
■保証期間内の交換は
お買い上げの販売店にお問い合わせください。

■その他のお問い合わせは
弊社お客様相談室にお問い合わせください。

お客様相談室

☎072-931-0345 （　　　　　　　　　　　 ）受付時間／土日祝日を除く
AM9：00～12：00/PM1：00～4：00

3【バリカンヘッド】を取り付ける場合は、ヘッド内側の凹部分に、本体の凸部分を合わせて回します。

2【ツメやすりヘッド】を取り付ける場合は、ヘッド内側の凹部分に、本体の凸部分を合わせて回します。

3 赤ランプが青ランプに切り替わる
まで充電してください。
※初回使用時や半年以上充電していない場合は、充電をはじめても通電表示
ランプが点灯しないことがあります。そのまま充電すると赤ランプが点灯し
通常の充電状態になります。
※充電時間は１０時間を超えないようにしてください。

4 充電終了後、USB電源アダプター※
を抜きます。
●1回のフル充電で、合計約60分使えます。
※充電時間・使用時間は、毛質や毛量、爪の質や
サイズ、使用状況、電池の寿命（消耗度）な
どにより変わる場合があります。

5 電源スイッチONで“赤ランプが点灯”
すると充電池の残量が
少なくなっています。
●充電の準備をしてください。

2プラグをつなぎます。

コンセントにUSB電源アダプター※を
挿してから、次にUSBケーブルを
アダプター※に挿し込みます。

赤ランプ点灯

赤ランプ点灯：充電開始
青ランプ点灯：充電不要（満充電）

1電源（スイッチ）を切ります。

※アダプター使用中はアダプター本体が温かく
なることがありますが、問題ありません。
※電源スイッチを入れると赤ランプが点灯します。

※取り外す時は、プラグを
持って抜いてください。
（コードを持って引っ張ら
ないでください。）

※本体に印字されてい
るロックマーク側へ
【バリカンヘッド】を
回してください。

※外す際は、反対の手順で行ってください。

●複数のペットをカットする場合に便利です。
●作動中でも充電されますが、充電時間は長く
なります。
●リチウムイオン電池が放電した状態だと、作動
しにくくなります。そのようなときは図のよう
にコンセントに接続し、約3分待ってからお使
いください。

■充電するとき

■コンセントにつないで使うとき

1 2プラグを
つなぎます。

コンセントに
USB電源アダプター※
USBケーブルの順に

　挿し込みます。

犬猫用

※ご購入時は、本体に
　【ツメやすりヘッド】が装着済みです。
左図の手順で取り外してください。
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※本体に印字されてい
るロックマーク側へ
【ツメやすりヘッド】を
回してください。

※外す際は、反対の手順で行ってください。

仕様

お問い合わせ

②電源

スイッチ

ロック オープン

ロック オープン

※本体に印字されて
いるオープンマー
ク側へⒶを回し
てください。

※付ける際は、反対の手順で行ってください。

凹部分 凸部分

凹部分 凸部分

DA-102

取 扱 説 明 書

このたびは、「2WAYフットアンドネイル
ケア」をお買い上げいただき誠にありがとう
ございます。 ご使用の前に本書内容をよく
お読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後も大切に保管し、必要な
ときにお役立てください。

保証書はこの取扱説明
書についています。必ず
お買い上げ日・販売店名の
記入を受けてください。

保証書
付き

名称
電源
各ヘッドの取り付け•取り外し方
使い方
お手入れ
安全上のご注意
こんなときは
お問い合わせ・仕様

①
②
③

④・⑤
⑥
ー
ー
　ー

ヘッド
付け替え
可能

電動ツメやすりバリカン

電　　　源

充電時間／定格時間※

本体 ・・・ 蓄電池（リチウムイオン電池 600mAh）

定格電圧／消費電力

約2時間／約60分

本体サイズ

材　　　質

AC100V 50/60Hz／　　　　　　　　　　　　　 約3W（充電時）

W32×D24×H165mm （バリカヘッド装着時）

重量／コード長さ 約95g （バリカンヘッド装着時）／約1m

（本体）ABS／（バリカンヘッド） ABS・POM・セラミック・ステンレス／（やすりヘッド）ABS・POM・スチール

（約20分使用したら、約10分休ませて掃除と注油をしてください。）

※［充電時間/定格時間］は、毛質や毛量、爪の質やサイズ、使用状況、電池の寿命（消耗度）などにより変わる場合があります。

※USB電源アダプターは別売です

【ツメやすりヘッド】 【バリカンヘッド】

本
　
体

本
　
体

③各ヘッドの取り付け•取り外し方

バリカンヘッド装着時：約0.58W
やすりヘッド装着時：約0.78W

※USB電源アダプターは別売です
必ず5V/1A～2.1Aを使用してください。

必ず5V/1A～2.1Aを使用してください。

1使用するヘッドを
交換します。

ロック オープン

Ⓐ

通電表示
ランプ

※本品は製造後にカットテストを行い、刃にオイルをさして出荷しています。
まれに毛クズやオイルがついていることもありますがご了承ください。
オイルは乾いた柔らかい布などで拭き取ってご使用ください。

やすり

ガイドキャップ

【ツメやすりヘッド】

オイル（約6ml）おそうじブラシ

本　体

【バリカンヘッド】

スイッチ
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USBケーブル

バリカン刃

※USB電源アダプターは別売です
必ず5V/1A～2.1Aを使用してください。

No.1



細いツメ用

太いツメ用

×

×

●上記「カットのコツ」を参考にキレイな足裏を保ってあげましょう。

◯

2WAYフットアンドネイルケア用
ツメヤスリヘッド
（品番 ： PDA-102-3）

2WAYフットアンドネイルケア用
バリカンヘッド
（品番 ： PDA-102-2）

2WAYフットアンドネイルケア用
USBケーブル
（品番 ： PDA-102-1）

足の裏

●約20分の使用ごとに、約10分休ませ、必ず掃除と注油をしてください。
●継続使用でなくても、合計約20分後は、掃除と注油をしてください。
●被毛の質・量や使用状態により、20分経たないうちに切れ味が悪くなる場合があります。
　その際は一旦使用を中断し、掃除と注油を行い、カットを再開してください。
●掃除と注油は、⑥「お手入れ」をお読みください。

お願い
バリカンは、刃の間に毛やくずが詰まると、切れ味が悪くなります。
その状態で刈ると皮膚などを傷つけますので、下記事項を必ずお守りください。

スイッチ1

2

3

注油をします。

本体のスイッチを入れます。

カットします。《一般的な使用例》

●注油をしないと、被毛がからまり、皮膚などを傷つけます。
●⑥「お手入れ」を参照して注油してください。

●モーター音に敏感なペットもいますのでペット
が嫌がるときは無理に使用しないでください。
徐々に慣らしてからご使用ください。

4掃除と注油をします。 （⑥「お手入れ」を参照）

おしりまわり

肛門周辺は、内から外に向けてカットしましょう。

足の裏の中央
付近を軽く押すと
指が開いてカット
しやすくなります。

パッド（肉球）を傷つ
けないように、指の
間の被毛を整えま
しょう。

■カットのコツ
その1

その2

その3

その4

クシ通りをよくしておきます。

被毛をおこして使います。

少しずつ整えます。

刃先についた毛はこまめに除きます。

★定期的な足裏ケアでスリップ軽減!

被毛がもつれていると上手にカットできません。
毛玉やもつれは、ペット用のハサミでタテ切り
して除去し、スクラッチャーやスリッカーなどで
抜け毛やむだ毛を取っておきます。

刃先に詰まった毛くずをこまめに取り除くこ
とも、重要なポイントです。

一気に仕上げようとして被毛を刈ると、刃に
被毛がからんだり、刃先が動かなくなること
があります。

ホコリやヨゴレを取り除くためきれいに
洗いましょう。シャンプーはリンス成分が
含まれていないものを！ 
被毛がしなやかになりすぎないよう、リンス
をしないのがコツです。

■カットの前にはシャンプーを！

湿った被毛は刃先にからまりやすく、事故
になると危険です。完全に乾かしてから
カットしてください。（スリッカーなどを併
用し、ふんわり立たせて乾かしましょう。）

■被毛はふんわりと乾かします。
被毛がからだに
沿っていると、なで
ているだけになっ
てしまいカットでき
ません。

クシを使って被毛を
おこしながらカット
しましょう。

足裏の余分な被毛をカットすることで、
フローリング等でのスリップ事故を予防
できます。

●切れ味を維持するために、必ず行いましょう。また、刃が手入れされていないとモーターに負荷
　がかかり、連続使用時間やモーターの寿命が短くなります。

●ペットや人がケガをしないよう、ペットのからだを支えます。ペットの習性や性質、状況をよく理解
してカットしてください。
●特に皮膚のやわらかい部分やたるみのある部分には細心の注意を払ってください。

足の裏の中央
付近を軽く押すと
指が開いてツメを
削りやすくなります。

パッド（肉球）を傷つ
けないように、ツメの
長さを整えましょう。

❸掃除します。

※刃の間に毛やくずが残っ
ていると切れ味が悪くな
るのできれいに取り除い
てください。

※油が不足すると、切れ味
が悪くなります。

❹注油をします。 【バリカンヘッドのみ】
上刃と下刃が接する矢印の部分(注油ポイント)に
1滴ずつ注油します。

❺空運転をします。
●本体に【バリカンヘッド】を取り付けてください。
（③-3「各ヘッドの取り付け・取り外し方」参照）

※初めて油をご使用になる
ときは、針などで容器の
先に穴をあけてからご使
用ください。

※針などの使用には、十分
ご注意ください。

※空運転中に、にじみ出たオイルはふき取ってくだ
さい。

付属のオイルを使い切った後は、市販されている
ミシン油で代用いただけます。
※お手入れが不十分な場合はうまくカットできない、
動かない、動きが鈍い、刃のバネが外れるなどの
不具合が発生しますのでご注意ください。

❷各ヘッドパーツをはずします。
（③「各ヘッドの取り付け・取り外し方」参照）

（⑤「ツメやすりの使い方」参照）

❶スイッチを切り、USBケーブルが接続
されている場合は本体から抜きます。

※絶対にスイッチを入れないでください。

本体にリチウムイオン電池を内蔵した商品です。
安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください。

警告
●5V/1A～2.1A以外のUSB電源アダプター※
以外は使用しないでください。
（火災、感電の原因に）
●専用のUSBケーブル以外を使用しないで
ください。
（火災、感電の原因に）
●火気や炎天下など、高温の場所に置いたり
充電しないでください。周囲温度が10～
40℃の場所で使用および充電してください。
（漏液、発熱、発火、破裂の原因に）
●コードの破損につながる行為はしないで
ください。傷つけたり、加工したり、無理に
曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、
重い物をのせたり、挟み込んだりしないで
ください。
（火災、感電の原因に）
●濡れた手で使用したり、濡れた被毛に使用し
ないでください。
（火災、感電、ケガの原因に）
●本体やプラグ接続部、USBケーブルは濡ら
したり水洗いしないでください。　　　　
（感電、ショートの原因に）
●風呂場、雨に当たる場所、水気・湿気の多い
所では使用しないでください。
（火災、感電の原因に）
●挿し込みのゆるいコンセント、ホコリのついた
USB電源アダプター※は使用しないでください。
（火災、感電の原因に）
●修理、改造は絶対にしないでください。
（火災、感電、ケガの原因に）
●お子様の使用、幼児の手が触れる場所での
使用、保管はおやめください。
（感電、ケガの原因に）
●お手入れの際はUSBケーブル/USB電源ア
ダプター※をコンセントから抜いてください。
（感電、ケガの原因に）

注意
●犬猫の被毛のカット以外の用途に使わない
でください。
●USB電源アダプター※を持ってコンセント
から引き抜いてください。
（コードを持って引き抜かないでください。）
●充電や交流使用時以外は、USB電源アダプ
ター※を接続しないようにしてください。
●バリカンの刃やツメやすりは精密ですので、
ぶつけたりして変形や割れをさせないでく
ださい。
●使用前にバリカンの刃やツメやすりに破損
がないことをご確認ください。破損があれば
使用を中止してください。
●ご使用前に必ず注油をしてください。
●ペットのからだに押しつけたり、皮膚・被毛
を傷つけないようにしてください。特に皮膚
に炎症があったり、アレルギー体質のペット、
皮膚が弱いペットは注意してください。
●ご使用中はバリカンの刃やツメやすりに触
れないでください。

スリップ
軽減！

バリカンヘッド

ツメやすりヘッド

交換品（別売）をご用意しています。
お近くの販売店でお買い求めください。

●刃の間に詰まった毛やくず、
ホコリを除きます。

※やすりに削りカスが残っ
ていると、研ぎ具合が悪
くなるのできれいに取り
除いてください。

●やすりに残った削りカスを
除きます。

●「ガイドキャップ」を取り外します。

お願い：ご使用後に毎回行ってください。

お問い合わせの前にもう一度チェックしてみてください。

よく切れない

刃のお手入れはしましたか？ 刃の掃除と注油をしてください。
（⑥「お手入れ」参照）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

刃の交換時期ではないですか？ 販売店で替え刃をお求めください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

刃に被毛が届いていますか？ ④「バリカンの使い方」を参照してください。

動かない

十分に充電できていますか？ ②「電源」を参照して
充電してください。

通電しながらカットする場合でも、USB電源アダプター※/USBケーブルを本体と
コンセントに接続して約3分待ってからカットをはじめてください。

USB電源アダプター※使用の場合は、奥まできちんと接続されていますか？
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
充電中、スイッチを切っていましたか？

※毛づまりやオイル切れによる過大な負荷の際に保護回路が働き自動停止します。
⑥「お手入れ」を参照して問題を取り除いてから、再度スイッチをONにしてください。

本体またはUSB電源アダプター※が熱い
充電時やUSB電源アダプター※で通電しながらカットする場合は、少し放熱しますが、
故障ではありません。ただし、異常に熱いときは使用を中止してください。

使用時間が短い
正しく充電しても、使用時間が著しく低下したときは、リチウムイオン電池の寿命
とお考えください。リチウムイオン電池の寿命は使用状況により異なります。本品
はリチウムイオン電池の交換はできませんので、リチウムイオン電池の寿命が来た
ときは、新しいバリカンに買い替えてください。

●充電時間は10時間を超えないでください。
●次のようなときは、使用を中止してください。
※作動がおかしいとき。異常な音がする、
煙が出る、変な臭いがするとき。

※USB電源アダプター※や本体が異常に
熱いとき。

　（少しあたたかい程度は正常です。）

安全上のご注意

こんなときは

⑤ツメやすりの使い方 ⑥お手入れ

④バリカンの使い方

カット前 カット後

注油ポイント

●ペットや人がケガをしないよう、ペットのからだを支
えます。ペットの習性や性質、状況をよく理解して
削ってください。

※ツメが長すぎる場合は、あらかじめツメ切り等でカッ
トしてから仕上げ磨きとしてご使用ください。

やすり

ガイドキャップ

■ツメの太さに合わせて選べる
ガイドキャップ付きです。

ガイドキャップを 
外せば大型犬にも対応！

※矢印の方向に回して「ガ
イドキャップ」を外します。

※取り付ける際は、反対の
手順で行ってください。

やすりをかけます。《一般的な使用例》

※USB電源アダプターは別売です
必ず5V/1A～2.1Aを使用してください。

水洗いはできません
ご注意




