
●このたびはbeko電気衣類乾燥機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みになり、正しくお使いください。
●お読みになったあとは、お使いになる人がいつでも見られるところに必ず保管してください。
●この製品を他の人に譲渡されるときは、取扱説明書と据付説明書をいっしょにお渡しください。
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安全上のご注意 
●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってくだ
さい。
表示と意味は次のようになっています。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定さ
れる内容を示します。警告 
誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり＊物的損害の発生が
想定される内容を示します。注意 

警告 

＊物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。 

図記号の例

電源コードやプラグについて　　　
次のことを必ず守る

　　　　（火災や感電の原因になります）

●電源は単相200V20Aアース付きのコンセ
ントを単独で50Hz 地域で使用する。

●お手入れをする際は必ず電源プラグを抜く。
●電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付
着している場合は、電源プラグを抜き、乾拭き
する。
●電源コードを抜くときはコードを引っ張らず
に電源プラグを持って抜く。
●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
●使用しないときは必ず電源プラグをコンセン
トから抜く。

　　　次のことはしない
　　　　（火災や感電の原因になります）

●電源プラグを乾燥機の背面で押し付けない。
●電源プラグやコードが傷んだり、コンセン
トの差し込みが緩いときは使用しない。

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工
したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ね
じったり、束ねたりしない。また、重いもの
を載せたり高温部に近づけない。

●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。
●延長コードやソケットを使用しない。

異常・故障について
（火災・感電の原因になります。）

絶対に分解したり、修理・改造はしない。電源コードが破損した場合は、自分でコードの交換
をしない。危険防止のためコードの交換は弊社または同等の有資格者によって行わなければ
なりません。
製品の異常時や故障のときは、電源プラグを抜き販売店へ連絡する。
都市ガスなどのガス漏れがあったときには、乾燥機やコンセントには手を触れず、窓を開け
て換気する。

強制（必ずすること）を示します。禁止（してはいけないこと）を示します。
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警告

注意

使用について

次のことはしない

●子供やペットをドラムに入らせない。（ドラ
ム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、
感電、けがの原因になります。）
●本体に水を付けたり、水をかけたりしない。
（漏電火災・感電の原因になります。）
●子供だけや補助を必要とする人に使わせた
り、幼児を近づかせない。
（やけど・感電・けがの原因になります。）
●本製品を業務用に使用しない。
（火災や故障の原因になります。）
●本体やドアに載ったり、体重をかけない。
（本体が倒れたり、ドアが落ちてけがをするこ
とがあります。）
●引火物（灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・
アルコール、アロマオイル、クッキングオイル、
アセトン、ケロシン、染み取り、テレビン油、ワ
ックス、ワックスリムーバー）

が付着したもの、洗濯及び仕上げのために
化学薬品を使用したもの、可燃物（ライター・
マッチ等）が混入した洗濯物、洗濯していな
いものは絶対に乾燥しない。
（爆発の原因になります。）
●糸くずなどの引火物や可燃物を近づけたり、
可燃性スプレーを近くで使わない。（火災の
原因になります。）

●可燃性または引火性をもつ素材、発泡ゴム
（発泡ラテックス）、シャワーキャップ、防水
繊維、ゴムで裏打ちされた用品及び衣類、発泡
ゴムのパッドでできた枕は乾燥しない。（火災
の原因になります。）

次のことを必ず守る

●お手入れは運転終了後30分以上経過してか
ら行う。（やけどの原因になります。）

●運転をキャンセルしたり、停電になったとき
は、ただちに洗濯物を取り出す。（洗濯物が異
常過熱して発火することがあります。）

設置について　
冬季凍結のおそれのある場所には据え付けない。（凍結による破損で水漏れの原因になります。）
湿気の多いところや水のかかるところには据え付けない。（火災や感電の原因になります。）
運搬の際は専門業者に依頼する。（けがの原因になります。）
床が丈夫で水平なところに据え付ける。（転倒してケガの原因になります。）
クローゼットなどの密閉された場所に乾燥機を設置しない。（火災や乾燥不良の原因になります。）
裸火を含めて、他の燃料を燃焼する機器からガスが部屋に逆流しないように適切な換気設備を
備える（火災の原因になります。）
カーペットやじゅうたんの上に設置しない。（通気性が悪くなり、電気部分が過熱して発火の原
因になります。）
コンセントは電源プラグの抜き差しが容易にできる位置に設置する。（火災の原因になります。）
本体に重いものをのせない。（落ちてけがをすることがあります。）
洗濯機の上に乾燥機をのせる場合は、専用の金具でしっかりと固定する。
（振動で落下してけがをすることがあります。）

ドアを閉めるときは衣類を挟まない。（故障、衣類の破れの原因になります。）
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排水ホース フィルター・スポンジ（予備）

付属品

各部の名称

排水ホースを取り付けない場合は、本体
内蔵のタンクに水が溜まります。排水ホ
ースの取付方法は据付説明書を参照し
てください。

4

タンク引き出し

調整脚

電源コード 

トップパネル

コントロールパネル

ドア

フィルターキャップ
（前に物を置いたり、
ふさがないでください。）



 

各部の名称

コントロールパネル

ディスプレー

　

１乾燥レベル設定ボタン ２音量設定ボタン ３乾燥時間設定ボタン
４タイマーボタン

ダイヤル ディスプレー

スチームマーク
（使用しません）

電源ボタン

スタート/一時停止
ボタン

4321

運転状況表示

残り時間ブザー音量乾燥レベル 乾燥タイマー

チャイルドロック
マーク

糸くずれフィルター
お手入れマーク

フィルターケース
お手入れマーク

タンク満水
マーク

運転/一時停止
マーク
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使用方法
１電源プラグを差し込む。
電源プラグを 200V・20A以上の専用コンセントに差し込んでください。

２衣類を入れる。
ドアを開け、洗濯・脱水後の衣類を入れて、ドアをしっかりと閉めてください。衣類を詰め込みす
ぎないでください。衣類の入れ方は９ページの「衣類の入れ方」を参照してください。

衣類がドアに挟まれないように入れてください。

３電源ボタンを押す。
電源ボタンを１秒間押してください。

４乾燥コースを選択する。
ダイヤルを回して、お好みの乾燥コースに合わせてください。８ページの「乾燥コースガイド」を
参照してください。

注：10分以上ダイヤルを回さなかったり、スタートボタンを押さないと、自動的に電源がOFFにな
ります。
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使用方法
５乾燥レベルの設定・マニュアル運転の設定をする。
10ページの「乾燥レベルの設定」「マニュアル運転の設定」を参照してください。

６運転を開始する。
スタート / 一時停止ボタンを 押してください。
運転が開始し表示された時間の「：」が点滅します。

乾燥状況がディスプレーに表示されます。

７運転が終了する。
運転が終了すると終了のアイコン が表示されます。

⑴終了後放置せずに衣類を取り出してください。
シワ付きの原因になります。ドアを開けるか電源ボタンを押すまでは、しわ付防止のため10分
ごとに 10秒間、最長 2時間回ります。
⑵タンクお手入れマークと糸くずフィルターお手入れマークが点灯しますので、タンクの水を捨
て、糸くずフィルターのお手入れをしてください。（14～15ページ参照）
⑶電源ボタンを１秒間押してください。
終了後10分間コントロールパネルを操作しないと自動的に電源が切れます。
⑷電源プラグをコンセントから抜いてください。

タンクお手
入れマーク

糸くず
フィルター
お手入れマーク

濡れた
状態

アイロン
がけでき
る状態

ハンガー
がけでき
る状態

乾燥運転
終了

しわ付き
防止運転
10分ごと
10秒間

（最長2時間）

運転残り
時間

運転表示
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乾燥コースガイド
乾燥コース 乾燥容量

（kg）
運転時間の
目安

適用製品

8 2:39 アイロンがけしない綿製品一般（Tシャツ、
ズボン、パジャマ、乳児用衣類、下着、リネ
ンなど）

厚めの綿製品（タオル、バスローブなど）

デニムのズボン、スカート、ジャケットな
ど。
綿製品及び化繊製品。

最低限の運転音で乾燥します。

洗濯機の高速回転で脱水した綿製品。

乾燥後すぐにアイロン掛けしたいシャツ２枚
用。

乾燥機で乾燥可能な乳児用衣類。

シルク製品や薄手の下着などのデリケートな
衣類や手洗いの衣類を低い温度で乾燥します。

温風なしの 10分間運転。長期間しまってい
て、臭いを取り除きたいもの。
（綿製品やリネンなど）
低めの温度で乾燥します。10分から 160分
まで選択可能です。乾燥具合に関係なく設定
された時間乾燥し続けます。別売の乾燥ラッ
クを使用する時に選択してください。

色つきしない化繊と綿製品をいっしょに乾燥
することができます。

ウール製品（乾燥機使用可能な羽毛ジャン
パーなど）運転が終了したらすぐに取り出し
てください。

アイロンがけしない化繊一般
（シャツ、下着、テーブルクロスなど）
アイロンがけする化繊一般
（シャツ、下着、テーブルクロスなど）
わずかに湿った状態で終了します。

アイロンがけする綿製品一般（Tシャツ、
ズボン、パジャマ、乳児用衣類、下着、リネ
ンなど）わずかに湿った状態で終了します。

8 2:04

8 2:45

4 1:05

0:59

1:57

1:40

2:28

4:00

0:49

0:30

1:50

1:35

0:50

0:10

4

4

4

1.5

8

1

4

3

2

0.5

Cottons Cupboard Dry

Cottons Iron Dry

Cottons Extra Dry

Synthetics Iron Dry

Synthetics Cupboard
Dry

Jeans

Daily

Wool Protect

Night

Express

Shirts 30’

Mix

Baby Protect

Delicates

Freshen Up

Time Dry /
Drying Rack

8



衣類の入れ方

平干し ぬれつり干し ドライクリーニング可

 

●衣類乾燥機で乾燥できないもの
•刺繍の入ったもの•乾燥機が使用できないウール製品 ・シルク製品 •その他のデリケー
トなもの

●衣類マークの表示にしたがって、乾燥コースを選択してください。

タンブル乾燥

乾燥方法

アイロン

●ファスナー、ボタン、バックルは閉じて乾燥機に入れてください。
●ファスナー付きの衣類は裏返して乾燥機に入れてください。
●糸くずの出やすいもの（タオル類や毛羽立った繊維など）と糸くずの付きやすいもの（合成繊維な
ど）はいっしょに乾燥しないでください。

●衣類は畳んだまま入れずに、一枚ずつ広げて入れてください。
●衣類は乾燥コースに応じた乾燥容量以上は入れないでください。衣類の量は、70～80%程度を
目安に入れてください。

注意：乾燥機用柔軟シートや類似のものは、それらの説明書に従って使用してください。

●省エネ乾燥ヒント
•脱水はなるべく高回転で行う。（乾燥時間が短くなります。）
•繊維の種類や厚みによって、洗濯物を分けて乾燥する（薄手のものは乾燥時間が短くなります。）
•衣類に合った乾燥コースを選択します。（過剰乾燥を防ぎます。）
•乾燥中にドアを開けない。（庫内の温度が下がり乾燥時間が長くなります。）

タンブル乾燥可
排気温度上限 80℃

タンブル乾燥可
排気温度上限 60℃

タンブル乾燥不可

日陰のつり干し

底面温度 200℃まで 底面温度 150℃まで 底面温度 110℃まで アイロン不可
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乾燥レベルの設定

マニュアル運転（Time Programs）の設定

乾燥レベルの設定

乾燥レベル設定ボタンで衣類の仕上がり乾燥具合を調整することができます。選択された乾燥レベ
ルによって運転時間が変化します。乾燥レベルは運転前に設定してください。

乾燥コースで Time Programs を選択した場合は、乾燥時間設定ボタンでお好みの運転時間を選択
してください。　0：10～２：40 まで 10 分間隔で設定することができます。乾燥のしすぎにご注
意ください。

弱

強

普通

乾燥レベル設定ボタン

乾燥時間設定ボタン
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タイマー運転（終了時刻の設定）

End Time function（タイマー運転）

乾燥終了時間を最長 24時間後まで 30分単位で設定することができます。

⑴お好みの乾燥コースを選択し、乾燥レベルなどの設定をしてください。

⑵タイマーボタンを押してください。乾燥タイマーアイコンとタイマー運転可能最低時間が表示さ
れます。
タイマー運転可能最低時間とは、選択した乾燥サイクルの標準時間を上回る 30分単位の時間で
す。
例えば、選択した乾燥サイクルの標準時間が 2:37 の場合のタイマー運転可能最低時間は 3:00
となります。
タイマーボタンを再度押して、乾燥を終了したい時間（～時間後）を選択してください。

⑶スタート/一時停止ボタンを押してください。タイマーのカウントダウンがスタートします。
表示された時間の「：」が点滅し、設定された終了時間後に運転が終了します。

•乾燥運転が始まる前に終了時刻を変更したい場合（カウントダウン中）

⑴電源ボタンを 3秒間長押しして、全ての設定をキャンセルしてください。
⑵もう一度電源ボタンを押し、上記の手順で、乾燥コース、乾燥レベル、終了時間などの設定をして
ください。
⑶スタート /一時停止ボタンを押してください。

•タイマー設定をキャンセルして、すぐに運転を開始したい場合（カウントダウン中）

⑴電源ボタンを 3秒間長押しして、全ての設定をキャンセルしてください。
⑵もう一度電源ボタンを押し、乾燥コース、乾燥レベルなどの設定をしてください。
⑶スタート /一時停止ボタンを押してください。

タイマーボタン

スタート/一時停止ボタン

電源ボタン

乾燥タイマーアイコン
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その他の機能

小さなお子様が誤って設定を変えてしまったりすることを防ぐために、チャイルドロックの設定
をすることができます。但し、電源ボタンはロックされません。

●チャイルドロックの設定と解除
音量設定ボタンと乾燥時間設定ボタンを同時に3秒間押してください。ディスプレーに3、2、1
とカウントダウン表示され、チャイルドロックマークが表示されます。解除する場合も同様に
２つのボタンを3秒間押してください。ディスプレーに3、2、1とカウント表示され、チャイルド
ロックマークが消えます。

お知らせブザー音の大きさは、音量設定ボタンを押すことで、音量を交互に大きくしたり、
小さくしたりすることができます。音量調整は乾燥運転中も変更できます。

ピピッ ピピッ

チャイルドロック（Child lock）

乾燥時間設定ボタン音量設定ボタン

チャイルドロックマーク チャイルドロック設定中にボタンに触れ
ると、CLと表示されます。設定を変更し
たり、一時停止したい場合は、チャイル
ドロックを解除してから行ってください。

お知らせブザーの音量調整方法
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運転中の変更・追加・キャンセル方法
●運転中に乾燥コースの変更をする

運転が開始されたあとに乾燥コースを変更したい場合は、下記の手順で行ってください。

⑴スタート /一時停止ボタンを押して、運転を一時停止させてください。
⑵変更したい乾燥コースに変更してください。
⑶スタート /一時停止ボタンを再度押してください。

注：乾燥レベルの変更をしたい場合は、電源ボタンを3秒間長押しして、運転を一旦キャンセル
してから再度最初から設定し直してください。

●運転中に衣類を追加する /取り出す

運転が開始されたあとに衣類を追加したり、取り出したりしたい場合は、下記の手順で行ってく
ださい。
乾燥運転中にドアを開ける際は、庫内やドア内側に手などを触れないようにしてください。やけ
どの原因になります。

⑴スタート /一時停止ボタンを押して、運転を一時停止させてください。
⑵乾燥機の運転が終了したのを確認してからドア開け、衣類を追加または取り出してください。
⑶スタート /一時停止ボタンを再度押してください。

注意：・乾燥運転中に湿った衣類を追加した場合、運転が終了したときに乾燥具合にムラがで
きることがあります。
・乾燥運転中にドアを開けると、庫内温度が下がるため、運転時間が長くなることがあ
ります。

●運転中に乾燥運転をキャンセルする

乾燥運転中に運転を中止したい場合は、スタート / 一時停止ボタンを押して運転を一時停止させ
て、電源ボタンを 3秒間長押ししてください。

注意：・乾燥運転を中止した場合は、庫内や衣類が熱くなっています。衣類を取り出す前に、
FreshenUpコースで冷風運転することをおすすめいたします。
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お手入れの方法

14

■毎回使用後のお手入れ

糸くずフィルター

糸くずフィルターは毎回の使用後に必ずお手入れしてください。

１ドアを開けてください。

２糸くずフィルターを引っ張って外し、フィルターを開いてください。

３フィルターに付着した糸くずを指や柔らかい布で取り除いてください。

４フィルターを閉じて元のように本体に押し込んでください。

フィルターの目につまって取り除くことができない場合は、19ページの糸くずフィルターのお手
入れを参照してください。



お手入れの方法
タンクの水の捨て方（排水管に直接排水で設置されている場合は除く）

乾燥前の衣類に含まれていた水分はタンクに溜まります。
タンクは毎回の使用後に必ず捨ててください。運転中にタンク満水マークが点滅した場合は、運転
を一時停止し、タンクの水を捨ててから、再度運転を開始させてください。

１タンクをゆっくりとまっすぐ手前に引き出してください。

２タンクの水を排水してください。

３排水口付近に糸くずが付着している場合は、取り除いてください。

４タンクを元のように本体に差し込んでください。

※タンクの水は飲めません。また動植物に与える等の用途にも適しませんので、必ず捨ててく
ださい。
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お手入れの方法
■週１回のお手入れ

フィルターケース

糸くずフィルターで取りきれない綿ぼこりは、フィルターキャップ内のフィルターケースのス
ポンジに溜まります。定期的またはフィルターケースお手入れマークが点灯したら、フィルタ
ーケース内のスポンジのお手入れをしてください。

１フィルターキャップのボタンを押して、フィルターキャップを開けてください。

２フィルターケースを矢印の方向に回して取り外してください。

注：フィルターケースを取り出す際に水が垂れることがありますので、タオルなどで養生してか
ら取り外してください。

３ボタンを押してフィルター部を開いてください。

フィルター
ケース

16



お手入れの方法

17

４フィルタースポンジを取り出してください。

５フィルタースポンジのホコリを取り除き、
水でよく洗い流してください。スポンジを手で軽く押しつぶして水分をある程度除去してから、
完全に乾かしてください。

６フィルタースポンジを元のようにフィルターケースに戻してください。

　フィルターケースを閉じる際に、スポンジがはみ出さないようにしてください。

７フィルターケースを閉じてボタンをロックしてください。

８フィルターケースを本体に戻して、時計回りに回してください。

９フィルターキャップをカチッというまで閉じてください。



お手入れの方法
•エバポレーター（蒸発器）のお手入れ
フィルターケースをお手入れする際は、エバポレーターもお手入れしてください。

フィルターケースを取り外し、エバポレター（蒸発器）に付着したほこりを掃除機で取り除い
てください。

注：エバポレーターには素手で直接触れないでください。手を切るおそれがあります。

•湿度センサーのお手入れ

この乾燥機には洗濯物の乾き具合を感知するための湿度センサーが備えられています。庫内が
熱い場合は、温度が常温に下がってからお手入れしてください。

１ドアを開けてください。
２柔らかい布に酢を含ませて、湿度センサーを拭き、よく乾燥させてください。

18



お手入れの方法
糸くずフィルターのお手入れ

糸くずフィルターの網の目にほこりが詰まって手では取れなくなることがあります。１週間に１
回を目安に、糸くずフィルターをぬるま湯で洗ってください。洗ったあとは、完全に乾かしてか
ら本体に戻してください。

•庫内、ドア、パッキンのお手入れ

庫内、ドア、パッキンは、水で湿らせた柔らかい布で拭いてください。
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故障かな？と思ったら
症状 原因 対策

糸くずフィルターが詰まっている

乾燥時間が長い

洗濯物が 縮む /毛
羽立つ /劣化する

乾燥が終了しても
洗濯物が湿ってい
る

糸くずフィルターのお手入れをして
ください。

フィルターケースにほこりが溜まっ
ている

前面右下の排気孔がふさがれている 排気孔の前にものを置かないでくだ
さい。

湿度センサーが汚れている

洗濯物を入れすぎている

糸くずフィルターが詰まっている

乾燥コースが洗濯物に合っていない

しっかりと脱水されていない洗濯
物を入れている

狭く密閉された空間で運転している
狭く密閉された空間で運転すると室
内が高温になり熱交換ができなくな
ることがあります。ドアや窓を開け
て運転してください。

フィルターケースのお手入れをして
ください。

フィルターケースにほこりが溜まっ
ている

フィルターケースのお手入れをし
てください。

洗濯物を入れすぎている

洗濯物の洗濯ラベルを確認して洗濯
物にあった乾燥コースを選択してく
ださい。

洗濯物に合った乾燥コースが選択さ
れていない

乾燥コースによって最大乾燥容量が
異なります。選択した乾燥コースの
最大乾燥容量以上は洗濯物を入れな
いでください。

湿度センサーのお手入れをしてくだ
さい。

糸くずフィルターのお手入れをして
ください。

洗濯物の洗濯ラベルを確認して洗濯
物にあった乾燥コースを選択してく
ださい。必要に応じて追加でタイ
マー運転してください。

洗濯物を最高の脱水回転で脱水し
てから乾燥運転してください。

しっかりと脱水されていない洗濯物
を入れている

洗濯物を最高の脱水回転で脱水して
から乾燥運転してください。

乾燥コースによって最大乾燥容量が
異なります。選択した乾燥コースの
最大乾燥容量以上は洗濯物を入れな
いでください。

庫内灯がつかない
乾燥機の電源が入っていない 電源ボタンを押してください。

ランプの不良 ランプ交換の依頼をしてください。
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故障かな？と思ったら
症状 原因 対策

終了マークが点灯し
ている

ドアから水が漏れる

ドアが自然に開く

糸くずフィルター
お手入れマークが
点灯している

しわ付き防止マーク
が点灯している

タンク満水マークが
点灯 /点滅する

フィルターケース
お手入れマークが
点滅している

しわ付き防止サイクル稼働中である
スタート /一時停止ボタンを押して
運転を止め、電源ボタンを押してか
ら衣類を取り出してください。

乾燥コースが終了している

糸くずフィルターに綿ぼこりが付着
している

フィルターケースにほこりが堆積し
ている

フィルターケースのスポンジとハウ
ジングをお手入れしてください。

フィルターケースのスポンジとハウ
ジングをお手入れしてください。

タンクの水を捨ててください。タンクがいっぱいである
排水管に直接排水で設置されている
場合は排水ホースが曲がっていない
か確認してください。

排水ホースが折れ曲がっている

カチッというまでしっかりとドアを
閉めてください。

ドアが完全に閉まっていなかった

ドア内側とパッキンをお手入れして
ください。

ドアやパッキンの内側表面に糸くず
が付着している

電源ボタンを押して洗濯物を取り出
してください。
糸くずフィルターのお手入れをして
ください。

糸くずフィルターの目に綿ぼこりが
詰まっている

糸くずフィルターをぬるま湯で洗い
完全に乾かしてください。

フィルターケースにほこりが堆積し
ている

運転できない

タンクの水を捨ててください。タンクが満水になっている

ドアが開いている

乾燥コースが選択されていない
運転が一時停止になっている
チャイルドロックが設定されてい
る

停電などで運転中に電源が切れた

乾燥機のドアをしっかりと閉めてく
ださい。
乾燥コースを選択し、スタート /
一時停止ボタンを押してください。
チャイルドロックを解除してくださ
い。
スタート /一時停止ボタンを押して
ください。
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製品仕様

外形寸法図

型式 DH8444RX0

色 ホワイト

単相 200V・50Hz

800W

8.0kg

ヒートポンプ方式

52kg

フリースタンティング（二段積可）

電気定格
電圧・周波数

消費電力

乾燥容量

乾燥方式

重量

設置方式

1125

654 590

26

846

597
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保証書とアフターサービスについて
お買い上げいただきましたBeko乾燥機の「保証書（WARRANTEY CARD）は別紙にて本体に同梱
しております。
アフターサービス等において重要な書類ですので本「取扱説明書」とともに大切に保管してくだ
さい。

●保証期間　お買い上げ日から 1年間

修理を依頼されるとき 16～17ページの「故障かな？と思ったら」に従って調べていただき、
直らないときは電源プラグをコンセントから抜いてからお買い上げ
の販売店または弊社に修理をご依頼ください。修理は専門の技術が必
要です。

●保証期間中は
修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って
お買い上げの販売店または弊社のサービスマンが出張修理をさせてい
ただきます。
お買い上げの販売店または弊社につぎの点をお申し出ください。
⑴お客様の住所、お名前、電話番号
⑵乾燥機の型式
⑶故障内容
サービスマンがお伺いしましたら、別紙の「保証書（WARRANTEY 
CARD）」をご提示ください。

補修用性能部品の最低保有期間
この電気乾燥機の補修用性能部品（機能を維持するために必要部品）
の最低保有期間は、製造打ち切り後５年です。

廃棄時にご注意願います
家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの乾燥機を廃棄され
る場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いただき、
対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められていま
す。

家電リサイクル料金は、家電リサイクル券センターのホームページ
にてご確認ください。

●長年ご使用の乾燥機の点検を！

こんな症状は
ありませんか？

●電源コード、プラグが異常に
熱い。
●電源コードに深いキズや変形
がある。
●焦げくさい臭いがする。
●ビリビリと電気を感じる。
●その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止の
ため、電源プラグ
をコンセントから
抜き、必ずお買い
上げの販売店に点
検・修理をご相談
ください。

愛情点検
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