
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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シューズパルU

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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乾燥時間の目安
お使いになる前に

各部の名称安全上のご注意 必ずお守りください。

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。

●乾いた布等で充分水分を取った場合の目安です。

●靴の素材、水分のしみ具合、靴の大きさ等により時間が異なります。

●濡れ方の違いによって左右の乾き方が異なります。

警 告

注  意

禁　止

やけど・感電・
けがをする恐
れがあります。

分解禁止

定格15A以上のコンセント

を単独で使ってください。

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

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。

禁　止
感電・故障・破損によるけがの原因と
なります。

強い衝撃を与えないでください。

修理技術者以外の人は、
絶対に分解したり修理・
改造を行わないでください。

発火したり、
異常動作して
けがをするこ
とがあります。

ショート・感電の恐れがあります。

思わぬ事故の原因となります。禁　止

靴の乾燥以外の目的には
使用しないでください。

禁　止
落下や転倒して思わぬけがをするこ
とがあります。

不安定な場所で使わない
でください。

禁　止

禁　止

熱に弱い物の近くで使用
しないでください。

禁　止

火災の原因となります。

ガソリンの近くなど、引
火の恐れがある所では使
用しないでください。 やけどの恐れがあります。

使用中、使用直後の吹出口付
近は高温です。手をかざしたり、
触れたりしないでください。

水場での
使用禁止

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

浴室や風雨にさらされる
場所など、湿気の多い場
所で使用しないでください。

強　制

水ぬれ禁止

本体を水につけたり、水を
かけたりしないでください。

禁　止

感電やけがをすることがあります。

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、ぬれた手で、
抜き差ししないでください。

注  意

禁　止 感電の恐れがあります。 事故の原因になります。

しずくのたれるような靴
は乾燥させないでください。

禁　止

吸込口や吹出口はふさが
ないでください。

吹出口から異物を入れないでください。
故障の原因になります。

禁　止

吸込口から異物を吸込ま
ないようにしてください。

禁　止

感電・ショート・発火の原因となります。 感電やショートして発火することがありま

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。

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。

火災・感電の原因となります。禁　止

交流100V以外では使用し
ないでください。

火災の原因になります。禁　止

ガスコンロ等や火気の近
くで使用しないでくださ

けがややけど絶緑劣化による感電・
漏電火災の原因になります。

プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコ
ンセントから抜いてください。

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、
重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが
破損し、火災・感電の原因となります。

禁　止

●初めは煙やにおいが出ることがありますが、故障ではありま
せん。

●下記のようなくつの乾燥にはむきません。ご使用になりま
　すと転倒し、火災や故障の原因となります。
　①丈の長いくつ………例えば／長ぐつ、ブーツなど
　②重いくつ……………例えば／スキー靴、登山靴など

●効率良く乾燥させるためには乾いた布で充分に水気を取ってください。
　特に靴の中に水が入っている場合や水洗いした場合は充分水気を取って
ください。水気を含んだまま乾燥しますと、乾燥時間が長くなります。

●冬季のように気温が低いときは、吹出口の温風が若干冷たく感じられます。

強　制

15A
以上

電源コード

吹出口

吸込口

スタンド

タイマーツマミ電源プラグ

〈室温20℃　湿度70％の場合〉

洗った場合

スニーカー（25cm）

濡れた場合 湿った場合

60 30 20



仕 様お手入れ

使いかた

アフターサービス

電 源

消 費 電 力

製 品 寸 法 　

電 源 コ ー ド 　

  AC100V　50／60Hz

145W

145×225×80mm

1.6m

こんなときは
こんなときは？

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

調べるところ 処　　　　置

（約）

（約）

動作しない。

風が出ない。

●製品の汚れおとしには、乾いたやわらかい布でふき取って
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。

折りたたみ式のスタンドを起こし、
平らな床に置き、くつを吹出口にか
けます。

乾燥が終わったら、タイマー
が「OFF」であることを確かめ
てから電源プラグを抜き、靴
を吹出口から取りはずしてく
ださい。

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.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に差
し込みます。

電源プラグがコンセントから
抜けていませんか？

タイマーが「OFF」になってい
ませんか？

タイマーツマミを回して、時
間をセットしてください。

1.くつ乾燥機をセットします。

①タイマーが「OFF」になっているこ
とを確かめてからコンセントへ電源
プラグを差し込んでください。
②タイマーツマミを時計回りに回し、
乾燥時間を合わせます。合わせた
時間を経過しますと自動的に電源が
切れ、停止します。
　タイマーの表示時間で乾燥しない
場合は靴の乾きに応じて乾燥時間
を追加してください。
　※タイマーセットの時は、ご希望の
　設定時間より余分に回していた
　だき、設定時間まで戻すように
　セットしてください。

2.くつを乾かします。

3.使用後は…

スタンド

右
へ
回

す 右に余分に回してか
ら、設定時間まで戻し
て合わせる。

タイマーの性質上、
120分で±15％の誤
差が生じます。

注意

●停止直後は本体が熱い場合があ
るのでご注意ください。
●乾燥の途中で停止するときはタ
イマーツマミを「OFF」の位置に合
わせて停止させてください。

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。
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