
くるくるドライヤー 

保管用 
保証書付き 

共通取扱説明書  

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 
●ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく
ご使用ください。 
　特に「安全上のご注意」（1～3ページ）は、ご使用前に必
ずお読みいただき、安全にお使いください。 

●この取扱説明書は大切に保管してください。 
●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず
確かめ、販売店からお受け取りください。 

●この取扱説明書は、EH-KA60・KA50共通です。 

取 扱 説 明 書  

品 番  EH-KA60・KA50

一般家庭用 

EH9210KA601  K0312-0 
Printed in Thailand

（EH-KA60のみ） 

国内・海外両用 



警告 

電源プラグ 
を抜く 

●使用する電源コンセントの電圧に電圧切替スイッチを 
　合わせて使用する。 
　守らないと火災や感電・故障のおそれがあります。 

●吹出口や吸込口（フィルター）にホコリが付着したら取り除く。 
　髪がこげるおそれがあります。 

●使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。 
　守らないと火災や発火のおそれがあります。 

必ず守る 

警告 

禁 止 

●次のような時は使用しない。 
　＊風が出たり出なかったりする。 
　＊コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりする。 
　火災・感電・ショート・やけどのおそれがあります。 

●引火性のもの（アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー等） 
　の近くで使用しない。 
　爆発や火災のおそれがあります。 

●吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。 
　火災・感電・やけどのおそれがあります。 

●子供の手の届かない所に保管し、使わせない。 
　やけど・感電・けがのおそれがあります。 

●浴室内や湿気の多い所に保管しない。 
　絶縁劣化により感電・火災のおそれがあります。 

●交流100-120V、200-240V以外の地域では使用しない。 
　火災や感電・やけどの原因になります。 

●水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かない。 
　絶縁劣化により感電・火災のおそれがあります。 

●コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、 
　無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしない。 
　また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。 
　火災や感電・やけどのおそれがあります。 
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●絶対に改造・分解・修理しない。 
　発火や異常動作によるけがのおそれがあります。 
　修理はお買い上げの販売店または、パナソニック修理ご相談窓口に 
　ご相談ください。 分解禁止 

●水につけたりしない。 
　感電やショート・火災のおそれがあります。 

水ぬれ禁止 

ぬれ手禁止 

●ぬれた手で使用しない。 
　感電やショートのおそれがあります。 

安全上のご注意 必ずお守りください 
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくこと
を説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、
説明しています。 

警告 
注意 

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」
です。 

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生
するおそれがある内容」です。 

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例
です。） 

してはいけない内容です。 

実行しなければならない内容です。 
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●温風の吹出口に直接手をふれない。 
　やけどの原因になります。 

注意 

禁 止 

●アタッチメントに直接、整髪料をつけたり、 
　洗髪などの用具として使用しない。 
　やけどや火災・故障の原因になります。 

●人の毛髪の乾燥、整髪以外、ならびに乳幼児への使用はしない。 
　やけどや火災、故障の原因になります。 

●コンセントから抜く時は、プラグを持って抜く。 
　守らないと火災・感電・やけどのおそれがあります。 

●落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。 
　感電や発火の原因になります。 

●アタッチメントの高温に注意。 
　やけどのおそれがあります。 

●使用中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意。 
　やけどのおそれがあります。 

●吸込口（フィルター）が破損したまま使用しない。 
　やけどのおそれがあります。 

●通電したまま放置しない。 
　火災の原因になります。 

●アタッチメントに毛髪を巻きすぎない。 
　やけどのおそれがあります。 

必ず守る 
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各部の 
なまえ 
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各部のなまえ 
●アタッチメント交換時は電源スイッチをOFFに。 

本体凸部と凹部の位置を 

 

音がするまで 

プッシュボタンを押しながら引き抜く 
●取り外しかた 
差し込む 

アタッチメントの着脱方法 

凹部 凸部 合わせて 
「パチン」と 

⑥プッシュボタン 

⑦つり輪 

⑨A-2プラグ 
⑧コード 

①本体 

⑤吹出口 ④吸込口（フィルター） 

ホテルなどのシェーバー専用
コンセント（低ワット用コンセント）
では使用できません。別のコン
セントで使用してください。 

⑪C-2プラグ 
　アダプター 

付属品 

�
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風を選ぶ 
DRY
SET
OFF

強い風 

弱い風 

⑩アタッチメント 
（ワイドブローブラシ） 

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
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⑩-（b）（EH-KA60のみ） ⑩-（a） 

付属アタッチメント一覧 

③電源スイッチ 

使用する電圧に 
合わせる 

②電圧切替スイッチ 240V
200V

120V
100V

（only EH-KA60） 

Gentle airstream

Strong airstream

付属アタッチメント（補修部品品番） 

EHKA60K7617 EHKA60K7517

EHKA50V7617
EH-KA60-K

EH-KA50-V ― 

フリーロールブラシ ワイドブローブラシ 
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（スイッチが止まるまで確実にまわす） 

＊ 使用前に電源コンセントの電
圧を確認し（同梱の「世界の電
圧とプラグ一覧表」を参考に） 

＊ 使用前にコンセントの形状を
確認し（同梱の「世界の電圧
とプラグ一覧表」を参考に） 

電圧切替スイッチを 
合わせる 

�

プラグアダプターを選ぶ 

�

風を選ぶ 
電源スイッチで 

�

200-240V 
地域の場合 

100-120V 
地域の場合 

A-2 コンセント C-2 コンセント 

DRY 

SET 

OFF

（強い風） 

（弱い風） Gentle airstream
Strong airstream

電圧切替スイッチを誤ってセットしたまま使用したとき 

●A-2プラグ地域ではプラグアダプターなしで使用できます。 

1. 

 

 

2.

200～240Vのコンセントで 100-120V 側で使用したとき。 

故障の原因となりますのでやめてください。送風が停止します。電源スイッチを「OFF」にし

てコンセントから抜いてください。そのまま放置すると、再び加熱を始める場合があります。 

100～120Vのコンセントで 200-240V 側で使用したとき。 

安全上は問題ありませんが、乾燥・セットに充分な温風が出ません。電圧切替スイッチを

100-120V にセットし直してください。 

240V
200V

120V
100V

240V
200V

120V
100V

●電圧切替スイッチを「100-120V」に合わせたまま 
　「200-240V」の電源電圧で使用しない。 
　火災ややけど・故障の原因になります。 

警告 セット（スタイリング） 

ブロー（乾燥） 
Blowing (Drying)

Hair Setting (Styling)

●髪から水滴が落ちない程度まで。 
●頭や肩の抜け毛などを充分はら
　い落とす。 

タオルで 

水分を取る 
●髪の根元を乾かすように。 
●毛先のもつれはほぐしておく。 
　（枝毛、切毛の防止） 
●一ヶ所に長時間温風をあてない。 
　10～15秒がめやす。 

ワイドブローブラシを 
付けてDRYで 

乾燥する 
��

◆ワイドブローブラシ 
●ストレートヘアーづくりに。 
●スタイリングの仕上げに。 
●髪の乾燥に。 

ブラシに手を添えながら、髪の根元
から毛先に向けて下向きに下ろす。 

ブラシを毛先まで下ろしてきたら、
そのままの状態でまっすぐ下ろす。 

ブラシを毛先まで下ろしてきたら、
手首をひねって内側に回します。 

毛先をまっすぐにする場合 毛先を内巻きにする場合 

ストレートヘアーづくり 

�

使
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か
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使いかた 



注 意 

※万一、毛髪がからみついた時は、油性の整髪料をつけてからみをほぐす。 

ワイドブローブラシの場合 

ブラシをできるだけ頭部から離
して、巻きつけと同じ角度では
ずしていく。 

フリーロールブラシの場合 
＊前髪でコツをつかんでから、他の部分へ使うことをおすすめします。 

髪を巻きつける時 髪をはずす時 

＜EH-KA60のみ＞ 

●右図のように斜めに巻いたり 
　斜めに巻きもどしたりしない。 
●髪を巻きつけた状態で太さを 
　変えない。 
　（髪がからみついてはずれな 
　　いことがあります。） 
　守らないと髪のからみつきや、やけどのおそれがあります。 

禁 止 

●からみつきを防ぐため、髪の巻きつけは1.5周以内に巻く。 

毛束を少なめにとり、ブラシに対し
ほぼ直角にまっすぐ1.5周以内に巻
く。 

髪のからみつきを防ぐために 
巻いた時と同じ角度で巻きもどせばからみつきを防げます。 

◆フリーロールブラシ 

直径30mm直径40mm

●ヘアースタイルに合わせてロール太さが変えられます。 
●最小径（直径25mm）のとき、ブラシを振ると音がするのは異常ではありません。 

例えばセミロングの場合、前
髪には直径25mmの太さで、
サイドやスソには直径 40mm
の太さで使用する。 

●太さを変えるときは、アタッチメントの高温に注意する。 
●フリーロールブラシの開口部に指、ヘアピン等の異物を 
　入れない。 
●アタッチメントの根元に多量の毛髪を 
　巻きすぎない。 
　（巻きすぎると風の出口をふさいで 
　温風温度が上がります。） 
　以上のことを守らないとやけどの 
　おそれがあります。 

注意 

可変ボタンを押しながら回し、
好みの太さに合わせます。 
（ブラシの中央部の太さが直
径 25mm・30mm・35mm・
40mmの4段階に変化します。） 

直径40mm

ロール太さの変えかた 

ルーズカールづくり 

可変ボタン 
回す 

スソには太めでルーズに 

前髪には細めでしっかりと 

（最大径） 

直径25mm （EH-KA60のみ） （最小径） 

Thickness control button

Press

Turn

直径25mm直径35mm

押す 

直角に 

� ��
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Safety Instructions (p. 1~3)
Before operating this product, please read these safety instructions. The safety instructions ex-
plained here are to help you use this product safe and correctly, and to prevent danger or injury to 
yourself or other people.
The safety instructions shown here are classified by follows. As they are very important for your 
safety, be sure to follow both of them.

WARNING: Indicates contents which may lead to death or serious injury.
CAUTION: Indicates contents which may lead to serious personal injury 　　
　　　 　　 or damage to property.
After reading these instructions, store the manual where it is always accessible by the 
user.

■WARNING
●After use, always turn the power switch of the product to [OFF], then unplug 
　from the power socket. Failure to do so may result in a fire and / or accident.
●Turn the voltage selector switch to match the applicable voltage of the local  
　region. Failure to do so may result in a fire and / or electric shock.
●Remove any dust from the air outlet or air inlet (filter). there is a danger that your 
　hair may get burned.
●Use only in regions supplying AC 100-120 V or 200-240 V power. Failure to do so 
　may result in a fire and / or electric shock.
●Do not use this product under the following conditions.
    ＊The product blows air intermittently.
    ＊The cord or plug is damaged or becomes hot.
　There is a danger of fire, electric shock, short circuit and / or burns.
●Do not cut, damage or modify the power cord. Do not pull, bend or twist the cord 
　with unnecessary force. Do not place heavy objects on the cord or allow the cord 
　to get pinched in between objects. Do not wind the cord around the product. 　　
　There is a danger of a fire and / or electric shock.
●Do not block the air inlet or outlet, and do not insert foreign objects such as hair 
　pins into them. There is a danger of a fire, burns and / or electric shock.
●Do not use the product near inflammable materials (such as gasoline, benzene, 
　paint thinner, sprays, etc.). There is a danger of an explosion or fire.
●Store this product where children cannot reach it, and do not let children use it.  
　There is a danger of burns, electric shock and / or other injury.
●Do not store this product in a bathroom or other location with high humidity. There 
　is a danger of electric shock and / or fire caused by insulation deterioration.
●Do not leave this product in a place readily exposed to water (such as above the 
　hand basin). There is a danger of electric shock and / or fire caused by insulation 
　deterioration.
●Never modify, disassemble or repair this product. There is a danger of injury from 
　fire or abnormal operation.
●Do not put this product in water. There is a danger of an electric shock and / or a 
　short circuit.
●Do not use this product with wet hands. There is a danger of an electric shock 
　and / or a short circuit.
■CAUTION
●Do not put your hand directly on the hot air outlet. There is a danger that you may    
　get burned.
●Do not put this product down while it is still running. It may cause a fire.
●Do not wind too much hair around the attachment. There is a danger that you
　may get burned.
●Do not use this product if the air inlet is damaged. There is a danger that you may 
　get burned.

凹部 

●アタッチメントは本体から取り外して水で洗う。 
●洗った後は充分に乾燥させてから使用する。 
●アタッチメントについたホコリ、髪の毛などの汚れは歯ブラシ等で取り除く。 

＊アタッチメントのお手入れは 

●本体・アタッチメントはヘアピン等の異物と一緒に収納しない。 
　（故障の原因になります。） 
●保管する時はロール太さを最小径（直径25mm）にしてください。 

＊本体・アタッチメントの保管 

＊お手入れは、必ず電源スイッチを「OFF」にし、 
　プラグをコンセントから抜いた後に。 

●せっけん水を湿らせた布で拭き取る。シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しない。 
　（本体表面が割れるおそれがあります。） 

●取り付けは、凸部を凹部に
　合わせて1と逆の手順を行う。 

＊本体の汚れを取る時 

フィルターを 
コードの所まで 

はずす �
ホコリや髪の毛などを 
歯ブラシや掃除機などで 

取り除く 

歯ブラシなどで吹出口の 
ホコリを掃除する。 

�
凸部 

1

2

吸込口（フィルター） 

吹出口 

吹出口・吸込口（フィルター）の掃除はこまめに（月1回以上）お手入れを 
（風温が熱くなり髪がこげるおそれがあります。） 

お手入れは 

（プラグをコンセントから抜いた後に） 

��

使い終わったら 
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■Blowing (Drying) (p. 8)
1. Remove the water generally from your hair using a towel to the extent that no     
　water drips from your hair.(Remove any hair that has fallen off from your head 
　and shoulders.)
2. Install the wide blower brush and dry your hair using the [DRY] setting. (Apply the 

flow of hot air to the roots of your hair. To prevent split ends and hair loss, untie 
tangles of hair ends. Do not keep the hot air stream continu-     

　ously at one spot. Apply the air stream for less than 10~15 seconds.)
■Setting (Styling) (p. 8~10)
To Straighten Hair: Install the blower brush with rubber hair catcher
Brush downward from the hair roots toward the hair tips holding the brush port with 
your unoccupied hand. To keep the ends straight, keep brushing straight down after 
you reach the ends. To curl the hair tips inward, curl your wrist inward when the 
brush reaches the ends.
To Curl Hair: Install the thickness changeable roll brush (available only for EH-KA60). 
(The roll thickness of the free roll brush can be changed to suit your hair style.)
How to change the roll thickness: Turn the head of the thickness changeable roll 
brush while pressing the thickness control button to select the desired thickness. 
(The diameter of the middle of the brush attachment can be set to 4 diameters: 25 
mm, 30 mm, 35 mm and 40 mm.)
For example using on semi-long hair, 25mm is suitable for front hair and 40mm is 
for sides and fringes of hair.
To prevent your hair from tangling, unwind your hair at the same angle that you 
wound it. Do not wind or unwind your hair slantly to the brush. Do not change the 
roll thickness while your hair is wound on brush.

After Use (p. 11)
Cleaning of storage of the product should be done only after turning the power 
switch to [OFF] and unpluging from the power socket.
Do not store the appliance body and attachment together with foreign objects such 
as hair pins, etc. This may cause a malfunction.
For storage of the thickness changeable roll brush, adjust the roll thickness to the 
minimum diameter (25 mm).
Remove the attachment from the dryer body before washing the attachment. After 
washing, dry it thoroughly before using it again.
Remove dust from the attachment by using a toothbrush, etc.
Remove grime from the dryer body by using a cloth wet with soapy water. Do not 
use benzene or paint thinner.(It will cause a malfunction.)
To clean the air outlet, turn the power switch to [OFF], then clean it with a toothbrush, 
etc.
To clean the air inlet (filter), remove the filter from the body, then remove the dust 
and hair using a toothbrush, etc.

��

●Use this appliance only for drying and styling human hair. Do not use the dryer on 
　infants. There is a danger of burns, fire and / or an accident.
●Do not use this product if you damage it by dropping or knocking it. This may 
　cause an electric shock and / or a fire.
●Do not apply hair styling liquid or similar materials directly to the attachment, and 
　do not use it as a tool for hair washing, etc. This may result in burns or a fire, or a 
　malfunction.
●When you unplug this product from the power socket, always turn the socket pow
　er switch off first, then hold on to the back of the plug as you pull it out. Failure to 
　do so may result in a fire, electrical shock and / or burns.
●Take care not to touch the attachment. It can get very hot and there is a danger 
　that you may get burned.
●During use, take care to avoid getting hair sucked into the air inlet. There is a
　danger that you may get burned.

Name of Each Part (p. 5~6)
①Body　②Voltage selector switch　③Power switch　④Air inlet (with filter)
⑤Air outlet　⑥Push-button for detaching attachment　⑦Hook　⑧Cord　 
⑨A-2 Plug　⑩Attachment　⑩-(a) Wide blower brush
⑩-(b) Thickness changeable roll brush　⑪C-2 Plug adapter

How to Use This Product (p. 7)
Confirm your local mains voltage (please refer to the enclosed "Table of World Volta-
ges and Plugs"), then adjust the voltage selector switch on the product.(Turn the 
switch until it stops firmly.)
●Do not use a 200-240V power supply with the voltage selector switch still 
　set at 100-200V. It may cause a fire, burns or a malfunction. 
1.Do not use this appliance with the voltage selector switch at the wrong setting.
   1.Using the product in such countries where the local mains supply voltage  
      is 200-240V with voltage selector switch at 100-120V.
      Do not do this. It may cause a breakdown. The windstream will stop. Turn the      
      power switch to [OFF], reset the voltage selector switch to 200-240V, then wait   
      4～5 minutes before starting to use the product again.
   2.Using the product in such countries where the local mains supply voltage  
      is 100-120V with voltage selector switch at 200-240V.
      There is not a safety problem, but the product generates insufficient airflow for 
      drying and setting. Reset the voltage selector switch to 100-120V.
   This product cannot be used with a power socket exclusively for shavers (power  
   sockets with the voltage controlled to low wattage), such as in hotels. Use another   
   power socket.
2.Before use, check the shape of power socket (see the attached "Table of 
   World Voltages and Plugs"), then select the appropriate plug adapter.
   ＊In regions using the A-2 plug, you can use the product without a plug adapter.
3.Select the airstream with power switch.



スイッチをOFFにし、4～5分待つ。 
毛束を少なめに取り巻きつける。 

スイッチをOFFにし、付着している 
ホコリを取り除く。 【P.11参照】 

【P.9参照】 

吸込口をふさがないようにする。 
スイッチをOFFにし4～5分待ってから 
もう一度スイッチを入れる。 

風量を SET にして使用する。 

電圧切替スイッチを 
100-120Vに合わせる。 

処　　置 

ただちに使用を中止 

●お願い● 
この様な場合、事故防止のため 
必ず販売店に点検修理を依頼し 
てください。 

定格・仕様  

●絶対に改造・分解・修理 
　しない。 
　発火・異常動作によるけが 
　のおそれがあります。 

警告 
電圧切替スイッチを 
200-240Vに合わせる。 

別のコンセントで使用する。 
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AC100-120V/200-240V  50-60 Hz

AC100/200V AC120/240V
500W 700W
（DRY時） （DRY時） 

約105℃ 約120℃ 
（室温30℃ DRY時） （室温30℃ DRY時） 

0.37m /分 0.42m /分 
（DRY時） （DRY時） 

電　　源 1.7mコードの長さ 

消費電力 

温風温度 

風　　量 

電圧 仕様 

3 3

約320ｇ（ワイドブローブラシ付） 

約340ｇ（フリーロールブラシ付） 

（C-2プラグアダプター含まず。） 

質量（重量） 

C-2プラグアダプター 付　属　品 

※2…アタッチメントを取り外した時の温度です。 

※2

こんな異常を感じたら 

一度に多くの毛束を 
ブラシに巻きつけている。 

吸込口にホコリが付着している。 

吸込口を毛髪や手などで 
ふさいでいる。 

髪の長さや周囲温度によって 
熱く感じる場合がある。 

100-120V地域で電圧切替スイッチが 
200-240Vになっている。 

●運転中に火花が見えて 
　運転が停止する。 
　（サーモスイッチが動作しています） 

●温風が異常に熱い。 

●風が出たり出なかったりする。 

●温風温度が低く、風も弱い。 

200-240V地域で電圧切替スイッチが 
100-120Vになっている。 

シェーバー専用コンセントで 
使用している。 

●異常に大きな音がし、 
　内部が真赤になる。 

●電源コード、プラグが異常に熱い。 

●風が出なくなり内部が真っ赤になる。 
　（温度ヒューズ動作時に煙の出る 
　　場合があります） 

●使用時に異常な音や振動がある。 

●本体及びアタッチメントが部分的に 
　変形している。 

●こげくさい臭いがする。 

●風が出ない。 

症　　状 考えられる原因 

※1

※1…サーモスイッチ、温度ヒューズ 
　　　は保護装置です。 

※1
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長年ご使用のくるくるドライヤーの点検を！ 愛情点検  

風が異常に熱い。 
時々止まったり、コードや 
プラグが異常に熱い。 
本体が変形していたり、 
コゲくさい臭いがする。 
 

● 
● 
 
● 

故障や事故の 
防止のため、 
必ず販売店に 
点検をご依頼 
ください。 

こんな 
症状はあり 
ませんか？ 

ご使用 
中止 
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使いかた・お手入れ・修理 などは 

■ま ず 、 お買い求め先へ ご相談ください 
▼お買い上げの際に記入されると便利です 

販売店名 

電　話　　　 （ ）  －  

お買い上げ日　　　　　　　年　　　　月　　　　日 

修理を依頼されるときは 

●製品名 

●品　番 

●故障の状況 できるだけ具体的に 

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させてい 
ただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参くださ 
い。 
保証期間：お買い上げ日から1年間 
●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させて 
いただきます。 
※修理料金は次の内容で構成されています。 

診断・修理・調整・点検などの費用 

部品および補助材料代 

技術者を派遣する費用 

※補修用性能部品の保有期間 
当社は、このくるくるドライヤーの補修用性能部品（製品の機能を維持する 
ための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。 

5年 

出張料 

部品代 

技術料 

■転居や贈答品などでお困りの場合は、 次の窓口にご相談ください 
ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数 
分で切れる場合があります。 

●修理に関するご相談は ………………… 

●使いかた・お手入れなどのご相談は … 

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご 
相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させて 
いただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番 
号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務 
等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供い 
たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓 
口にご連絡ください。 

保証とアフターサービス よくお読みください 

くるくるドライヤー 

EH-KA60・KA50

「こんな異常を感じたら」（P15～16）でご確認のあと、直らないときは、 
まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。 
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保証とアフターサービス よくお読みください 
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〒522-8520  滋賀県彦根市岡町33番地 

2012C

● 修理に関するご相談は ………………… 

● 使いかた・お手入れなどのご相談は … 

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる 
場合があります。 
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。 

・ 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 

520



〈
キ
リ
ト
リ
線
〉
 

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本
書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご
記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上
げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。 

品　　番 

保証期間 

お買い上げ日 

ご住所 

お名前 

電　話 

住所・販売店名 

電話 

※ 

※ 

※ 

年 月 日 

様 
お
客
様 

販
　
売
　
店 

持込修理 

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。 

〒522-8520  滋賀県彦根市岡町33番地  TEL 0749（26）7890

EH-KA60・KA50

くるくるドライヤー 保証書 

お買い上げ日から 
1年間  

見  本 
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