周辺温度などの条件により寿命が異なります。安全のため、お客様自
身での電池の交換はおやめください。詳しくは「お客様相談窓口」までお問い合わせくだ
さい。

刃部の交換
刃部が変形したり、破損した状態でお使いになりますと、肌を傷つけたり、けがの原因と
なります。刃部の交換をしてください。

ご用命は、本商品お買上げの販売店または「お客様相談窓口」までお願いします。（刃の
交換は有料修理となります。）
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修理を依頼される前に
「故障かな？」と思ったら下記点検をお願いします。

充電ができない

●電源・コードが正しく接続されていますか？
●スイッチをオフにして、充電していますか？
●本体が正しくアダブターに接続されていますか？

作動しない

●正しく充電されていますか？（充電について参照）　約12時間で完全充電できます。
●上刃と下刃が固着していませんか？　刃内側中央の突起部をつまみ、刃を左右に動かしてください。

刃の切れが悪い

●正しく注油していますか？“お手入れについて”を参照してください。
●刃に損傷がありませんか？ 	新しい刃に交換してください。
●刃の間にゴミ・異物等たまっていませんか？	付属のブラシでゴミ・異物等を取り除き、“お手入れにつ	
いて”の注油の仕方を参照して、正しく注油してください。

音が異常に大きい

●刃の間にゴミ・異物等たまっていませんか？　付属のブラシでゴミ・異物等を取り除き、“お手入れにつ
いて”の注油の仕方を参照して、正しく注油してください。

充電しても10分程度しか使えない

●蓄電池の寿命です。　販売店に蓄電池の取替えをご依頼ください。

処置後なお異常がある場合は、本体とACアダプタをセットで点検をご依頼ください。



愛情点検

こんな症状は
ありませんか

使用中止

点検事項について
● 長年ご使用のバリカン・トリマー・シェーバーは、定期的な点検をおすすめします。

●電源コードやプラグが異常に熱くなる。●本体にさわると時々電気を感じる。
●時々動かないことがある。●使用中、異常な音がする。●本体が変形してい
る、または異常に熱い。●こげくさい匂いがする。●その他異常、故障がある。

アフターサービスについてご不明な点は、「お客様相談窓口」までお問い合わせください。

※ 所在地・電話番号・受付時間などは変更になることがありますので、ご了承ください。

月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00（祝祭日および弊社の休日を除く）

フリーダイヤル : 0120-399-855
FAX : 0266-79-4427

お客様相談窓口

日本ウォール株式会社 修理サービスセンター
〒391-0011 長野県茅野市玉川字原山11400-1080

故障や事故防止のために、必ず「お客様相談窓口」に点検をご相談ください。
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アフターサービスについて　※よくお読みください
保証書について
この商品には、保証書が付いています。必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内
容などをよくお読みいただき大切に保管してください。
修理を依頼されるとき
修理を依頼される前に、この取扱説明書の25頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用
を中止し必ずACアダプタを抜いてからお買上げの販売店にご依頼ください。
●保証期間中の場合
お買上げの販売店まで保証書をそえて本体とACアダプタをご持参ください。
●保証期間を過ぎている場合
お買上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により
有料修理いたします。
	補修用性能部品の保有期間については製造打ち切り後5年です。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。
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無料修理規定
1.	取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、商品にこの保証書
を添えて、お買上げの販売店にお渡しください。

2.	ご購入日を示すレシート、領収書、配送伝票等をご提示いただけない場合は、無料修理保証が適用されま
せんのでご注意ください。

3.	保証期間内でも、次の場合には原則として保証の適用外とさせていただきます。
	 （イ）　使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
	 （ロ）　お買い上げ後の移設・輸送・落下等による故障および損傷。
	 （ハ）　	火災・地震・風水害・落雷・その他の天災地変および公害・塩害・ガス害（硫化ガス等）・異常電圧・

指定外の使用電源（電圧・周波数）等による故障および損傷。
	 （ニ）　車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
	 （ホ）　	付属品・消耗部品（刃（ヘッド）・電池）が損傷し、取り替えを要する場合
	 （ヘ）　保証書のご提示がない場合。
	 （ト）　	保証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替えられ

た場合。
	 （チ）　	異常電圧およびお客様の不注意による故障等につきましては、保証期間中でも有償修理になる可能

性がありますのでご注意ください。
4.	保証書は日本国内においてのみ有効です。
	 The	warranty	is	valid	only	in	Japan
5.	本機は家庭用です。一般消費者の生活の用に供される目的で設計・製造されています。
	 業務用途でご使用の場合は保証の対象外とさせて頂きますのでご了承願います。
＊	「一般消費者の生活の用に供される」とは、事業者又は労働者が、その事業又は労働を行う際に使用する
場合以外のすべての場合をいいます。

日本ウォール株式会社
〒151-0053　東京都渋谷区代々木1-32-11　Kビル8F

M E M O M E M O

お客様の個人情報のお取扱いについて
お客様相談窓口でお預りしたお客様のお名前・ご住所・お電話番号等の個人情報、保証書に記載いただいた
お客様の個人情報は、個人情報保護法に基づいて、適切に管理いたします。
個人情報は、商品・サービスに関連するご相談、お問い合わせや修理対応のみを目的として用います。
サービス活動およびその後の保守管理を目的とした業務委託の場合や、法令に基づき必要と判断される場合
を除き、お客様の同意なしで第三者への情報の開示は行いません。
上記を目的とした業務委託の場合は、委託先に対して、弊社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適
切な管理・監督を行います。




