
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。

取扱説明書

本体

電池カバー

刃

●単4形アルカリ乾電池専用（別売）

スイッチ

RX0708B

ライト付フェイスシェーバー
SH-2832

上にスライドさせるとONになります。

付属品

仕　様

マユコームL…1ヶ マユコームS…1ヶ 掃除用ブラシ…1ヶ ソフトケース…1ヶ

電 源 方 式

乾 電 池 の 種 類

各部の名称

■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お読みのうえ、ご使用ください。　　　　　　 

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、必要なときにお読みください。

■この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

ON

乾電池式

単4形アルカリ電池1本（LR03）（電池別売）

家庭用

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

キャップ

pdf版



強　制

注 意

使用後、皮膚に異常
があらわれた場合に
は使用を中止して、
皮膚科専門医にご相
談ください。

禁　止

家族や他人との共用
はしないでください。
感染や炎症などの原因になります。

分解禁止

絶対に分解・修理・改造は行わないでください。
発火したり、異常動作によるけがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

禁　止

子供だけで使わせ
たり、幼児の手の
届くところで使用
したり、置いたり
しないでください。
けがの原因になります。

禁　止

目的の用途以外に使
用しないでください。
思わぬけが・事故・トラ
ブルの原因になります。

強　制

ご使用の前に刃の
変形がないか確認
してください。
守らないと肌を傷つけ
る原因になります。

禁　止

キャップを持って電
池カバーをはずさな
いでください。キャッ
プが先にはずれて、刃で
手を切る恐れがあります。

禁　止

次のような方は使用
しないでください。
●アレルギー体質の方。
●カミソリ負けを起こし
やすい方。
●使用部分にできもの・炎
症等、肌に異常のある方。

禁　止

次のような方は使用しないでください。
●アレルギー体質の方。
●カミソリ負けを起こしやすい方。
●使用部分にできもの・炎症等、肌に異常のある方。

守らないと肌を傷つける原因になります。

禁　止

刃部は肌に強く押し
あてないでください。
肌を傷つける恐れがあります。

乾電池は極性（○＋○－）に注意し、本体の表示通り正し
く入れてください。
極性を間違えると、電池の破裂、液漏れにより、火災・けが
や周囲を汚損する原因になります。

長期間（2週間以上）使用にならないときは、乾電池を
はずしておいてください。
電池の破裂・液漏れにより、けがや周囲を汚損する原因にな
ります。

禁　止

強　制

強　制

強　制

強　制

アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しないでください。
また、使用推奨期限内の乾電池を使用してください。
アルカリ乾電池（単4形）以外を使用すると、パワーが弱くな
ったり、使用時間が短くなります。使用推奨期限を過ぎた乾
電池を使用すると、発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚
損の原因になります。

電池が液漏れしたときは使用をやめ、販売店か当社
「お客様サービス係」にご相談ください。

●初めてご使用になられる方は、軽くなでるように試し剃りをお
すすめします。

乾電池に表示してある注意、内容を必ず守ってくださ

安全上のご注意 必ずお守りください

注意

お願い

電池について

ご使用のまえに必ず守っていただきたいこと

●ウェット剃りはしないでください。石けんやクリームは使用
しないで洗顔後、乾いた状態で行ってください。
●顔・エリ足以外は使用しないでください。ワキや頭髪には使
用しないでください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然
に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容
（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

警告

は、してはいけない

「禁止」の内容です。

は、必ず実行していた

だく「強制」の内容です。

注意

●表示の説明

●図記号の説明

「死亡または重傷を負うこと

が想定される」内容です。

「傷害を負うまたは物的損害が発生

することが想定される」内容です。

注 意



1.電池カバーをはずします。

1.マユコームを合わせ、マユ尻からマユ頭に向けてゆっくり
　 動かします。

2.仕上げたい長さになるまでくり返します。

3.電池カバーを取付けます。
電池カバー

肌

肌

コーム全体を肌に密着

本体

刃部着脱ボタン ①

合わせる

②

○＋○－

単4形アルカリ乾電池
（別売）

電池の入れかた

刃部の着脱方法

ウブ毛のお手入れ方法

マユコームについて

●刃は寝かせて、肌に沿うように当てます。
●毛の流れに逆らうようにゆっくりと動かします。

●仕上げる長さを選んで、
マユコームのミゾに合わせ、
「カチッ」と音がするまで
差し込みます。

●ナチュラル
なマユにな
ります。

●マユを描き
たしやすく
なります。

●マユコ－ム全体を肌に密着さ
せてお手入れします。

●個人差はありますが、人によってはマユ
頭の毛が上向きに生えている場合があり
ます。その場合には逆らって、額から鼻
の方向に動かすことをおすすめします。

●お手入れする部分を明るく照らします。斜め
に光が当たることで産毛が立体的に見えます。
見落しがちなそり残しがよくわかります。

●剃る部分に合わせて矢印の方向にゆっくりと動かします。

生え際から額の中央へ
その後逆に生え際へ

顔の中央から外側へ 鼻下をのばして

もみあげの長さを決め
たら上から下へ

刃をねかせぎみに下か
ら上に

指で首を押さえて下か
ら上に

ご注意

LEDライトについて　

マイナスドライバーかコインを使用してはず
します。
必ずスイッチを切った状態で行ってください。開 閉

2.プラス、マイナスを確認し電池（別売）を入れます。

マイナスドライバーかコインを使用し、確実にはめ込んでください。

①刃部着脱ボタンを矢印の方向へ
　 スライドさせます。

②矢印の方向へ取りはずします。

使いかた

マユコームL マユコームS

長い

短い

［取りはずしかた］

［刃の上手な当てかた］ ［取付けかた］

［使いかた］

［上手な使いかた］

［取付けかた］

指の爪を使うとスライドしや
すくなります。

指の爪を使うとスライドしや
すくなります。

刃を取付け
る際、確実
にセットし
てください。電源を入れても
刃が動作しない場合があります。

下にスライドさせながらはずし
ます。

①本体の先端の突起に刃部の穴を
　 差し込み取付けます。

①マユコームはマユの毛先の長さをカットするコームです。

②マユコームは仕上がりのマユの長さにより、L・Sの2種類があります。

③それぞれのマユコームについて仕上がりの長さは2段階に調節できます。

②刃部着脱ボタンを矢印の方向へ
　 スライドさせます。

1.スイッチを「ON」にします。 2.使い終わったら
　 スイッチを
　 切ります。

刃が動き、LEDラ
イトが点灯します。

ON

スイッチを切る

動作方法

ON

ほほ 鼻の下

首すじ エリ足もみあげ

額

長：8mm

短：6mm

仕上がりの長さ

全体的に長く（長さを均一に） 全体的に短く（長さを均一に）

ON

長：4mm

短：2mm

仕上がりの長さ
消灯

LEDを直視しないでください。

点灯



別売品

お願い

①刃部を取りはずします。 ②掃除用ブラシで掃除します。

③付着物は乾いた布でふき取ります。 ④刃部を元の状態に取付けます。

動かない
LEDが
点灯しない

アルカリ乾電池が消耗していませんか？

アルカリ乾電池の向きが間違っていませんか？

毛クズなどがたまっていませんか？

刃部の油切れではありませんか？

新品のアルカリ電池に入れ替えてください。

○＋○－を正しく入れてください。

スイッチを入れてメンテナンスオイル
（別売）を塗布してください。

毛クズを掃除してください。

ベンジンシンナー

こんなときは？ 調べるところ 処　　　　置

ご注意

お手入れ

本体及び刃の水洗いは絶対に
しないでください。

また湿気の多い
所（浴室など）に
放置しないでくだ
さい。
故障の原因にな
ります。

本体の汚れは乾いた布や、水でうす
めた中性洗剤少量をやわらかい布に
浸し、よくしぼってふき、そのあと乾

いた布でふきとって
ください。
（シンナー・ベンジン・
アルコールのご使用は、
本体を変色させる原
因になります。）

こんなときは

アフターサービス

電池カバーが正しく取付けてありますか？ 電池カバーを正しく取付けてください。

刃部が正しく取付けてありますか？ 刃部を正しく取付けてください。

●メイクの上から使用した場合は、特に念入りに掃除し、付着物が
残らないようにしてください。
●刃は分解できません。
●3回に1回程度は、スイッチを入れてメンテナンスオイル（別売）を刃
に注油することをおすすめします。

必ず、スイッチを「切」にして行ってください。

メンテナンスオイル（1個）

 420円（本体価格400円）

HBー2221ー32

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

〒９５９-０２９２　新潟県燕市吉田西太田２０８４-２
ツインバード工業（株） 「お客様サービス係」　

愛情点検

★長年ご使用のフェイスシェーバーの点検を！

●電池から液もれしている。
●いつもより、電池が熱

くなっている。
●電池の端子部にさびが

発生している。

故障や事故防止のため、乾電池

をはずし、必ず販売店にご連絡

ください。点検・修理に要する

費用などは販売店か「お客様サー

ビス係」にご相談ください。

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

ご使用
中　止

1.保証書
●裏表紙に添付しています。
●保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお
確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
●保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間
お買い上げ日から1年間です。

3.修理を依頼されるとき
取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らな
いときはお買い上げの販売店または「お客様サー
ビス係」に修理をご相談ください。
●保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か「お
客様サービス係」までお申し出ください。
●保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望
により有料修理させていただきます。お買い上
げの販売店か「お客様サービス係」にご相談くだ
さい。

4.アフターサービスについてご不明の場合
「お客様サービス係」にお問い合わせください。

お客様サービス係
　　（フリーダイヤル）0120－337－455
FAX　　　　　　（0256）93－1077
お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前９時～午後５時
〒９５９-０２９２　新潟県燕市吉田西太田２０８４-２

技術料

部品代

〈修理料金のしくみ〉 
 修理料金は、技術料・部品代などで構成され
 ています。

〈修理部品について〉 
 修理部品は部品共通化のため、一部仕様や外観
 色などを変更する場合があります。

故障した商品の修理および部品交換
などの作業にかかる料金です。

修理に使用した部品代金です。

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。
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