
HL-105　フェイス専用

取扱説明書（保証書付）

商品の使い方に関するお問い合わせはオムロン
健康相談室がお答えします。 ダイヤルは正確に。
フリーダイヤル むろん オムロン

A 0120-30-6606
※商品の故障および修理の依頼につきまして
は取扱説明書に記載のオムロンフィールドエ
ンジニアリング㈱にお問い合わせください。

広げてお読みください

も く じ

オムロン健康相談室

このたびは、オムロンコスメティックシェーバーHL-105をお買いあ
げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説
明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。保証書も兼ねて
いますので大切に保存してください。
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● ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの
上、正しくお使いください。

● ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂
き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するた
めのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切
迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じ
ることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分して
います。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず
守ってください。

●記号は行為を強制したり指示したりする内容
を告げるものです。図の中に具体的な指示内容
（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜
いてください）が描かれています。

絵
表
示
の
例

○記号は禁止の行為であることを告げるもので
す。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の
場合は分解禁止）が描かれています。

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる
所に必ず保管してください。

警告 人が死亡または重傷を負う可能
性が想定される内容。

人が傷害を負う可能性及び物的損
害のみの発生が想定される内容。注意

表
示
に
つ
い
て

特　長 安全上のご注意

マユペン感覚で
お肌のお手入れがカンタンに！

1. お肌にやさしくウブ毛をカット
表情が明るくなり、
化粧のノリが良く
なります。

2. おしゃれで使い易い
シンプル & ナチュラルデザイン

持ち運びに便利だから、いつでもどこでも
お手入れができます。
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コスメティックシェーバーに関する安全上のご注意

4

お手入れの際は必ずスイッチを
OFFにしてください。

ご使用の前に必ず刃の状態（変形
破損、取り付け状態など）を確認
してください。

カミソリまけしたり、アレルギー体質などお肌に異常がある方や、
吹き出物のある部分には使用しないでください。

肌を傷つけることがあります。

刃は強く押さえないでください。

注意

修理技術者以外の人は、分解したり
修理をしないでください。
火災・感電・ケガの原因となります。修理は
お買いあげの販売店または当社指定のお客様
ご相談窓口にご相談ください。

警告

ケガをすることがあります。

アルカリ乾電池に関する安全上のご注意

警告

OFF

肌を傷つけることがあります。

注意

● ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでくだ
さい。アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱
破裂の原因となります。

● 万一、アルカリ性溶液がヒフや衣服に付着した場合に
はきれいな水で洗い流し、眼に入った時はきれいな水
で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

●(＋)、(－)を正しく入れてください。

● この電池は充電式ではないので、充電すると液もれ
破損のおそれがあります。

● 使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。

● 電池に直接ハンダ付けしないでください。

● 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。

下記のことを必ず守ってください。電池の使いかたを間違
えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やケガ
などの原因となります。
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※ 乾電池は別売りです。

●図のように刃部の先端を
持ち、電池カバーをスラ
イドさせて抜きます。

各部のなまえ

本　体

刃　部

乾電池の入れかた

2. 単４形アルカリ乾電池を
入れる
●極性を合わせ、＋ 側を先
に差し込み、ー 側を押し
込みます。

●電池を外す時は ＋ 側から
外します。

1.電池カバーを外す
スイッチは必ずＯＦＦにして

使用後は必ずキャップ
をかぶせてください。

キャップ

裏側

上にスライドさ
せるとＯＮにな
ります。

スイッチ

電池カバー

O N

電池カバー

刃部取り外しボタン

● 単４形アルカリ乾電池をご使用の場合は、１回５分として
週２回の使用で約６週間使えます。

＋

ー

スイッチ部

電池カバー切り欠き部

3.電池カバーを取り付ける
●電池カバーの切り欠き部と
スイッチ部を合わせ、奥ま
で押し込みます。

使用回数の目安
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保　証　規　定
1. 取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合にはお
買い上げ後１年間、無償修理いたします。

2. 無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を
添えてお買い上げの販売店、オムロン㈱の支店またはオムロン
フィールドエンジニアリング㈱のネットワークに依頼または送
付してください。なお、送付の場合はオムロン㈱の支店または
オムロンフィールドエンジニアリング㈱までの送料の負担をお
願いします。

3. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障およ

び損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や

電源の異常電圧による故障および損傷。
（ニ）本書の提示がない場合。
（ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入

のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
（ヘ）消耗部品。
（ト）故障の原因が本製品以外に起因する場合。
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管して
ください。

5. この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償
修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお
客様の法律上の権利を制限するものではありません。

7

ご使用の前に
■必ずお守りください

●ご使用前には必ず化粧を落として
お肌をよく乾かしてください。

● 石けんや乳液は使用しないでくだ
さい。

素肌に使用してください。

顔、エリ足以外は使用しないでく
ださい。

お肌の敏感な方は、目立たない部分で軽く試し剃
りをしてください。

お肌の敏感な部分やニキビ
吹出物などのある部分には
使用しないでください。

●顔専用です。ワキ、髪の毛、鼻の中には
使用しないでください。

ク
リ
ー
ム
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ご使用方法

肌

刃を寝かせて肌にそわせる。
（刃は軽く当てる。）

● 顔の表情を変えたり
片方の手で肌を伸ば
したり、持ちかたを
替えるなど工夫しま
す。

● 髪はカチューシャや
ヘアバンドを利用し
て固定します。

剃る部分に合わせて、矢印の方向にゆっく
りと動かす。

お手入れのポイントこのたびは、オムロン健康機器を、お買い求めいただきあ
りがとうございます。本機は厳重な検査を行ない高品質を
確保しております。しかし通常のご使用において万一、不
具合が発生しましたときは、裏面の保証規定によりお買い
上げ後、一年間は無償修理いたします。�

品 質 保 証 書�

※本機の保証は、日本国内で使用の場合に限ります。�
　This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいてください。�

発売元�

　　　　　　　　　　　　　健康統轄事業部�
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10  TEL.03(3436)7092

品　名�

型　式

ご芳名�

ご住所�

TEL

オムロンコスメティックシェーバー�

HL-105　　　製品No.�

�

�

　（　　　）�

お買い上げ店名�

住　所�

　　　　　　　 TEL 　　（　　　）�

お買い上げ年月日　　　 年　　 月　　 日�

印�

9026161-9A



額

首すじ エリ足

9

ほほ 鼻の下
顔の中央から外側へ。

手で肌を伸ばしながら。下から上に向けて。

生え際から顔の中央へ
その後逆に生え際へ。

マユの上 眉間
マユの手前2～3mm
上までにとどめる。

マユの下
まぶたを手で押さえて
肌を伸ばしながら。

持ちかたを替えながら。

鼻下をのばして。

手で肌を伸ばしながら。

( )

10

● 本体の水洗いは、絶対にしないでください。また、湿気の多
いところに放置しないでください。故障の原因になります。

● お手入れに揮発性のものを使用しないで
ください。汚れは、中性洗剤を含ませた
布で拭き取ってください。

快適な切れ味を保つために、ご使
用のたびに掃除してください。お掃除のしかた

スイッチは必ずＯＦＦにして

1. 刃を外す
1 刃部取り外しボタン
を矢印の方向にスラ
イドさせながら。

2 刃部の先端をつまみ、矢印の
方向に折り曲げるようにして
外す。

1 刃部の穴に本体
の突起を差し込
んで。

3. 掃除が終われば
刃部をもとに戻す

2 刃部を図のように
押さえて取り付け
る。

本体の突起

刃部の穴

2. 付属のブラシで
掃除する

刃部取り外し
ボタン

口のまわり
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症　状

乾電池

次の点検をしていただき、それでもなお異常がある場合は事故防
止の為、使用を中止しお買いあげの販売店にご相談ください。

直しかた考えられる原因

乾電池の寿命

電 源

刃 の 形 式

外 形 寸 法

質 量

付 属 品

DC1.5V(単4形アルカリ乾電池 LR03：１個)

往　復　式

φ13 x 135 mm

17 g (乾電池別）

ブラシ（１）

ウブ毛や、皮脂が
たまっている

ブラシで掃除してください。
　　　 →10ページ

お買いあげの販売店で替え
刃をお買い求めください。

お買いあげの販売店で替え
刃をお買い求めください。

刃の寿命
刃の変形

刃の変形

動作しない

寿命がきている場合は交換
してください。→６ページ

乾電池の方向を確認して
ください。　　→６ページ

切れ味が悪い

仕　様

オムロンフィールドエンジニアリング㈱のネットワーク故障かなと思ったら

お買い上げの販売店または下記のオムロンフィールドエンジニアリン
グ㈱のネットワークまでお問い合わせください。品質保証書の記載内
容により修理をさせていただきます。

’97.5

修理のお問い合わせは

オムロンフィールドエンジニアリング北海道㈱
〒060-0003 札幌市中央区北3条西1-1　サンメモリア6階 TEL 011(281)5125

オムロンフィールドエンジニアリング㈱仙台テクノセンタ
〒980-0802 仙台市青葉区二日町18-26　二日町OAビル3階 TEL 022(261)7054

オムロンフィールドエンジニアリング㈱東京第１支店
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15　ウノサワ東急ビル2階 TEL 03(3448)8104
オムロンフィールドエンジニアリング㈱東京第２支店
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町8番地　アセンド神田紺屋町ビル7階 TEL 03(5296)1760
オムロンフィールドエンジニアリング㈱北関東支店
〒336-0007 埼玉県浦和市仲町1-14-8　三井生命浦和ビル2階 TEL 048(833)7911
オムロンフィールドエンジニアリング㈱横浜テクノセンタ
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8　第１安田ビル2階 TEL 045(312)1923

オムロンフィールドエンジニアリング㈱名古屋支店
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-22-21　安田火災名古屋ビル7階 TEL 052(962)3284
オムロンフィールドエンジニアリング㈱静岡テクノセンタ
〒420-0852 静岡市紺屋町11-19　静鉄紺屋町ビル5階 TEL 054(254)3718

オムロンフィールドエンジニアリング㈱金沢支店
〒920-0025 金沢市駅西本町1-14-29　サン金沢ビル1階 TEL 0762(61)5467

オムロンフィールドエンジニアリング㈱大阪第１支店
〒530-0004 大阪市北区堂島浜2-1-9　古河大阪ビル西館1階 TEL 06(348)1814
オムロンフィールドエンジニアリング㈱京都支店
〒604-0021 京都市中京区蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町344　日昇ビル1階 TEL 075(255)9909
オムロンフィールドエンジニアリング㈱神戸テクノセンタ
〒651-0088 神戸市中央区小野柄通3-2-22　富士火災神戸ビル9階 TEL 078(242)8268

オムロンフィールドエンジニアリング㈱広島支店
〒730-0016 広島市中区幟町13-14　新広島ビル5階 TEL 082(227)1573

オムロンフィールドエンジニアリング九州㈱
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28　博多偕成ビル3階 TEL 092(451)6837
オムロンフィールドエンジニアリング九州㈱鹿児島支店
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町5-6　鹿児島県プロパンガス会館4階 TEL 099(252)7674

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

北海道地区の方

東北地区の方

関東地区の方

東海地区の方

北陸地区の方

関西地区の方

中四国地区の方

九州地区の方
替え刃 品番　KL-105　￥ 1,400（税別）
刃が破損したり、磨耗して切れ味が劣ってきた場合は、替え刃を
お買い求めください。
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ご使用方法

肌

刃を寝かせて肌にそわせる。
（刃は軽く当てる。）

● 顔の表情を変えたり
片方の手で肌を伸ば
したり、持ちかたを
替えるなど工夫しま
す。

● 髪はカチューシャや
ヘアバンドを利用し
て固定します。

剃る部分に合わせて、矢印の方向にゆっく
りと動かす。

お手入れのポイントこのたびは、オムロン健康機器を、お買い求めいただきあ
りがとうございます。本機は厳重な検査を行ない高品質を
確保しております。しかし通常のご使用において万一、不
具合が発生しましたときは、裏面の保証規定によりお買い
上げ後、一年間は無償修理いたします。�

品 質 保 証 書�

※本機の保証は、日本国内で使用の場合に限ります。�
　This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいてください。�

発売元�

　　　　　　　　　　　　　健康統轄事業部�
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10  TEL.03(3436)7092

品　名�

型　式

ご芳名�

ご住所�

TEL

オムロンコスメティックシェーバー�

HL-105　　　製品No.�

�

�

　（　　　）�

お買い上げ店名�

住　所�

　　　　　　　 TEL 　　（　　　）�

お買い上げ年月日　　　 年　　 月　　 日�

印�

9026161-9A



保　証　規　定
1. 取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合にはお
買い上げ後１年間、無償修理いたします。

2. 無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を
添えてお買い上げの販売店、オムロン㈱の支店またはオムロン
フィールドエンジニアリング㈱のネットワークに依頼または送
付してください。なお、送付の場合はオムロン㈱の支店または
オムロンフィールドエンジニアリング㈱までの送料の負担をお
願いします。

3. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障およ

び損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や

電源の異常電圧による故障および損傷。
（ニ）本書の提示がない場合。
（ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入

のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
（ヘ）消耗部品。
（ト）故障の原因が本製品以外に起因する場合。
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管して
ください。

5. この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償
修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお
客様の法律上の権利を制限するものではありません。

7

ご使用の前に
■必ずお守りください

●ご使用前には必ず化粧を落として
お肌をよく乾かしてください。

● 石けんや乳液は使用しないでくだ
さい。

素肌に使用してください。

顔、エリ足以外は使用しないでく
ださい。

お肌の敏感な方は、目立たない部分で軽く試し剃
りをしてください。

お肌の敏感な部分やニキビ
吹出物などのある部分には
使用しないでください。

●顔専用です。ワキ、髪の毛、鼻の中には
使用しないでください。

ク
リ
ー
ム
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症　状

乾電池

次の点検をしていただき、それでもなお異常がある場合は事故防
止の為、使用を中止しお買いあげの販売店にご相談ください。

直しかた考えられる原因

乾電池の寿命

電 源

刃 の 形 式

外 形 寸 法

質 量

付 属 品

DC1.5V(単4形アルカリ乾電池 LR03：１個)

往　復　式

φ13 x 135 mm

17 g (乾電池別）

ブラシ（１）

ウブ毛や、皮脂が
たまっている

ブラシで掃除してください。
　　　 →10ページ

お買いあげの販売店で替え
刃をお買い求めください。

お買いあげの販売店で替え
刃をお買い求めください。

刃の寿命
刃の変形

刃の変形

動作しない

寿命がきている場合は交換
してください。→６ページ

乾電池の方向を確認して
ください。　　→６ページ

切れ味が悪い

仕　様

オムロンフィールドエンジニアリング(株)のネットワーク故障かなと思ったら

お買い上げの販売店または下記のオムロンフィールドエンジニアリン
グ(株)のネットワークまでお問い合わせください。品質保証書の記載内
容により修理をさせていただきます。

′98.4.1

修理のお問い合わせは

北海道地区の方

東北地区の方

関東地区の方

東海地区の方

北陸地区の方

関西地区の方

中四国地区の方

九州地区の方

替え刃 品番　KL-105　￥ 1,400（税別）
刃が破損したり、磨耗して切れ味が劣ってきた場合は、替え刃を
お買い求めください。

オムロンフィールドエンジニアリング北海道（株）札幌支店
〒060-0003 札幌市中央区北3条西1-1 サンメモリア6F TEL011(281)5125

オムロンフィールドエンジニアリング（株）仙台支店
〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町18-26 二日町OAビル3F TEL022(261)7054

オムロンフィールドエンジニアリング（株）東京第一支店
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル2F TEL03(3448)8104
オムロンフィールドエンジニアリング（株）日本橋テクノセンタ
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町8番地 アセンド神田紺屋町ビル7F TEL03(5296)1760
オムロンフィールドエンジニアリング（株）北関東支店
〒336-0007 埼玉県浦和市仲町1-14-8 三井生命浦和ビル2F TEL048(833)7911
オムロンフィールドエンジニアリング（株）横浜テクノセンタ
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第一安田ビル2F TEL045(312)1923

オムロンフィールドエンジニアリング（株）名古屋支店
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-22-21 安田火災名古屋ビル7F TEL052(962)3281
オムロンフィールドエンジニアリング（株）静岡テクノセンタ
〒420-0859 静岡県静岡市栄町4-10 静岡栄町ビル2F TEL054(254)3718

オムロンフィールドエンジニアリング（株）金沢支店
〒920-0025 石川県金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢ビル1F TEL0762(61)5467

オムロンフィールドエンジニアリング（株）大阪第一支店
〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2-1-9 古河大阪ビル西館 TEL06(348)1814
オムロンフィールドエンジニアリング（株）京都支店
〒604-8141 京都府京都市中京区蛸薬市通高倉西入泉正寺334 日昇ビル1F TEL075(255)9909
オムロンフィールドエンジニアリング（株）神戸テクノセンタ
〒651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通3-2-22 富士火災神戸ビル9F TEL078(242)8268

オムロンフィールドエンジニアリング（株）広島支店
〒730-0016 広島県広島市中区幟町13-14 新広島ビル5F TEL082(227)1573

オムロンフィールドエンジニアリング九州（株）福岡第一支店
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル3F TEL092(451)6837
オムロンフィールドエンジニアリング九州（株）鹿児島支店
〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町5-6 鹿児島県プロパンガス会館4F TEL099(252)7674

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



HL-105　フェイス専用

取扱説明書（保証書付）

商品の使い方に関するお問い合わせはオムロン
健康相談室がお答えします。 ダイヤルは正確に。

　
※商品の故障および修理の依頼につきまして
は取扱説明書に記載のオムロンフィールドエ
ンジニアリング㈱にお問い合わせください。

広げてお読みください

も く じ

オムロン健康相談室

このたびは、オムロンコスメティックシェーバーHL-105をお買いあ
げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説
明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。保証書も兼ねて
いますので大切に保存してください。

 健康統轄事業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 TEL.03(3436)7092

札 幌011(271)7826 京 都075(223)1135 仙 台022(265)2734 大 阪06(282)2572
大 宮048(645)8111 神 戸078(361)1199 東 京03(3436)7092 広 島082(247)0260
横 浜045(411)7216 高 松087(822)8521 名古屋052(561)0621 福｠岡092(414)3206
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