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この度は、WAHL 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。

＊  お買い上げいただきました製品の種類により、本体のデザイン、材質、付属品などが変わります。

【本体】

1．吹出口
2．吸込口（フィルターキャップ）
3．クールショット（冷風）
4．ヒートスイッチ（温度設定）
5．電源スイッチ（風量設定）
6．フック（吊り輪）
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7．スタイリングノズル（大・小）

仕様

電 源 交流式（AC）100V 50 〜 60Hz 付 属 品 スタイリングノズル（大・小）
消 費 電 力 約 1200W（最大）

【付属品】



安全上のご注意

3

●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

危険 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。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意 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。



安全上のご注意
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警告
本製品を改造・分解・修理しない。
発火や異常動作による火災・感電・やけど・ケガなどの原因となります。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。

本製品の電源スイッチを入れたまま、その場を離れない。
火災の原因となります。

本製品を引火性のもの（アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料、除光液
など）の近くで使用しない。
爆発や火災の原因となります。

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。
火災や感電の原因となります。

本製品を浴室や湿気の多い場所で使用したり、置いたり、保管したりしない。
火災や感電の原因となります。

本製品の吹出口・吸込口をふさいだり、異物を入れたりしない。
火災・感電・やけど・ケガの原因となります。

本製品を濡れた手で使用しない。
感電やショートによる火災などの原因となります。

電源コードを束ねたまま使用しない。
火災や感電のおそれがあります。

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。
火災や感電のおそれがあります。

電源コードや電源プラグが変形したり傷んでいるとき、熱くなったりするときは使用し
ない。
感電・やけど・ショートによる火災などのおそれがあります。

本体に電源コードを巻きつけない。
電源コードに負荷がかかり断線し、感電・やけど・ショートによる火災などのおそれが
あります。

電源コードがねじれ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・やけど・ショートによる火災などのおそれが
あります。

コンセントの差込みが緩いときは使用しない。
感電・やけど・ショートによる火災などのおそれがあります。

延長コードは使用せず、交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
火災や感電のおそれがあります。

電源プラグは、根元まで確実に差し込む。
火災や感電のおそれがあります。

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。
湿気などで絶縁不良になり、火災などのおそれがあります。



使い方

はじめに

タオルなどでおおまかに髪の水分を拭き取る。1
ブラシ、コーム、手グシなどで髪のもつれを取る。2
電源プラグをコンセントに差し込む。3

クールショットスイッチ

クールショット
クールショットを押すと、温風が冷風になります。温風をあてた後に冷風をあてることにより、髪
のセットを長持ちさせる効果があります。

マイナスイオン
電源スイッチをONにすると、マイナスイオン※を含んだ風が吹き出されます。（発生方式：高圧放電）
※マイナスの電気を帯びた酸素と空気中の水分が結合したものです。微細なため目には見えませ
ん。
※髪はプラスの静電気を帯びやすいため、マイナスイオンをあてることで、静電気が抑えられ、髪
がサラサラになり、まとまりやすくなります。

温度＆風量設定

ヒートスイッチ（温度設定）と電源スイッチ（風量設定）の2種類のスイッチがあります。それぞれ
を組み合わせて、最適なヘアスタイルを創り上げてください。
● ヒートスイッチ（温度設定）： 低／中／高
● 電源スイッチ（風量設定）： OFF／弱／強
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注意
本製品の吹出口やノズルは高温になっているので触れない。
やけどの原因となります。

本製品の吸込口が破損したままで使用しない。
髪が吸込口に絡み、髪を傷めたり、ケガの原因となります。

本製品を乳幼児や子供の手の届く場所で使用したり、置いたり、保管したりしない。
火災・感電・やけど・ケガの原因となります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしない。
火災や感電の原因となります。

本製品は人の髪の乾燥・整髪のみに使用し、ペットへの使用、衣類・靴などの乾燥目的
などに使用しない。
火災・感電・やけど・ケガの原因となります。

本製品の吹出口（またはノズル）と髪は3cm以上離す。
髪が焦げる原因となります。

本製品の吸込口と髪は10cm以上離す。
髪が吸込口に絡み、髪を傷めたり、ケガの原因となります。

警告
使用後は、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電・やけどの原因となります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。
電源コードに負荷がかかり断線し、感電・やけど・ショートによる火災などのおそれが
あります。

温風で使用中、吹出口に火花が見える場合は直ちに使用を中止し、吹出口・吸込口に付
着しているホコリを取り除く。
火災・感電・やけど・ケガの原因となります。

異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。
火災・感電・やけど・ケガの原因となります。直ちに、お買い上げの販売店または弊社
に点検・修理をご依頼ください。
※異常・故障例 : 風量が少ない、風が出ない・止まる、内部が赤くなり煙が出るなど
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付属品

スタイリングノズル（大・小）
スタイリングノズルを取り付けることで吹出口の風が集約され、髪の乾燥速度を高めます。また、
本体の吹出口に簡単に取り付けられ、好きな角度に合わせることができます。ヘアスタイルに合わ
せて最適なスタイリングノズルを選択してください。

保護装置

お客様の安全のため、本製品にはサーモスタット（温度自動調節装置）が搭載されています。吹出
口や吸込口が塞がれるなどの原因により、本体内部の温度が一定の温度まで上がるとサーモスタッ
トが自動的に稼働し、ヒーター（熱源）のスイッチが切れ、一定の温度まで下がるとスイッチが入
るようになります。

お手入れのしかた

※アルコール・除光液・洗剤などは使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因と
なります。
※本体に整髪料や化粧品が付いたまま放置しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因
となります。

電源スイッチをOFFにする。1
電源プラグをコンセントから抜き取る。2
布を水に浸してよく絞り、本体の拭き掃除をする。3

ご注意

異常・故障時には、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社に点検・修理をご依頼
ください。
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異常・故障時には、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社に点検・修理をご依頼
ください。

フィルターのお手入れ方法

フィルターとフィルターキャップのお手入れは重要です。
● 定期的（月１回以上）にフィルターとフィルターキャップを掃除する。フィルターキャップの掃
除は製品寿命を高め、異常温度やオーバーヒートを防ぎます。

● フィルターキャップを外す際は、必ず電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜き取って
ください。

● 反時計回りに回すと、本体からフィルターキャップを取り外すことができます。
● フィルターキャップを外したままで本製品を使用しないでください。
● 歯ブラシや掃除機などを利用して、本体側のフィルターからホコリやゴミを除去してください。同
様に、フィルターキャップからもホコリやゴミを除去してください。本体側のフィルターやフィル
ターキャップを水で洗浄したり、アルコール・除光液・洗剤などで洗浄ないでください。

● 時計回りに回すと、本体にフィルターキャップを取り付けることができます。

ご注意

ホコリやゴミなどの異物が付着し、吸込口を塞いでいると、性能が低下すると共に下記の原因と
なります。
● 温風で使用中に内部で火花（光）が見える。（火花はサーモスタットの働きによるもので、
危険ではありません）

● 温風がたびたび冷風になる。
● 温風が以上に熱くなる。
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修理を依頼される前に

保証書について
本製品には、保証書がついています。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げの日から1年間です。保証期間中に修理・点検が必要な場合には、無料修理規
定に則って、日本ウォール株式会社 修理サービスセンターにて修理させていただきます。
保証期間経過後に修理・点検が必要な場合も、ご要望により修理を承ります。「お客様相談窓口」に
ご相談ください。ご自身での修理は絶対に行わないでください。大変危険です。
修理・点検のご依頼について
修理・点検のご依頼の前に、取扱説明書の「修理を依頼される前に」をご確認ください。異常が確認
される際には、直ちに使用を中止して、「お客様相談窓口」までご連絡ください。
本体、電源コード、電源プラグ、その他の製品ツール等に故障や破損が発生した場合は、必ず「お客
様相談窓口」を通して、日本ウォール株式会社 修理サービスセンターにて修理を受けてください。そ
れ以外で修理を行った場合の事故や不具合に対する責任は負いかねます。

「故障かな？」と思ったら、下記の点検をお願いします。

※処置後にも、なお異常が残る場合は、点検をご依頼ください。

● 吸込口・吹出口にホコリやゴミが付着していませんか?　ホコリやゴミを除去してください。
● 吸込口が毛髪や手で塞がれていませんか?　 吸込口を塞がないように使用してください。

温風で使用中に内部で火花（光）が見える（火花はサーモスタットの働きによるもので、危険ではありません）
温風がたびたび冷風になる
温風が以上に熱くなる

● 直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社に点検・修理をご依頼ください。
※ こちらの症状と共に煙が出ることがありますが、この煙は保護装置（温度ヒューズ）が稼働したため
の症状です。

風量が少ない
風が出ない・止まる
吹出口の内部が真っ赤になる

● 直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社に点検・修理をご依頼ください。

風が出たり、出なかったりする
異常な音や振動がする
焦げ臭い
本体（ハンドル部分）が異常に熱い
ネジが緩んで本体が開いている
本体が部分的に変形している

アフターサービスについて
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アフターサービスについて

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理
をさせていただきます。

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（流化ガス等）・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） 保証書のご提示がない場合。
（ホ） 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。
（へ） 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。
（ト） 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。
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. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
＊ 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。従ってこの保証
書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およ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等についてご不明の場合は、お買い上げ
の販売店または販売元にお問い合わせください。

＊ 保証期間経過後の修理についての詳細は「保証について」の項を参照してください。

愛情点検

こんな症状は
ありませんか

使用中止

無料修理規定

点検事項について
● 長年ご使用のバーバードライヤーは、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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