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ラソワールの特長
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各部のなまえ

1

1
女性がもっとも使いなれたＴ字フォルム。

2
お肌にやさしいコバルトコーティングの仕上げ刃。

3
クシ刃のカーブはどんな曲面にもぴったりフィット。

4
石鹸ぞりもできる、防水タイプ。

5
カンタン水洗いの清潔設計。

6
便利でおしゃれなポーチ付き。

付 属 品

ポーチ

ブラシ

キャップ

クシ刃

水切り孔

スイッチ

仕上げ刃

フレーム

内　刃

フレームボタン

シャフト

電池カバー



ご使用方法
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ご使用の前に

3

レディーシェーバーを初めてお使いになられる方や、お肌の敏
感な方は、手や脚の一部で軽くお試しください。

●お肌は汗ばんでいると、刃
のすべりが悪くなります。
汗をよくふき取ってからご
使用ください。

石けんを
使わない場合

●石けんをよく泡立てて、お
手入れするところに充分つ
けます。肌のすべりもよく、
より深剃りできます。

（ご使用後は必ず水洗いをしてくだ
さい。）

石けんを
使う場合

シェービングクリーム、乳液、栄養クリームでのシェービングはしないでください。

電池の入れ方
本体がぬれている時は、よく拭き取り、中に水滴が入らないよ
う気をつけてください。

1 スイッチをOFFにしてから、
電池カバーをはずします。

2 バネを出して
電池を入れます。
●単３形アルカリ乾電池を
ご使用ください。

3 バネを乾電池の　極の中にのせてから電池カバーを
右に回して確実に閉めます。

－

乾電池は別売りです。
単３形アルカリ乾電池は、３日に１回３分間のご使用で、約１ケ月使えます。

乾電池についてのご注意
●乾電池の使い方を誤ると液もれや破裂のおそれがあります。次のことは必
ずお守りください。
１.長い期間使用しない場合や、消耗して使えなくなった場合は、乾電池を本
体より取り出してください。

２.乾電池は充電、ショート、分解、加熱、火の中への投入はしないでください。
３.液もれした液が皮膚に付いた時は、ただちに水で洗い流してください。

左へまわす
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ご使用方法

5

1 キャップをはずします。

2 スイッチを入れます。

3 クシ刃と仕上げ刃が同時にスタートします。

●ヘッド部を肌にそわせて軽
く当て、毛をすくうように
逆ぞりでゆっくり動かしま
す。

長い毛はクシ刃で

●お肌に直角に軽く当てて毛
の流れにさからうように、
ゆっくり動かします。

短い毛は
仕上げ刃で

お手入れのポイント

ウデ 手首から上へ
毛の流れにさからう
ように。

ワキ ヒフをのばして
いろいろな方向から
シェービング。

アシ 足首から上へ。
毛の流れにさからう
ように。

ビキニ
ライン ヒフをのばして、

クシ刃でていねいに。
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お掃除のしかた

7

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。

水洗い掃除 石けんを使ってお手入れした後は、必ず水洗いをしてください。 ブラシ掃除

1 スイッチをOFFにして、
ヘッド部をはずします。

3 洗い流します。

2 フレームをはずします。

4 水分を切り、よく拭き取
ってフレーム、ヘッド部
を取り付けます。

ヘッド部をはずさず、フレームだけはずして水洗いできます。水洗い後は、振る
などしてよく水分を切ってください。

ボタンを
押したままで

ボタンを
押したままで

水かぬるま湯

①

②

①
②

1 スイッチをOFFにして、
フレームをはずします。

3 ブラシで掃除します。

2 内刃をはずします。
●誤って指先を傷つけないよう
に注意してください。

4 内刃、フレームを取り付
けます。

切れ味を保つために、シェーバーオイル（別売）または良質のミシン油をつけ、数
秒間空運転し、軽く拭き取ることをおすめします。

オイル塗布の目安
●石けんシェービングの場合…………毎回
●石けんなしシェービングの場合……２～３回に１度

シャフトに
合わす

スプリング

穴
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ご使用上の注意
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刃はぶつけたり強く
押さえないでください。

●破損してお肌を傷つけるお
それがあります。

水中に置きっぱなしに
しないでください。

●故障の原因となります。

掃除に薬品を使わないで
ください。

●ベンジンやアルコール、シ
ンナーなどでふいたりしま
すと、変質、変色すること
があります。

お肌に異常がある方は
使わないでください。

●カミソリまけする方やアレ
ルギー体質の方、また吹き
出物のある部分は使わない
でください。

水洗いは水道水か
ぬるま湯でしてください。

●海水、熱湯、台所用洗剤は
使わないでください。破損
してお肌を傷つけるおそれ
があります。

デオドラント剤使用後は
水洗いをしてください。

●刃が腐食する原因となりま

す。



仕 様

替え刃
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仕上げ刃の取り替えかた

11

フレームを外し、仕上げ刃を
はずします。

外しかた

1 片側の角穴をフレームの
ツメに取り付けます。

2 刃をＵ字に曲げ、押し込み、
反対側もツメに取り付けま
す。

付けかた

刃が付いたかどうか指で角穴部を押えて確認したください。

①②

白のプラスチック面

ツメ 角穴

角穴

電　　源 DC1.5Ｖ（単三アルカリ乾電池LR-6 １コ）

刃の形式 往復式

外形寸法 22φ×46×163mm

本体質量 64ｇ（乾電池別）

付 属 品 ポーチ（1）、ブラシ（1）

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。なお、クシ刃は取り替えできません。

替え刃品番
仕上げ刃

内　　刃

KL-102S

KL-102U
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オムロンフィールドエンジニアリング
北海道株式会社札幌支店

〒060-0003 札幌市中央区北３条西1-1 サンメモリア６F TEL 011（281）5125

オムロンフィールドエンジニアリング
株式会社仙台支店

〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町18-26 二日町OAビル３F TEL 022（261）7054

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 TEL 03（3448）8104
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 TEL 03（5296）1760
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 TEL 048（833）7911
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 TEL 045（312）1923
名古屋支店 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸ノ内3-22-21 安田火災名古屋ビル７F TEL 052（962）3281
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 TEL 054（254）3718
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 TEL 0762（61）5467
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 TEL 06（348）1814
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 TEL 075（255）9909
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 TEL 078（242）8268
広島支店 〒730-0016 広島県広島市中区幟町13-14 新広島ビル５F TEL 082（227）1573
オムロンフィールドエンジニアリング
九州株式会社福岡第一支店

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28  博多偕成ビル３F TEL 092（451）6837

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 TEL 099（252）7674

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社のネットワーク '98.4.1

＊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。

保証規定
１．取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理致します。
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（株）の支店またはオムロンフィールドエンジニアリング
（株）のネットワークに依頼または輸送してください。なお、輸送の場合はオム
ロン（株）の支店またはオムロンフィールドエンジニアリング（株）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）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
（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

る故障及び損傷。
（ニ）本書の提示が無い場合。
（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、或いは

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．本書は再発行致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。従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。

発売元
オムロン株式会社 健康医用機器統括事業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10
TEL.03（3436）7092

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

品　名　オムロンレディーシェーバーラソワール

型　式　HL-102 製品No.

ご芳名

ご住所　　　　　　　　　　　　　　　　　

T E L ( ）

お買い上げ店名

住　所

T E L （ ）

お買い上げ年月日　　　年　　月　　日

※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。

※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.

商品の使い方に関する問い合せは

オムロン健康相談室がお答えします。

受付時間/10:00～12:00/13:00～16:00（月～金）
※商品の故障および修理の依頼につきましては
オムロンフィールドエンジニアリング（株）にお問い合わせください。

全国どこからでも右記の
フリーダイヤルへ 0120-30-6606

ダイヤルは正確に

むろんオムロン

印
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