
取扱説明書

水洗い
できません

保管用

保証書付

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に必ずお読みの上、正しく
お使いください。 この取扱説明書は
必ず保管してください。

保 証 書（必ず記入してください）

１．取扱説明書、その他の注意書に従った正常な使用状態で保証期間
内に故障した場合には、本書によりお買い上げの販売店が無料修
理の取り継ぎを致します。（但し、付属品は除きます）

２．保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、製品と
本書をご持参の上お買い上げの販売店にご依頼ください。

３．ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げ販売店に
修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。

４．保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
　a）誤った使用または不当な修理や改造による故障および損傷。
　b）お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
　c）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧

などによる故障および損傷。
　d）本保証書の提示がない場合。
　e）本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が

ない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
　f）想定を超える過度な使用及び過酷な使用が認められた場合。
　g）本書記載の警告内容に抵触する使用が認められた場合。
５.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
６.本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid 
only in Japan.）

※販売店ではなく弊社に修理を依頼する場合は、発送とお受取り両方
の送料がかかります。

無料修理規定 安全上のご注意

電池の取り替え方 掃除の仕方（必ずスイッチをOFFにしてください）

刃部の脱着の仕方

各部の名前

使用上のご注意

刃が外れた場合

株式会社 トリコ インダストリーズ

記入漏れのある場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無を
ご確認ください。記入がない場合は直ちにお買い上げ販売店にお申し出
ください。本書は再発行しませんので大切に保管してください。
※販売店の皆様へお願い
必ずお買い上げ日および貴店の住所、名称、電話番号をご記入、または
スタンプ印を押した上でお客様へお渡しください。

本書は、お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合には、
本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
詳細は、本書「無料修理規定」をご参照ください。

販売店

商品名

保証期間

保証対象

お客様

お買い上げ日より 6ヶ月

本体（刃・付属品は除きます）

住所・店名

ご住所

お名前

お電話

エレガント フェイシャルトリマー ネオ MB-052

電話　　　　　（　　　　　　）

本　　社：〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4
　　 　　  電話：06-6568-0731　FAX：06-6568-0145

販売元

※ご使用の前に、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。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなた
や他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項は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、必ず守ってください。

注意 人が損害を負う可能性及び物的
損害のみの発生が想定される場合。

禁止の行為であることを
告げるものです。

行為を強制したりする
内容を伝えるものです。

ご使用の前に刃の破損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。

顔・エリ足・モミアゲのウブ毛以外は使用しないでください。
肌を傷つける原因になります。

改造、または自分で分解したり修理をしないでください。
ケガの原因になります。
修理はお買い求め先へご依頼ください。

次のような方・部分には使用しないでください。
・肌の敏感な方や弱い方。
・アレルギー体質の方。
・ニキビ・吹出物のある部分。
肌を傷つける原因になります。

耳の周辺など、肌の柔らかい部分に刃を強く押し付けないでください。
肌を傷つける原因になります。

注意

素肌以外には使用しないでください。
石けん、クリーム、乳液がついた状態で使用すると
故障の原因となります

本体の汚れは、アルコール・ベンジンなどで拭かないでください。
変色の原因になります。
乾いた布や薄めの石けん液を少しふくませた布で
拭き取ってください。

刃は精密に仕上げていますので、
取り扱いにはご注意ください。

本体の水洗いは絶対にしないでください。
故障の原因になります。

1.刃を取り外して
　 ブラシで掃除します。

■電池カバーを外す

■電池カバーを取り付ける

２.付着物は乾いた布で
　 拭き取ってください。

３.掃除が終われば、刃を
　 もとの状態に取り付けます。

刃が外れた状態
本体に

装着できる状態

1.本体裏を自分側に向けて
　カバーを回してロックを外します。

2.カバーを下にスライドさせ、
　電池を交換してください。

3.開けた時と逆側に回すと
　カバーにロックがかかります。
（強い力でひっぱるとロックが
　外れるので注意してください。）

頻繁に刃を分解すると、刃を固定するツメが折れ、
使用できなくなる恐れがございますのでご注意ください。

掃除をする場合、刃をばらさないように
十分ご注意ください。

装着する順番と刃の向きに十分ご注意してください。

（刃の分解はお止めください）

※必ず単4電池を使用してください。
※しばらくお使いにならない場合は、
　本体から電池を取り出して保管してください。

※替刃のみの別売りもございます。

注意

ON

キャップ
使用後は必ずキャップを
かぶせてください。

本体

表側
（ON/OFFスイッチ側）

裏側
（刃部脱着ボタン側）

ブラシ アタッチメント

スイッチ

刃

電池カバー

刃部
脱着ボタン

1

1

2

2

3

■ 刃部の取り外し方
1.刃部脱着スイッチを
　下にスライドします。
2.刃を取り外します。

■ 刃の装着順

■ 刃部の取り付け方
1.本体の先端の突起に、
　刃部の穴を差し込みます。
2.刃部をはめ込みます。
3.刃部脱着スイッチを
　上にスライドします。

OPEN

OPEN

OPEN

ON

OPEN

修理を依頼されるとき
修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度
点検のうえ、なお異常がある場合は、必ずお買い求め先へご依頼くだ
さい。その際、品名・品番・故障内容をお申し付けください。

株式会社トリコインダストリーズ　修理受付係
〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川2-9-4
TEL 06-6568-0731（平日9時～17時）
e-mail : syuri@torico.co.jp

※修理品をお送りの際は、返送先及び連絡先を明記してください。

使用する時は
スイッチを上に
スライドします

エレガントフェイシャルトリマー ネオ

Elegant
Facial
Trimmer
NeoMB-052

※単4電池は別売りです
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