
保証書付

この度はディープバレルウェーバーをご購入いただき、誠にありがとう
ございます。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
なお、この取扱説明書は保証書となっておりますので、紛失しないよう
に必ず保管してください。

Deep Barrel Waver
ディープバレルウェーバー

この度はウィゴディープバレルウェーバーをお買い上げいただきありがとうございます。

修理技術者以外の人は分解・修理
はしないでください。ケガや感電、
火災の原因になります。修理はお
買い上げの販売店にご相談くださ
い。

風呂場・シャワー等の水場、及び
湿気の多い場所での保管・ご使用
はしないでください。ショート、
感電の原因になります。

アイロンの金属部に手を触れない
でください。

人間の髪以外には使用しないでく
ださい。火傷や火災、故障の原因
になります。

アイロンの金属部は高温ですので
お客様の髪質をご確認の上でご使
用ください。

アイロンから離れる時はコンセン
トからアイロンコードを外してく
ださい。火災や事故の原因になり
ます。

アイロンコードを必要以上に引っ
ぱらないでください。

コンセントを抜いた後も、アイロ
ンの金属部及びその周囲には触れ
ないでください。

コードは無理に引っ張ったりねじ
ったり、重いものをのせたり踏ん
だりしないでください。火傷や火
災、故障の原因になります。

浴室や湿気の多い所に保管しないで
ください。絶縁劣化により感電する
ことがあります。

幼児へのご使用はしないでくださ
い。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。火傷、感電、ケガをする
恐れがあります。

電源プラグを抜くときは、コード
を持たず、先端のプラグを持って
抜いてください。感電やショート
して発火することがあります。

直接アイロンに薬液をつけないで
ください。

アイロンの汚れ落としにシンナー・
ベンジン等は使用しないでくださ
い。塗装が剥げる原因になります。

過度に薬液が髪の毛についた状態で
アイロンを使用しないでください。

アイロンコードを本体に巻きつけ
ないでください。（コード断線、
不良の原因となります。）

アイロンの金属部をお客様の着て
いる物やお肌に直接当たらない様
にしてください。

痛んだコード電源プラグ、緩んだ
コンセントでのご使用はしないで
ください。感電、ショート、発火
の原因になります。

交流100V以外でご使用しないでく
ださい。火災、感電の原因になり
ます。海外では使用しないでくだ
さい。火傷や発火の原因になりま
す。

※ご使用後は本体の汚れ・水分などを拭き取ってください。

※ご使用後は電源がOFFになっている事を確認してから必ずプラグをコンセントからはずしてください。

※コードを本体に直接巻き付けたりしないでください。（断線する恐れがあります）

※用途以外に使用しないでください。

ご 注 意

アイロンを通電したまま燃えやすいものや溶けやすいも
の（熱に弱いもの）の上に置かないよう、特に注意して
ください。火災の原因になります。

※水の近くで使用しないでください。
※コードが破損した場合、販売店に修理を依頼して
ください。専用コードと交換いたします。

この表示を無視して、誤った取り扱いをいたしますと、
人が重傷を負うか、又は死亡するおそれがあります。

お客様へのお願い

お客様の安全の為に、責任者が指導・監督する場合以外は以下の方は使用しないでください。
●身体の不自由な方・精神的・感覚的に衰えや疲れを感じておられる方
●商品の知識・取り扱いにおいて経験不足の方

Wigo Deep Barrel Waver

×
日本国内でのみご使用ください。

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
によりご購入先が無料修理致します。（但し、コードは除きます）

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うえ、ご購入
先にご依頼ください。

３．ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるご購入先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）ご購入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）本保証書にご購入日、お客様名、ご購入先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）本体、コード、ヒーター、液晶、基板等いずれかの交換希望の場合。
g）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。
h）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．本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
６．本書は日本国内おいてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
※ご購入先ではなく弊社に直接修理を依頼する場合は、発送とお受け取り両方の送料がかかります。

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
は直ちにご購入先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
必ず購入日および貴店の住所、名称、電話番号をご記入していただくか、またはスタンプ印を押して
お客様へお渡しください。

保　証　書 （必ず記入してください）

保証期間保証対象 本　体 （コードを除く） ご購入日より1年間

発売元　株式会社 トリコ インダストリーズ
〒556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川２-９-４ TEL:06-6568-0731  www.torico.co.jp

無料修理規定

一般用

Wigo ディープバレルウェーバー

一般のお客様専用保証書です

取扱説明書



回転コード

温度設定ダイアル　

電源スイッチＯＮ/ＯＦＦ

各部の名称

お手入れについて

※ご注意

プレート部分

一番最初にアイロンをご使用に
なるときは、右記の髪質を参考
に温度を設定し、使用しながら
ご自分の髪の状態に合わせて温
度を調節してください。

●本体にコードを巻きつけて収納する事は絶対に止めてください。断線する恐れが
あり大変危険です。

●故障の症状として電源スイッチが入ったり切れたりする事があります。そのまま使用され
　 ると大変危険です。このような場合は、すぐにご使用を中止して販売店へご相談ください。
●本体は非常に熱くなります。お取り扱いは十分にご注意ください。
　 特にお子様の手に触れないようにご注意ください。

※一般のお客様が初めてお使いになる際には、必ず低い温度からお試しください。
　 その後はお客様の髪質に合った温度でご使用ください。

※ダメージヘアで高温にてお使いいただくと髪の毛が切れる事がありますのでご注意ください。

プレートロック機能

本体はプレートを閉めた状態でロックすることができます。
ロックをするにはつまみをコードの方向に向かってスライド
します。 ロックを解除するにはつまみをプレートの方向に
スライドしてください。

１． コンセントに電源プラグを差し込み、 ロックを解除します。

２． 電源スイッチを ON にし、 温度調節ダイアルを希望する温度に合わせます。

３． 設定温度に上がるまで数分 （最高温度に設定した場合で 10 分程度）

お待ちください。 いかなる場合でも、 本体から目を離さないでください。

４． 使用後に電源を切るときは、 電源スイッチ （ON/OFF　スイッチ） を OFF し

てから本体をロックをし、 電源プラグをコンセントから抜いてください。

■アイロンの使い方■

保管方法について

●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はずしてください。

●本体がしっかり冷めてから保管してください。

●湿気の多い場所に保管しないでください。

●電気コードを引っ張ったり、ひねったりしないでください。

●電気コードを本体に巻きつけないでください。コード破損の原因となります。

　 電気コードがダメージを受けた場合、大変危険ですのでご使用にならず、

　 アイロンをお買い求めになった販売店へコード交換を依頼してください。

●定期的にコード、本体ともに損傷がないかチェックしてください。

※特に、プラグ部分・アイロン本体とコードの接続部分をご確認ください。

使用方法について

ウィゴディープバレルウェーバー

製品仕様について

１． アイロン部分が冷めている
２． 電源プラグがコンセントから抜かれている

ヘッド部分

以上を確認した上で、 薄めた中性洗剤を含ませた布でアイロン本体の汚れ
を拭き取ってください。
※シンナーなどの溶剤はご使用にならないでください。 器具を傷める原因に
なります。
お手入れ後は、 本体を完全に乾かしてからご使用ください。

アフターサービスについて

●この商品には、保証書が付いています。お買い上げの販売店で所定事項の記入、
　及び記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
●保証期間はお買い上げ日より1年です。万一故障しました時は内部機構を触らずに
　お買い上げの販売店にお申し付けください。
　保証書の記載内容により修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
●保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。
　修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

2.サービス（点検修理）を依頼される時
　ご使用中、少しでも不審な点や普段と変わった状態に気付きましたら、ただちに
　ご使用を中止し、お買い上げの販売店で点検修理を依頼してください。

3.アフターサービスについてご不明の場合
　その他当社商品についてのご相談、お問い合わせは、お買い上げの販売店か、
　下記の連絡先にお問い合わせください。

4.修理などで商品を直接当社に送る場合
　保証期間内・外にかかわらず送料は、お客様負担にてお願いいたします。

1.保証書について

発売元 ：株式会社トリコ インダストリーズ

〒556-0022　大阪市浪速区桜川２丁目９番４号

TEL：06-6568-0731　URL：http://www.torico.co.jp

■お問い合わせ■

DP-17C15

温度ヒューズ 216℃

2m

全長：約325mm　幅（最大）：約68ｍｍ　高さ（最大）：約55mm

wigo Deep Barrel Waver - ディープバレルウェーバー -
短時間のスタイリングで立体感のあるウェーブヘアーに

深いウェーブ形のアイロンプレートが、 髪を挟み込むだけで、
インパクトのある深くくっきりとしたスーパーウェーブのスタイリン
グを実現します。

130℃ー 200℃（※）

スタイリング時に

操作しやすいヘッド

トルマリン加工 + セラミックコーティングされたプレート

個性的な形のアイロンプレート

設定温度

ダイアル 髪　　質

細いまたは柔らかい髪

ふつうの髪

硬めまたは太い髪

1～ 3

4 ～ 7

8 ～ 10

※温度設定について

※拡大図

温度設定ダイアルを▼印に合わせて

ご使用ください。

10 9

356g

※設定温度は条件によって異なります

トルマリン加工＋セラミックコーティングによるなめらかな操作性が、
短時間のスタイリングを可能にし、 髪へのダメージを軽減。
なめらかに輝く髪を生み出します。
　　　

ウィゴディープバレルウェーバーをお手入れする際は

下記の点を必ずご確認ください。

型     番
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