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■カットのコツ

クシ通りをよくしておきます。

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。
※弊社品「パーフェクトグルーム」のご利用をおすすめします。

その1

被毛がからだに沿って
いると、なでている
だけになってしまって
カットできません。

コームを使って被毛
をおこしながらカット
しましょう。

その2 被毛をおこしてアタッチメントを使います。

少しずつ整えます。

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。

その3

刃先についた毛はこまめに除きます。

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。
細くてやわらかい毛質の場合は、刈り取った毛が刃
の中に詰まりやすく切れ味が悪くなります。そのよ
うな場合はお手入れ方法を参考に詰まった毛を取
り除いてご使用ください。

その4

■猫の場合
猫の毛をカットするコツは、毛先が逃げないようにすること！
しなやかな毛質であるほどに、スルリと刃先から逃げてしまいます。
図のように、クシや指を使って被毛をおこし、バリカンの刃先に毛が届くようにしましょう。

●上記「カットのコツ」もご覧ください。

◯

バリカンの使い方バリカンの使い方

スイッチ

電池カバー

〈クシの使用例〉 〈指の使用例〉

取 扱 説 明 書
このたびは、「コードレスバリカン フットケアセット」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。

DP-385
商品仕様

セット内容／各部名称／電池の入れ方
セット品を使ったお手入れの流れ
バリカンのアタッチメントの取り付け•取り外し方
バリカンの使い方
バリカンのお手入れ
バリカンの安全上のご注意
こんなときは（バリカン）
お問い合わせ／【保証書】
商品仕様

1・2
3
3

4～6
7
8
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10
11

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

必需品4点セット！

セ
ッ
ト
品

材 　質

※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。
まれに毛くず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。

本体

おそうじブラシ

刃

オイル

アタッチメント

（3/6mm）

刈り高さはアタッチメント裏側に
刻印されています。

ハサミ ツメやすりツメ切り

ストッパー

グリップ

セット内容／各部名称

バリカン

バリカンのアタッチメントの取り付け•取り外し方

電池の入れ方

※刈り高さは目安です。被毛の質や状態、カットの仕方により異なる場合があります。
刈り高さはアタッチメント裏側に刻印されています。

■アタッチメントとは
3mmまたは6mmの長さに切り揃えられる、便利なバリカン取付けパーツです。
２ウェイタイプ。
（アタッチメントを付けないときの刈り高さは1mmです。）

〈取り付け方〉
刃先に合わせ、
カチッと押しはめます。

〈取りはずし方〉
図のように指をかけて
はずします。

■取り付け・取りはずし方

お問い合わせ

■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

電 源

定 格 時 間※

乾電池 （アルカリ単3電池 1本） ※乾電池は別売

本 体 サ イ ズ

材 　質

W30×D26×H140mm

重 量 約68g （アタッチメントを除く）

（本体）・（アタッチメント） ABS （刃） ステンレス、セラミック
※定格時間は、毛質、毛量、電池等の差により短くなることがあります。

約40分 （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。） 
バ
リ
カ
ン

【ハサミ】 （ハンドル） ABS （本体） ステンレス
【ツメ切り】 （ハンドル） ABS・エラストマー （本体） ステンレス
【ツメやすり】 （ハンドル） PVC （本体） ステンレス

No.1

■電池を入れます
1電池カバーを取りはずします。
図のように、電池カバーを
スライドしてはずします。

3電池カバーを取り付けます。
電池カバーを押し込み、スライドさせます。

セット品を使ったお手入れの流れ

伸びた被毛をはじめ、指の間、お尻付近など
の余分な被毛をカットします。
※親指だけを動かすようにして切るのが、カット上達のコツ。
※被毛に強固な毛玉やもつれがあれば、少しずつ切り込
みを入れてほどきます。このとき、毛がはえる向きと同
方向に切り込みを入れるのがコツです。

■ハサミで余分な被毛をカット。

※ツメを切りすぎた場合は、出血しやすくなります。磨きすぎ
ないように調節してください。

パッド（肉球）を軽く押さえてツメを出し、整え
たいところからツメの先に向かって、すべらせ
るようにして磨きます。

■ツメやすりでツメ先を整えます。

※コツは、いきなり深く切らないこと。ツメを光にかざすなど
して、血管や神経の確認を。見にくい場合はさらに慎重に、
少しずつカット。組織液や血液がにじむ前に切り終えてく
ださい。

パッド（肉球）を軽く押さえてツメを出し、少し
ずつ切ります。

■ツメ切りで伸びたツメをカット。

パッド(肉球)を傷つけないよう、指の間の被毛を
整えましょう。また、刈る長さの調節やスタイル
式カットができる2種類のアタッチメントを使っ
てのトリミングも可能です。（3/6mm）

■バリカンで足裏～全身カットまで！

バリカンの安全上のご注意

警告
●火気や炎天下など、高温の場所に置かないで
ください。
（漏液、発熱、発火、破裂の原因に）
●電池の性能維持のため、周囲温度が10℃～
40℃の場所でご使用ください。

●電池の誤使用による漏液や破裂の危険がない
ように、次のことを守ってください。
※電池の表示に従い正しく使用すること。
※電池の向きを正しく入れること。
※使用後はスイッチを切ること。
※定期的に点検（振動・漏液など）すること。
※1ヵ月以上使用しないときは、電池を取り出
　しておくこと。

●万一、電池が漏液して液が目に入ったときは、
こすらずすぐにきれいな水で十分に洗った後、
直ちに医師の治療を受けてください。
（目の障害の原因に）
●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）

●電池が漏液したり、異臭がする場合はすぐにス
イッチを切り、直ちに火気より遠ざけてください。
（発火、破裂する原因に）
●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）
●本体は濡らしたり、水洗いしないでください。
●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）
●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。

注意
●犬、猫の被毛カット以外には使わないでください。
●使用前に刃の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。

●ペットの傷口、目、口、肛門の周囲に使用する
ときは、本品が各部に直接ふれないようにして
ください。
●ご使用中は刃に触れないでください。
●アルコール、ベンジン、シンナーなどを使わな
いでください。

　（変質・変形・変色の原因に）

バリカンのお手入れ

②刃をはずします。
刃に親指をあてて矢印の方向に押して、はず
します。刃を落下させないように、片方の手で
刃を受けてください。

①スイッチを切ります。

●油が不足すると、切れ味が悪くなります。

●絶対にスイッチを入れないでください。

④注油します。
上刃と下刃が接する矢印の部分（下図の↓参
照）に1滴ずつ注油します。

フック

×

◯
※刃に直接触れずに厚手の布
等をかけて押してください。

※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。

⑤刃を付けて空運転します。
空運転中に、にじみ出たオイルはふき取って
ください。

※初めて油をご使用に
なるときは、ハサミで
容器の先を切ってか
らご使用ください。

※お手入れ不足の場合
バネが外れる場合が
あります。ご注意くだ
さい。

■注油をします。
注油をしないと、被毛がからまり、皮膚などを傷つけます。
※7ページからの「バリカンのお手入れ」を参照して注油してください。

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。

●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。
●続けて使用していなくても、合計約20分使用したら、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にぶ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、7ページからの「バリカンのお手入れ」をお読みください。
※長時間ご使用の際は替え刃（別売）と交互に使用されることをおすすめします。

おねがい
バリカンは、刃の間に毛やくずが詰まると、切れ味がにぶります。
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。

■コームやブラシでよくとかし、
毛玉やもつれを取り除きます。

■汚れがひどい場合にはシャンプーをし、
被毛はふんわりと乾かします。
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。
湿った被毛は刃先にからまりやすく、事故につながり危険です。
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。）

■掃除と注油をします。
切れ味を維持するために、必ず行いましょう。
また、刃の手入れをしないとモーターに負荷がかかり、連続使用時間が短くなります。
※7ページからの「バリカンのお手入れ」を参照して注油してください。

お好みの長さに整えましょう。お好みの長さに整えましょう。

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。

★足の裏

マズル（口吻）を固定し、少しずつ整
えましょう。

★口まわり

肛門周辺は、内から外に向けてカッ
トしましょう。

★おしりまわり

■カットします。《一般的な使用例》

♥肩・首～背中 ★おなかまわり

■本体のスイッチを入れます。
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。

カットをする前に..
カットの使用例

カットが終わったら...

毛玉やもつれがあると、スムーズなカットの妨げと
なります。優しくほぐすようにとかし、毛玉やもつれ
を取り除き、被毛を整えてあげましょう。
毛先からはじめ、被毛のつけ根から毛先に向かって、
少しずつとかします。首まわり→胴まわり→背中→
尾→足の順にご使用ください。

替え刃（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。

コードレスバリカン フットケアセット用 替え刃
（品番PDP-385-1）

本体側凹み フック

1.フックを差し込みます。 2.押しはめます。

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。

おねがい 使用後に毎回行ってください。※使用中でも切れ味が悪くなったら都度行ってください。

③掃除します。
レバーを上から押さえ、刃の間に詰まった毛
やくず、ホコリを除きます。
●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。

レバー

バネは絶対にはず
さないでください。

刃

本体

スイッチ

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。

※下記「バリカンのアタッチメントの取り付け方・取り外し方」、
5ページからの「バリカンの使い方」を参照してください。

カットの
POINT

♥身だしなみカット：３㎜以上
毛並みに沿って使用しましょう。

★部分カット：１㎜
毛並みに逆らって使用しましょう。

+－

2電池を入れます。

●マンガン乾電池を使うと使用時間が短く
なります。アルカリ乾電池をご使用ください。
●◯◯を間違わずに入れてください。

電池ケース内側の◯◯表示に合わせて
アルカリ単3電池（1本）を正しく入れます。

+－

ハサミ ツメやすりツメ切りバリカン

カット前 カット後

★

♥

♥

★

★

スリップ
軽減！

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。

こんなときは（バリカン）

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。

本体が熱い

使用中は電池が放熱しますので多少は熱くなります。
しかし、異常に熱いときは使用を中止してください。

よく切れない

刃のお手入れはしましたか？
刃の掃除をして、刃に詰まった毛や
くずを除き、必ず注油してください。
（7ページ「バリカンのお手入れ」参照）

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

刃の交換どきではないですか？ 販売店で替え刃をお求めください。

電池の交換どきではないですか？ 新しい電池と交換してください。

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

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

刃に被毛が届いていますか？ 6ページ「バリカンの使い方」の
カットのコツを参照してください。

使用時間が短い

1ヶ月以上放置されていませんか？
新しい電池と交換してください。
また、1ヵ月以上使用しないときは、
電池を取り出しておいてください。

動かない

電池の入れ方は正しいですか？
本体の電池ケースの表示を
ご確認ください。

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

電池の交換どきではないですか？ 新しい電池と交換してください。

小型種の全身カットや、大型種の部分カットにも！




