
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。

本体またはACアダプターが熱い

充電する場合またはAC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。

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。
（11・12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。

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

刃に被毛が届いていますか？ 9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。

動かない

十分に充電できていますか？ 5ページ「バリカンの電源」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も、ACアダプター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。

AC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？

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、蓄電池の寿命とお考えください。蓄電池
の寿命は使用状態により異なります。本品は蓄電池の交換はできませんので、蓄電池の
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。

半年以上放置されていませんか？ 蓄電池を活性化するため、約12時間
充電した後にお使いください。

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
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★
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♥
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★

取 扱 説 明 書
このたびは、「コードレスバリカン トリミングセット」
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-386
商品仕様

電 源
ACアダプター ・・・・・・ AC100V 50-60Hz共用

充電時間／定格時間※

本体 ・・・・・ 蓄電池（ニッケル水素電池 300mAh×2 /600mAh）

定格電圧／消費電力

約12時間／約40分

本 体 サ イ ズ

材 　質

AC100V 50/60Hz／約3.0W（交流式使用時） 約0.9W（充電時）

W45×D38×H162mm

重 量 ／コード長さ 約118g （アタッチメントを除く）／1.75m

（本体）・（アタッチメント） ABS・ラバー （固定刃） ステンレス （可動刃） セラミック
※［充電時間/定格時間］は、毛質や毛量、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。

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

コーム ハサミ ツメやすりツメ切りバリカン

スターター5点セット！

※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。

ACアダプター

本体 アタッチメント

おそうじブラシ

コード
スイッチ

刃

プラグ

オイル

（3/6mm） （9/12mm）

刈り高さはアタッチメント裏側に刻印されています。

通電表示
ランプ

ハサミ

ツメやすりツメ切り

ストッパー

グリップ

コーム

粗目

細目

9mm

12mm

3mm

6mm

1 刈り幅を決める。

2 選んだアタッチメントに
刃先を合わせて取り付ける。 3 外すときは親指をかけて、

片側ずつ外す。

バリカンのアタッチメントの取り付け•取り外し方

※3mm/6mm、9mm/12mmの長さに切り揃えられる、便利なパーツです。

※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多少異なる場合があります。

お好みのアタッチメントを
選んでご活用ください。

刈り高さはアタッチメント裏面に
刻印されています。

OFF

バリカンの電源

1
■充電するとき

電源（スイッチ）を
切ります。 2 プラグを

つなぎます。
コンセントに
差し込みます。

3 約12時間充電します。初回使用時や、
半年以上使用していない場合は、
赤ランプが緑のランプに
切り替わるまで充電してください。
●蓄電池を使用せずに長く放置すると不活
性状態になり、充電されにくくなります。

●不活性状態のときは、充電をはじめても
通電表示ランプが点灯しない場合があり
ます。そのまま充電すると点灯し、そして
約12時間充電した後は、蓄電池は活性状
態に戻ります。

ランプ消灯

赤ランプ点灯

緑ランプ点滅

スイッチ

スイッチ

4 充電が終わればACアダプターを抜き
ます。
●充電が完了すれば、緑のランプに切り替わり
ます。
●1回のフル充電で、合計約40分使えます。
※毛質や毛量、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。

バリカンの使い方

■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。
※11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。

●使用後は掃除と注油をして保管してください。（掃除と注油は、11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、事故になつながり危険です。
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。）

ON

スイッチ

■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。
※11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。

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。

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。

★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

♥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。

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

〈コームの使用例〉

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。

■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...

1 2

■交流式で使うとき

プラグを
つなぎます。

コンセントに
差し込みます。

●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。
●蓄電池が放電した状態の場合、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。

※充電しながらスイッチを入れると、ランプは緑色に点滅します。
※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。

※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。）

×

×

■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。

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。

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、コーム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。

〈コームの使用例〉 〈指の使用例〉

◯

セット品を使ったお手入れの流れ

バリカンの使い方

※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。

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。

■コームを使って被毛をとかします。

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。

※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。

刈る長さの調節やスタイル式カットができる
4種類のアタッチメントを使い、トリミングします。
（3/6mm、9/12mm）

■バリカンでお好みの長さに！
1.刃を取りつけます。

押しはめます。

2.空運転し、オイルをなじませます。

⑤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。

本体

※油が不足すると、切れ味が悪くなります。

⑥注油をします。
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。

⑦刃を付けて空運転します。

※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。

刃
レバー

バネは絶対にはず
さないでください。

フック

※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。

バリカンの安全上のご注意

警告

本体にニッケル水素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。

●交流100V以外の電源および付属のAC
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）

●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、ACアダプターは濡ら
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）

●差し込みのゆるいコンセント、ホコリのついた
AC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）

●手入れの際はAC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）

●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。

※ACアダプターや本体が異常に熱いとき。

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。

●AC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、ACアダプターを
接続しないようにしてください。

●刃は精密ですので、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。

●ご使用中は刃に触れないでください。

バリカンのお手入れ

③刃を水道水で洗います。

④刃をよく乾かします。
軽く4～5回振った後に水気をふき取り、タオ
ルなどの上に置いて乾かします。
※直射日光の当たる所や高温になる所、ドライヤー等
では絶対に乾かさないでください。
※本体やACアダプターは絶対に水洗いしないでくだ
さい。

 お ね が い
ご使用後に毎回行ってください。

①スイッチを切り、プラグが接続
されている場合は本体から抜
きます。

※刃に直接触れずに厚手の布等をかけて押して
ください。

×

◯

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。
●絶対にスイッチを入れないでください。

セット内容／各部名称

バリカン

フック本体側凹み

※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。

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 ベーシック用 替え刃
 （品番PDP-316-1）

※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。）

【コーム】 スチール（メッキ） ／ 【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

バ
リ
カ
ン

セ
ッ
ト
品

材 　質

（　　　　　　　 ）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。

カットの
POINT

1・2
3
4

5・6
7～9
10

11・12
13
14
15

セット内容／各部名称
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
バリカンの電源
バリカンの使い方
バリカンの安全上のご注意
バリカンのお手入れ
こんなときは（バリカン）
お問い合わせ／【保証書】
商品仕様

※4ページの「バリカンのアタッチメントの取り付
け方・取り外し方」、7ページからの「バリカンの
使い方」を参照してください。
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