
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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■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。

■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。
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各部の名称とはたらき

　使用上の注意とお願い

安全上のご注意 必ずお守りください。

警 告

注 意
けがや、やけどの原因になります。

やけどの原因になります。

製品を持ち運ぶときは、製品が十分
に冷えていることを確認してください。

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。

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
の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

プラグを抜く

発火や異常動
作してけがを
することがあ
ります。

分解禁止

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。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
強　制

定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。

水につけないでください。
また、浴室内やぬれた手で
使用しないでください。水場での

使用禁止
ショート・感電の
原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児
の手の届くところで使わない
でください。禁　止

やけど・感電・
けがをする恐れ
があります。

感電・ショート・発火の原因になります。禁　止

引火性のもの（ガソリン、
ベンジン、シンナー）の近
くで使用しないでください。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいとき
は使用しないでください。

火災や事故の原因になります。

使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

禁　止

爆発や火災の原
因になります。

接触禁止

感電やショートして発火することがあります。
強　制

電源プラグを抜くときは、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いてください。

強　制

禁　止
けがややけど、絶縁劣化による
感電火災の原因になります。

通電したまま放置しないでください。

感電・発火の原因になります。

落としたり、ぶつけたりしな
いでください。

禁　止

スチームを顔や手、足にかけ
ないでください。

禁　止

火災・感電の原因になります。

交流100Ｖ以外では使用しな
いでください。

禁　止

禁　止

禁　止 ショート・発火することがあります。

熱い状態のアイロンにコード
を巻き付けないでください。

やけどの原因になります。

高温部（かけ面）、熱いスチ
ームに触れないでください。

スチームボタン

ハンドル

温度調節ダイヤル

電源コード
電源プラグ

かけ面

スチーム
噴出穴

水タンク固定板

ハンドルロックボタン
ハンドルをたおすときに
押します。

付 属 品

収納袋…1

本　体
水タンク

押すとスチームが約1秒間出ます。くり返し
押すときは、5秒待ってから押してください。

水タンク内部に水滴がついている場合がありますが、検査をしてお届けしているた
めです。異常ではありません。

注水口ふた

水タンク内部の水滴について

収 納 図・・・・・ハンドルロックボタンを押してハン
ドルをたおし、収納できます。
※収納する時は、水タンクの水を捨
　ててください。
　ハンドルをたおした状態でスチー
　ムボタンを押すと、水がもれます。

かけ面の温度が上がらないうち（通電開始から約3分以内）や、スチーム目盛より低い温度、またスチー
ムボタンを連続で押してスチームを出しますと、スチーム噴出穴から湯が出ますのでご注意ください。

●スチームがけは「スチーム」目盛に合わせてお使いください。

やけどの原因になります。

●服を着用したままアイロンがけ、スチームがけをしないでください。

かけ面のフッ素樹脂加工を傷つけます。

●ボタン・フック・ファスナーなど固いものに直接かけないでください。

スチームによるやけどの原因になります。

●アイロンがけの際、アイロン本体をアイロン台からはみださないようにしてください。

●かけ面のフッ素樹脂加工は長く使用いたしますと、フッ素樹脂が磨耗してコゲ付防止
の効果はうすれますが、そのままお使いいただけます。

●使用中、内部で「カチ、カチ」音がする場合がありますが、自動温度調節器（サーモ
スタット）が動作している音で異常ではありません。



使いかた

水タンク固定板

ご使用例

スチームアイロンとして アイロンがけのしにくい背広などに
スカート・ズボ
ンの折り目の
プレスやワイシ
ャツ、ブラウス
などに、小型の
スチームアイ
ロンとしてお
使いいただけ
ます。

※アイロンを立ててスチームが 
けをする場合、水タンクの水が
スチームボタンより上の位置
にあるときだけ、スチームが出
ます。

　紳士服・婦人服などは、ハンガ
ーにかけたまま端を軽く引っぱ
り、かけ面を少しあてながらス
チームをかけますと、簡単にシ
ワ伸ばしができます。

ハンドルを矢印方向にカチッと音がす
るまで上げます。

水タンクの注水口ふたを閉めて、ア
イロン本体に①～③の手順で水タン
クをセットします。

アイロンを縦に置き、温度調節ダイ
ヤルを「切」にして電源プラグをコ
ンセントに差し込みます。

アイロンの水タンク固定板を矢印方
向に動かし、水タンクをアイロン本体
からはずします。
水タンクの注ぎ口の注水口ふたを矢
印方向はずして水を注ぎます。

1.ハンドルをセットして、水を入れます。

2.水タンクをセットして電源プラグをコンセントに差し込みま

温度調節ダイヤルを繊維の種類に関係
なく「スチーム」目盛に合わせます。

3.温度調節ダイヤルを「スチーム」に合わせま

約3分間待ちます。スチームボタンを
押すと約1秒間スチームが出ます。
ボタンを離し、再度押すと、くり返しス
チームが出ます。くり返しスチームボ
タンを押すときは、約5秒待ってから押
してください。

4.スチームボタンを押します。

5.使い終わったら温度調節ダイヤルを「切」にし、電
源プラグをコンセントから抜いてください。

注意
「スチーム」目盛より低い温度に合わ
せてスチームボタンを押すとスチー
ムに湯滴がまじります。

お願い

低い温度の繊維に「あて布」なしでかけるときは、目立たない部分にためしが
けをして異常がないか確認してからかけてください。

お願い
連続で押したり、通電直後に押すと、
噴出口から湯がとび出し、衣服を濡
す場合があります。スチームに水
滴が混じる場合はしばらく待ってか
らお使いください。

注意

水タンクからもれた水は、よくふき取
ってからセットしてください。

お願い

●水タンクをはずし、水を捨ててください。
●アイロンは立てた状態で冷ましてください。

カチッと
音が
するまで

注水口ふた

凸印

凹印

③

②

3分間
待つ

押す

目盛合わせ位置

ドライとしての使いかた

スチームアイロンとしての使いかた

①本体の凹印と水タンクの凸印しっかり
　合うまで押し込みます。

注意

通電したまま放置しないでください。
注水口から水がもれる場合があります。

繊維製品の取扱い
絵表示を見て、温
度調節ダイヤルを
合わせて使います。

お願い

ご使用の途中で温度調節ダイヤルを「高」
から「低」にした場合はしばらく待って
から、ためしがけをして、お使いください。

■適温になるまでのめやす時間
目盛 かけ面の温度 めやす時間

低

中

高

約2分

約2分30秒

約3分

約80℃

約150℃

約180℃



お手入れ

アフターサービスこんなときは

仕　様
AC100V   50ー60Hz

780W

2.5m

35m

85cm

滴下式

550g

長さ185×幅115×高さ47mm

長さ185×幅79×高さ105mm

繊維製品の取扱いとご使用の目安

●その他、繊維製品に「スチーム浮かしがけ」「スチーム禁止」などの個別の注意事項がある
場合は必ずそれに従ってください。

●おかけになる布地に日本工業会規格（JIS）で定められた絵表示がある場合、目盛との関係
は下表の通りです。

麻・綿・レーヨン（短繊維）・ポリノジック

アクリル（短繊維）・アクリル系
ポリウレタン・ポリプロピレン

高

中

低

高

中

低

取扱い絵表示目　盛 繊 維 素 材

スチームが
出ない。

スチーム噴
出穴から湯
が出る。

スチーム噴出
穴のつまり・
かけ面の腐食。

スチームが
少ない。

布 地 が
こ げ る。

熱くなら
ない。

温度調節ダイヤルはスチームにな
っていますか？

温度調節ダイヤルをスチームに
してください。

温度調節ダイヤルをスチームに
してください。

温度調節ダイヤルはスチームに
なっていますか？

温度調節ダイヤルを正しく合わ
せてください。

温度調節ダイヤルを正しく合わ
せてください。

しばらく待ってから使用してく
ださい。

電源プラグをコンセントに差し
込んでください。

温度調節ダイヤルはスチームに
してください。

温度調節ダイヤルはスチームに
なっていますか？

電源プラグをコンセントに差し
込んでいますか？

かけ面が十分熱くならないうちに
スチームを出されていませんか？

かけ面を十分熱くしてからスチ
ームを出してください。

ドライのときの温度調節ダイヤ
ルは布地に合った目盛に合わせ
ていますか？

温度調節ダイヤルは布地に合っ
た目盛に合わせていますか？

目盛を高温から低温に変えた場
合はしばらく待ってから使用し
ていますか？

きれいな水を使用していますか？ きれいな水を使用してください。

きれいな水を使用してください。きれいな水を使用していますか？

使用後は完全に排水されていま
すか？

使用後は完全に排水してくだ
さい。

スチーム噴出穴にゴミや水あか
がつまっていませんか？

スチーム噴出穴を掃除してくだ
さい。

こんなときは？ 調 べ る と こ ろ 処 　 　 　 置

電 源

消費電力

電源コード 

注 水 量 

かけ面の面積

蒸気発生方式

製品質量 　

収納時寸法　　

使用時寸法　　

（約）

（約）

（約）

（約）

（約）

（約）

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。

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、
直らないときは電源プラグを抜いてから
お買い上げの販売店または当社「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
　店か当社「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当社「お客様サービ
ス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間
●このコンパクトスチームアイロンの補修用性

　　能部品の保有期間は製造打切り後5年です。

　●性能部品とはその商品を維持するために

必　要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合
当社「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）0120－33－7455
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　新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田２０８４-２

●電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷えてからお手入れをしてください。
●スチーム噴出穴のつまりは、つまようじなどで取り除いてください。
●収納するときは、十分に冷えてから、収納袋に入れてください。

保　管
お手入れした後、ホコリが入らない
ように、湿気の少ないところに保管
してください。付属の収納袋に入れ
る際は本製品が十分に冷えてから入
れてください。

■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。

禁止

故障や感電事故の
原因になります。

アイロンのかけ面は金
属ブラシやみがき粉、
塩素系漂白剤でみがか
ないでください。かけ
面をいためます。

シンナー・ベンジン・ス
プレー式クリーナー類
では絶対にふかないで
ください。

製品に水をかけ
ないでください。

�
2

毛・絹・レーヨン（長繊維）・キュプラ・
ビニロン・ナイロン・ポリエステル・
アセテート・トリアセテート

高

中

低
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