
取 扱 説 明 書
ご使用の前に必ずお読みください。

このたびは、「トルネードエアードライヤー」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。

各部名称
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・保証書
製品仕様・保証規定
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製品仕様

保証書
付き

DA-223

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。

品 　 　 　 名
電 　 　 　 源
定 格 時 間
定格消費電力
安 全 装 置

ス イ ッ チ

コ ー ド
サ イ ズ
重 　 　 　 量
材 　 　 　 質

トルネードエアードライヤー
AC100V (50/60Hz) 
約20分(※約20分の使用ごとに、約10分休ませてください。)
1200W
温度過昇防止装置 (サーモスタット・温度ヒューズ)
【風量】OFF→弱(LOW)→強(HIGH) ／
【温度】冷(COOL)→低(WARM)→高(HOT) ／ワンタッチ冷風(長押し)
約1.7m
約W245×D85×H280mm (コード含まず)
約600g (トルネードアタッチメント装着時)
本体・各アタッチメント：PC



各部名称

1

【本体】

トルネード
アタッチメント

ノーマル
アタッチメント

スイッチ 

可動式スタンド
吹出口

電源コード

フック穴

ハンドル

吸込口

電源プラグ

ワンタッチ
【冷風切り替えボタン】(長押し)

【温度】スイッチ
　 冷 …… (COOL)
　 低 …… (WARM)
　 高 …… (H O T)

【風量】スイッチ
　 停止 … (OFF)
　 弱 …… (LOW)
　 強 …… (HIGH)

トルネードアタッチメント

2

●アタッチメントの取り付け・取り外し方法
【取り付け方法】

※写真・イラストはイメージです。

アタッチメント中央の
「エアーフローローラー」が
回転することで
「トルネードエアー」が発生し
熱をムラなく分散！
ペットのヤケドを防ぎます。

エアーフローローラー

トルネードエアーとは

ペットにやさしいドライヤー

使い方

アタッチメントを本体の吹出口に
矢印の方向へカチッと音がなるよ
うに取り付けます。

【取り外し方法】
本体とアタッチメントを同時に持ち
矢印の方向に引っ張り、取り外して
ください。

カチッ パキッ

※パキッと折るような
　イメージで。



使い方
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テーブルや平らな場所

可動式スタンドを矢印の方向に起こし、
ひっくり返して平らな場所に置いてください。
ドライヤーが自立し、ハンズフリーの状態で使用できて便利です。

●可動式スタンドのセット方法

使い始めの頃は、本体からわずかに煙が出たり、
異臭を感じることがありますが、これは発熱
体の正常な動きによる現象によるものです。
健康上・安全上問題ありません。
数回使用するうちに徐々におさまります。

使い始めの煙や異臭について 電源について

電源プラグは、必ず家庭用コンセント(AC100V 
50/60Hz)に直接つないでご使用ください。

可動式スタンド

左右の　　部分辺りを内側に向かって

押しながら可動式スタンドを起こして

ください。

※可動式スタンドに強い力がかかると、破損するおそ
れがありますのでご注意ください。

※吸込口付近にタオルなどを置かないでください。吸込
口をふさぐと事故や故障のおそれがありますので
ご注意ください。
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●ご使用の手順
①シャンプーの後、乾いたタオルでしっかりとペットの被毛から水分を取ります。
・乾いたタオルでやさしく押し当てるように、水分を吸い取ってください。
・ブラシやコームなどで被毛の絡み・もつれをよくほぐしてください。

②使用シーンに合わせてアタッチメントを選んで取り付けてください。
・ 吹出口付近は高温になります。
  ドライヤーの熱がペットの体の一部に集中するのを防ぐため、
   トルネードアタッチメントの使用をおすすめします。
※アタッチメントの種類や有無にかかわらず、吹出口をペットに近づけすぎないでください。
※トルネードアタッチメントのエアーフローローラーに被毛をからませないようにご注意ください。
※アタッチメントの取り付け・取り外し方法はP2を参照してください。

④乾き具合を確認しながら、【温度】と【風量】スイッチを調整してください。
 ・タオルやブラシを併用することでより乾きやすくなります。
※約20分の使用ごとに、約10分休ませてください。
※必ずペットの様子を確認しながら乾かしてください。

⑤乾かす作業が終わったら、【風量】スイッチを停止(OFF)にして
　電源を切り、電源ブラグをコンセントから引き抜いてください。

③【温度】スイッチを低(WARM)または高(HOT)にし、
　【風量】スイッチを停止(OFF)から強(HIGH)に合わせ、
　ペットの被毛に温風を当ててください。

※初めてペットに使用する際は、【温度】スイッチを低(WARM)と
　【風量】スイッチを弱(LOW)に合わせ、
　様子を見ながらご使用ください。

【温度】スイッチ 【風量】スイッチ

トルネード
アタッチメント

ノーマル
アタッチメント

高温・低温設定時でも ［冷風切り替え

ボタン］を押している間は冷風が出ます。 

乾き具合を確認しながらご使用ください。
冷風切り替えボタン



安全上のご注意
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使い方

お手入れ

5

定格15A以上・交流１００V以外の電源は使用しないでください。

●関連商品
別売の「DA-224 ハンズフリースタンド ドライヤー用」を
使っていただくと高さや角度を調整でき便利です。

●お手入れの手順
①お手入れを開始する前には必ず電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。
　事故や故障の原因となりますので、ドライヤー本体は絶対に水洗いしないでください。

・火災や感電、故障の原因となります。

海外では使用しないでください。
・火災や感電、ケガのおそれがあります。
・本製品は日本国内専用です。

本体や電源コード等の分解、改造は絶対にしないでください。
・火災や感電、ケガのおそれがあります。

電源プラスはすぐに手が届く位置にある家庭用コンセントに接続してください。
・手が届きにくい場所にある場合、異常があったときに対応が遅れるおそれがあります。
・本体の電源を切っただけでは、完全に電力を遮断できません。
 異常が生じたときには、すぐに電源プラグを家庭用コンセントから抜いてください。

電源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、重いものをのせたり、
挟み込んだりしないでください。

・火災や感電、故障の原因となります。

濡れた手で使用しないでください。
・感電、ショートの原因となります。

電源コードや電源プラグが傷む、熱くなる、コンセントへの差し込みが
ゆるい場合は使用しないでください。
・火災や感電、故障の原因となります。

風が出たり出なかったりする場合は使用しないでください。
・火災や感電、故障の原因となります。

吸込口や吹出口をふさいだり、異物を入れないでください。
・火災や感電、故障の原因となります。

警告 誤った取扱をした時に人の死亡や重傷などに
結びつく可能性が想定されるもの。

②表面の汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布などに少量浸し、
　固く絞った後拭き取ってください。その後、乾いた布で乾拭きしてください。

誤ったご使用方法は火災や感電、故障の原因となり
ますので、注意、及び警告事項は必ずお守りください。

※アルコール、シンナーやベンジンを
使用すると表面のコーティングが
傷み変色するおそれがあります。
絶対に使用しないでください。

※吹出口や吸込口にホコリや異物
などが目詰まりすると、内部が過
熱状態となりサーモスタット(温度
過昇防止装置)が作動し、冷風に
変わる場合があります。更に目詰
まりが強い場合や吸込口がふさ
がれてしまい内部温度が急上昇
すると、温度ヒューズが働き事故
を防止します。（温度ヒューズが働
くと再復帰しませんのでご注意く
ださい。）定期的にチェックし、掃
除を行ってください。

※吸込口カバーを外したまま使
用しないでください。故障や
事故の恐れがあります。

回して外すアタッチメットの
取り外し方(P2参照)

吸込口カバー

ブラシなど
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安全上のご注意

7

電源プラグを抜き差しするときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを
持って行ってください。
・感電、ショートの原因となります。

吹出口には手やペットの体が触れないうようにしてください。
・やけどのおそれがあります。
・使用中または使用後の取り扱いにも十分注意してください。

風呂場、雨に当たる場所、水気・湿気の多い場所では使用しないでください。
・火災や感電、故障の原因となります。

ベンジン・シンナー・スプレーなど(引火性のもの)の近くで使用しないでください。
・火災、引火、爆発などのおそれがあります。

電源スイッチを入れたまま、放置しないでくだいさい。
・火災や感電、故障の原因となります。

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。
・火災や感電、ケガのおそれがあります。

使用後は電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから引き抜いてください。
・火災や感電、故障の原因となります。

吹出口が破損したまま使用しないでください。
・やけどのおそれがあります。

落としたり、ぶつけたりしないでください。
・火災や感電、故障の原因となります。

保管時に、本体にコードを巻き付けたりねじらないでください、
・火災や感電、故障の原因となります。

本体のお手入れの際は、必ず電源プラグを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。

業務用として使用せず、不特定多数の人が使用する場所に置かないでください。
・連続使用により過大な負荷がかかり、故障の原因となります。

警告 誤った取扱をした時に人の死亡や重傷などに
結びつく可能性が想定されるもの。

使用中は、犬猫の被毛が吸込口に吸い込まれないように注意してください。
・ケガをしたり、被毛が切れるおそれがあります。

注意 誤った取扱をした時に、人が損害を負う可能性や
物的損害のみの発生が想定されるもの。

（温度ヒューズが働くと再復帰しませんのでご注意ください。）
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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

9

こんなときは

電源コードが断線しかけている可能性が
あります。

サーモスタット（温度過昇防止装置）が働
いているため、ヒーター (電熱線)への通
電が停止します。
(サーモスタットは約105℃で作動します。)

すぐに使用を中止し、
お買い上げの販売店または
弊社お客様相談室にご相談ください。

こんな場合は 確認事項(原因)

●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。
対処方法

電源コードや電源コードの
接続部が異常に熱い。

本体と電源コードの
接続部が異常に熱い。

風が出ない時がある。

風が出たり出なかったりする。

異常な音や振動がする。

本体やハンドルが異常に熱い。
またはハンドルが変形している。

温風使用時に冷風に
切り替わってしまう。

風は出るが温風が出ない。

風量が少なくなった。
温風の温度が高くなったと感じる。

焦げくさい臭いがする。

すぐに使用を中止し、
お買い上げの販売店または
弊社お客様相談室に
ご相談ください。

※1:連続使用によってある程度の熱は発生します。

※1

※1

※1

※1

温風と冷風の切り替え時に、
吹出口から火花が見える。

吸込口または吹出口に、ホコリなどの異物が
付着していませんか?

吸込口または吹出口に、ホコリなどの異物
が付着していませんか?

連続使用時間が長くなっていませんか?

吸込口または吹出口に、ホコリなどの異物
が付着していませんか?
連続使用時間が長くなっていませんか?

吸込口を手やペットの毛などでふさいで
いませんか?

※気温の変化でも温風の温度は変化し
ます。

電源を切り、電源プラグからコンセントを
抜いて付着しているホコリなどの異物を
取り除いてください。

しばらく風を出した後に停止(OFF)して
から数分待ち、本体が冷めた後もう一度
ご使用を開始してください。

吸込口を手でふさがないようにしてご使用
ください。
約20分の使用ごとに、約10分休ませてください。

吸込口を手でふさがないようにしてご使用
ください。
約20分の使用ごとに、約10分休ませてください。

温風が異常に熱い。

コンセントの差し込みがゆるくありませんか? きちんと電源プラグをコンセントに差し入れ
てください。　電源プラグが異常に熱い。

※目詰まりが強い場合や吸込口がふさがれてしまい内部温度が急上昇すると、温度ヒューズが働き事故を防止します。
　温度ヒューズが働くと再復帰しませんのでご注意ください。また、定期的にチェックし掃除を行ってください。

吸込口や吹出口の異物を取り除いてくだ
さい。 (P5の「お手入れ」参照)

吸込口や吹出口の異物を取り除いてくだ
さい。 (P5の「お手入れ」参照)


