PA1318-00

取扱 説明書

保証書付
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はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

･ この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
･ 製品改良のため、
予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
･ この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁
止されています。また無断転載は固くお断りします。
免責事項 保証内容については無料保証規定をご参照ください。
･ 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、
その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いませ
ん。
･ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害（事業利益の損失、事業
の中断）に関して、当社は一切の責任を負いません。
･ この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社
は一切責任を負いません。
･ 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、黙
示の保証を含め、一切保証しません。
･ 日本国外での使用に関し、弊社は一切責任を負いません。
･ イラストはイメージであり、実際とは異なる場合があります。

このたびはマクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にお使いください。
また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。
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●

電池寿命は周囲温度で異なります。
［マクセルアルカリ乾電池ボルテージLR03（T）で1日1回約2分間、使用した場合］
●
周囲温度25℃で約4週間。
●
周囲温度15℃で約2週間。
周囲温度が低いなど使用条件によっては、使用回数が少なくなります。

この保証書は、
本書記載内容で無料修理・交換を行うことをお約束するものです。
まつげカーラー
MXEL-200

保証 対 象
保証 期 間
お買い上げ日

本体のみ

乾電池の入れかた

❶ 電池カバーを矢印方向に引っぱってはずします。

電池カバー

❷ 単 4 形アルカリ乾電池 2 個を本体の表示に合わ
せて正しく入れます。

押すと温熱パッド
が上がり、離すと
下がります。

電源スイッチ

上にスライドさせると
「ON」になり、目もと
ランプが点灯し、温熱
パッドが温まります。

合わせマーク
本体

電池カバー

バーを
「カチッ」
と音がするまで押し込みます。

乾電池使用上の注意

1.液漏れした電池は使用しないでください。
2.アルカリ乾電池(単４形)以外は使用しないでください。
●
他の電池(充電式電池)などではパワーが弱い、電池寿命が短いなど性能
が十分に発揮できません。
3.本体の表示に合わせ と を正しく入れてください。
4.使用推奨期間内の乾電池を使用してください。
5.使い切った乾電池はすぐに取り出してください。
6.使用済みの乾電池は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄してください。

4 安全上のご注意

合わせマーク

目もとランプ

目もとを照らします。
電源スイッチの切り忘れや
電池の寿命をお知らせする
通電ランプ兼用。
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日

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 *¹ を負うことが想定
される危害の程度

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷 *2 を負うことが想定されるかま
たは物的損害 *3 の発生が想定される危害、
損害の程度

住所

*1： 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期

電話 番 号

*2： 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電を示します。
*3： 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

の通院を要するものを示します。

図記号の説明
印

図記号

メモ（ レシート等お貼りください）

この保証書は本書に明示した期間、条件の下で無料修理・交換をお約束するもの
です。したがってマクセル株式会社および、それ以外の事業者に対するお客様の法
律上の権利を制限するものではありません。保証期間中に故障が発生した場合は、
本製品と本保証書をお買い上げ店へお持ちください。保証期間経過後の修理につ
いては有料となります。詳しくはお買い上げの販売店または当社お問い合わせ先
（12 ページに記載）
にお問い合わせください。
お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動および、そ
の後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございます。

禁止
注意

記号は製品の取り扱いにおいて、発火、感電、高温等に対する
注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれて
います。
（例：
感電注意）

指示

記号は製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制す
るものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で
示しています。
（例：
プラグをコンセントから抜く）

警告
・温熱パッドをまぶたに押しつけない。(やけどの原因)
禁止

禁止

・子供や幼児のそばで使用しない。
(けがや事故の原因)

・子供には使わせない。また、幼児の手の届くところに置かない。
(やけど・けがの原因)

必ず守る

注意
・まつげカール以外の目的に使用しない。(事故・故障の原因)
禁止

・コンタクトレンズを着用したまま使用しない。
(レンズが変形し、目を傷つける原因)
・目の病気にかかっている方は使用しない。
(症状が悪化する原因)
・業務用としての使用や、家族・他人(不特定多数)との共用はしな
い。(感染症、故障の原因)

図記号の意味

記号は製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するもので
す。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示してい
ます。
（例：
分解禁止）

注意

・本体や乾電池は火中に投入しない。
(事故やけがの原因)

表示の意味

警告
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警告

必ずお読みください

本取扱説明書には、お使いになる人や他の人へ危害と財産の損害を未然に防ぎ、
安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。 次の内容（表
示・図記号） を理解してから本文をお読みになり、
記載事項をお守りください。

お客様お名前

販売 店 様
店名・販売店印
住所・電話番号

単4形アルカリ乾電池
( LR03 ）

操作ボタン

❸ 電池カバーと本体の合わせマークを合わせ、電池カ

表示

１年間（お買い上げ日より）
月

ヘッド部との間で
まつげをはさみ、
くせつけします。

使用前の準備

表示の説明
年

ヘッド部
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保証 書

型番

各部の名称と働き

温熱パッド

2

品名

2
3

水ぬれ禁止

水場での
使用禁止

・電源スイッチを入れたまま放置しない。(火災、故障の原因)
・つけまつげ、まつげエクステには使用しない。(変形や接着剤の
変質により目を傷つける原因)

必ず守る

分解禁止

・次のことを守らないと乾電池の発熱、液漏れ、破裂により、けがや
故障の原因になります。
・乾電池の使用表示に従って正しく使用する。
・使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。
・定期的液漏れがないか点検する。
・1か月以上使用しないときは、乾電池を取り出す。
・使い切った乾電池はすぐに取り出す。
・水洗いは絶対にしない。また水につけたり水をかけたりしない。
(故障やショートの原因)
・浴室など水のかかるところや湿気の多い所で使用したり放置しな
い。(故障やショートの原因)
・改造はしない。また、修理技術者以外の人が修理をしない。
(けが・故障の原因）

・ヒーター部が熱いうちは、ビニール・紙などの燃えやすいもの
の上に放置しない。(火災、故障の原因)
・落としたり、強い衝撃を与えたりしない。
(けが・故障の原因)
・使用する前に、温熱パッドに変形がないか確認する。
(けが、故障の原因)
・周囲に人がいるときは、不意の動きに注意して使用する。
(けがの原因)
・使用中や使用後に目やまぶたに異常を感じたときは、使用を中
止して、専門医に相談する。

・車などで移動中は使用しない。(事故の原因)

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13
62015261

9XYZ8(HRK)EDCBA
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7

きれいにカールするためのアドバイス

使いかた

4

注意
・温熱パッドは熱いのでまぶたに押しつけない。
・マスカラをつけたままで使用して、目やまぶたなどに異常を感じたとき
は、使用を中止する。
・マスカラをつけて使用する場合は、
乾くまで待つ。
・使用中や使用後に目やまぶたなどに異常を感じたときは、使用を中止
して専門医に相談する。
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❶ 根元からしっかりはさむ
まぶたを指で軽く上へ引っぱり、温熱パッドでまつ
げを根元からはさみます。
( あごを上げて視線を落とすと楽にできます。）

注意
・お手入れの際は必ずスイッチを｢OFF｣にする。
（やけどの原因）
・ 水洗いはしない。
また、水につけたり、
水をかけたりしない。
（故障の原因）
・ 本体の汚れは、水を含ませて固く絞った布でふき取る。
アルコール・ベン
ジン・シンナーなどは使用しない。
( 変形・変色の原因 )

❷ 中間は少し浮かして
ちょっと力を抜いて温熱パッドをまつげの中間まで
すべらせて、もう一度はさみます。

❶ 電源スイッチを「ON」にして、温熱パッドが温まる
まで、約 10 秒待ちます。
目もとランプが点灯します。

●

本体の汚れは薄めた中性洗剤液を含ませた布でふき取ります。

●

温熱パッドの汚れは湿らせたティシューなどで軽くふき取ります。
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❸ 毛先は力を抜いて軽く
さらに力を抜いて毛先へすべらせ、ヘッド部がまぶ
たに触れるぐらいの角度で軽くはさみます。

❷ 本体を約 20 度傾けたままで、まつげの根元にヘッド

部を当て、操作ボタンを 5 秒間押したままにします。

注意
・水のかかるところや湿気の多いところに放置しない。
(故障の原因)

故障かな？と思ったら

本体が正常に動かないときには以下のご確認をお願いします。
もし、正常に戻ら
ない場合はお買い上げの販売店、または 12 ページのお問い合わせ先にお問い
合わせください。
症状

点検するところ

直しかた

・温熱パッドが
温まらない。
・目もとランプ
が点灯しない。
・目もとランプ
が点灯しても
数秒で消えて
しまう。

乾電池の入れかたを間違え
ていませんか。

を確認して入れ直してください。

乾電池が消耗していません
か。

新しいアルカリ乾電池と交換してくだ
さい。

使用中にまぶた
が熱い。

操作ボタンを押して5秒以内
で使用していますか。

5秒以内で使用してください。

温熱パッドをまぶたに押しつ
けていませんか。

温熱パッドをまぶたに押しつけて使用
しないでください。

カールがつきに 温熱パッドがマスカラなど
で汚れていませんか。
くくなった。

温熱パッド部を掃除してください。

温かくなるまで 周囲温度が低い。
に時間がかかる。

周囲温度が低いと、ヒーターを温める
までの時間がかかり、乾電池の寿命が
短くなります。15℃以上の室温での
ご使用をおすすめします。

注意

約20度
●

分けてくせつけします。

保管のしかた

湿気やホコリの少ないところに保管します。

目を傷つけないように鏡で確認しながら使用します。

❸ 同じように、まつげの先端に向けて、3 回ぐらいに
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お手入れ

❹ 目じりは顔の外側へカール
本体を傾けてまつげをはさみ、顔の外側へ広がるよ
う に くせ つ けしま す。
( ヘッド部の端を使う )

直射日光の当たるところ(夏期の自動車内など)、熱器具の近くに放置しない。
(変形、変色の原因)

A B C
( 図◯◯◯の順に行います）
お好みのカールが付くように操作ボタンを押す力と
くせつけ時間で調節します。

❹ ご使用後は、必ず電源スイッチを｢OFF｣にします。
8

保証とアフターサービス
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保証書はよくお読みの上、購入証明書（レシート等）と共に大切に保管してくださ
い。保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。
まつげカーラーの補修用性能部品の最低保有期間は、
製造打ち切り後 5 年です。
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
ご不明
な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談センター
にお問い合わせください。

本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、
下記までお問い合わせください。

お客様ご相談センター

9

TEL：(0570)783-137 (ナビダイヤル)
FAX：(0570)025-710 (ナビダイヤル)
受付時間：9:30〜12:00/13:00〜17:00
(土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

仕様
源

DC3V

質

量

約60g（乾電池含む）

単4形アルカリ乾電池(LR03） 2個

本製品の廃棄について

（２）
お買い上げ後の輸送や移動または落下等、お客様における不適当なお取り
扱いにより生じた故障または損傷
（3）
火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障また
は損傷
（4）
本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
（5）
取扱説明書で説明された以外の使い方、または改造や不当な修理による故
障または損傷
（6）
本書および購入証明書（レシート等）
の提示がない場合
（7）
本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
（８）付属品および消耗品
４．当社は、修理期間中の代替機の貸し出しは行わないものとします。
なお、修理期
間中の対象機器の使用不能による補償等は、本規定で定める責任を除き当社
では一切責任を負わないものとします。
５．本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
６．本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。ご使用済み製品の
廃棄に際しては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

マクセル株式会社
〒151-8527

（1）
使用上の誤り、
または改造や不当な修理による故障または損傷

３．保証期間でも商品を送付された時の送料などはお客様の負担となります。

電

１0

１．保証期間中に取扱説明書、
その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障し
た場合には、本書記載内容にもとづき、弊社にて無料修理いたします。
修理をご
依頼される場合は、
必ず本保証書を本製品にご添付ください。
２．保証期間中でも、次のような場合には、有料修理となります。

補修用性能部品の保有期間

検索
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《無料保証規定》

保証書

マクセルお問い合わせ
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東京都渋谷区元代々木町30-13
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