
コンパクトシュレッダー

感 動 を デ ザ イ ン し ま す

取扱説明書

■このたびは、お買い上げいただ

きまして、誠にありがとうござい

ました。

■この取扱説明書をよく読んでか

ら使用してください。

不適切な取扱いは事故につながり

ます。

■この取扱説明書は必ず保管して

ください。
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ご使用上のご注意

  ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有
しています。
  この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お
客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ
利用することができます。

１.お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
 
２.お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件
   を一緒に付す必要があります。
 
３.お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、
   上映等に利用することはできません。

  当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテン
ツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をラ
イセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容
についてもいかなる保証をするものでもありません。
  またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権

表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはＷｅｂ上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも
  製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替
  えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点
  のものです。

※デザイン､仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。
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安全上のご注意 必ずお守りください。

　 警 告

　 注 意

禁　止

けがをする恐
れがあります。

ネクタイ、ネックレス、
髪などを裁断口や排
出口に近づけないで
ください。

引き込まれて、けがや破
損の原因になります。

禁　止

不安定な場所で使わ
ないでください。

落下や転倒して思わぬ、
けがをすることがあります。

禁　止

布や布団でおおったり、
つつんだりしないで
ください。

高温になり変形や火災の
原因になることがあります。
風通しのよい状態で使用
してください。

禁　止

本体を移動させたり、
詰まった紙を取り除く
時は必ずスイッチを「停
止」にし、電源プラグを
コンセントから抜い
て行ってください。

感電やけがをする恐れが
あります。

禁　止

長時間ご使用になら
ないときは、必ず電源
プラグをコンセント
から抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏
電火災の原因になります。

ぬれ手
禁止

お手入れの際は必ず
電源プラグをコンセ
ントから抜いてくだ
さい。また、濡れた手
で電源プラグを抜き
差ししないでください。

禁　止

製品の上に物を置か
ないでください。

落下や転倒して思わぬ、
けがをすることがあります。

禁　止

2分以上の連続使用や
5枚以上の裁断はしな
いでください。

故障の原因になります。禁　止

禁　止

禁　止 禁　止

裁断口、排出口に手を
入れないでください。

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、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正

しくお使いください。

水場での
使用禁止

感電・けがを
する恐れがあ
ります。

子供だけで使わせたり、
幼児の手の届くところ
では使わないでください。

ショート・感
電の恐れがあ
ります。

浴室など湿気の多い
場所での使用や保管
をしないでください。分解禁止

発火や異常動
作してけがを
することがあ
ります。

修理技術者以外の人は、
絶対に分解したり修理・
改造は行わないでく
ださい。

火災・感電の恐れがあります。スイッチを「停止」にし、電源プラグを
抜いて、販売店にご相談ください。

異常（発煙・異臭）な状態のまま使用しないでください。

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、たばね
たりしないでください。また、重い物をのせたり、挟
み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電
の原因になります。
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各部の名称とはたらき ご使用前の準備

1.ダストケースに本体を乗せます。

3.電源プラグをコンセントに差し込みます。

2.シュレッダーを設置します。

倒れたりしないように水平な床に
設置してください。

スイッチ 全 体 図

次の紙は裁断できません

本　体

ダストケース

裁断口ハンドル

排出口

電源コード

電源プラグ
コード差込み穴

裁断したい紙を入れます。

裁断屑が出てきます。

裁断屑が入ります。
容量  約8

ご注意

2分（定格時間）以上の連続運転や、紙が詰まったまま放置しないでください。
モーターが過熱し、故障の原因になります。
また、安全装置が働き動作しない状態になることがあります。
その場合はいったんスイッチを停止に合わせ、15分程放置してからお使いく
ださい。

写真付や特殊コーティングの施されたハガキ、湿った紙、カーボン
紙、新聞紙、和紙、ポリ袋は裁断しないでください。
故障の原因になります。

ダストケース内部に段ボールパッキンが入っておりますので
取り除いてください。

本製品は一般家庭用です。業務用には使用しないでください。

裁断：スイッチを「裁断」
　　　側に合わせるとカ
　　　ッターが動作します。

停止：「停止」します。
逆転：スイッチを「逆転」
　　　側にすると逆転し
　　　ます。
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次の物は入れないでください。

金属類や衣類はカ
ッターに損傷を与
えます。
ホチキスやクリッ
プをつけたまま裁
断しないでくださ
い。

カッターに
裁断屑がか
らまり、裁
断性能を低
下させます。

湿った紙やポリ袋、カーボン
紙、厚紙などの裁断はしない
でください。

裁断屑が絡んで
詰まり、破損の
原因になります。

必要以上に逆転させないでください。

裁断屑の捨てかた使いかた
1.スイッチを「裁断」に合わせます。

3.裁断が終了したら、必ずスイッチを「停止」に合
わせて停止させます。

裁断出来る最大投入枚数は

A4サイズコピー紙5枚まで

です。

また、裁断性能は紙質、湿

度、電圧などにより異なり
ます。

途中で止まった場合、安全装置が働きすぐに動作しない場合があ
ります。その場合はスイッチを停止に合わせ安全装置が復帰する
まで放置させてから動作させてください。

最大枚数をこえる枚数の紙を一度に入れたり、斜めに入れたり、折り
曲げた紙を入れますと、裁断できなくなり、破損の原因になります。

注 意

お願い裁断が途中で止まった場合

1.スイッチを「停止」
に合わせます。

2.詰まった紙の上部を持
ち、引っ張りながらスイ
ッチを「逆転」側にして、
紙を引き出します。

１～３のようにカッターを逆転させ、紙を取り出して
ください。

3.紙を最大枚数以
下に減らして裁
断します。

1.スイッチが「停止」になっていることを確認
し、電源プラグをコンセントより抜きます。

3.排出口からたれ下がってい
る裁断屑を取り除きダスト
ケース内の裁断屑を捨てま
す。　　本体をセットし、
水平な安定した場所に
置きます。

2.本体をダストケースよりはずします。はずしにく
い場合は、本体左側のハンドルを引き出し、両手
で持ち上げてください。

スイッチは「停止」

無理な裁断はしないでください。

１度に多量の紙
を入れたり、斜め
に紙を入れない
でください。定格
時間は2分です。2
分以上連続使用
しないでください。
続けてご使用に
なる時は、15分以
上休ませてから
ご使用ください。

2.裁断したい紙を裁断口に入れます。

※裁断屑をためた状態で使用されますと負荷が掛かり故障の原因
　になりますのでダストケースに8分目を目安に捨ててくください。

A4サイズコピー紙5枚まで

ハンドルを
引き出す
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仕 様

こんなときは

お手入れ

こんなときは？

ご使用中に異常が生じた時は、まず次の点をお調べください。

調べるところ 処　　　　置

動かない。

裁断できない。

裁断中に止まった。

紙が詰まっていませんか？

紙が詰まっていませんか？

紙が斜めに入っていませんか？

紙を多く入れていませんか？

コンセントに確実に接続します。

紙を取り除きます。

スイッチを「停止」にし15分程
放置した後、紙を引き出します。

スイッチを「停止」にし15分程
放置した後、紙を引き出します。

紙を取り除きます。

適量の紙で裁断してください。

まっすぐに紙を入れてください。

●製品の汚れおとしには、乾いたやわらかい布でふいてください。
●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらか

い布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきと

るときれいになります。
●シンナー・ベンジン・スプレー式クリ－ナ－類では絶対

にふかないでください。

電 源

定 格 時 間

最 大 裁 断 枚 数

投 入 幅

裁 断 サ イ ズ

2分

5枚（A4コピー用紙）／回

約225mm

約4mmストレートカット

お手入れは必ず、電源プラグをコンセントから抜いて、お手入れしてください。

AC100V  50／60Hz共用

電源プラグは接続されていますか？

安全装置が作動していませんか？

安全装置が作動していませんか？
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