LED 照明付洗面化粧鏡
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このたびは、ハウステック洗面化粧鏡をお買い求めいただきまことに
ありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みい
ただき正しくご使用ください。お読みになった後は、取付・設置説明
書、保証書と合わせて大切に保管して必要なときにご参照ください。
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１．部位と名称
●洗面化粧鏡
各部の名称

PVAM シリーズ
No.
1
2
3

Ｗ１

５
4

８
１
３

5
6
7
8

名称
本体
カガミ
曇り止めヒーター
曇り止めヒータースイッチ
照明スイッチ
コンセント
照明器具
電源コード
歯ブラシ立て(付属品)
化粧鏡銘板
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２．安全上のご注意（必ずお守りください）
● ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
● 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場所に必ず保存してください。
● 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

警告

この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う
ことが想定される危害の程度」をいう。

注意

この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定
されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」をいう。

● お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

このような図記号は、製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する
図記号です。
このような図記号は、製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を
強制する図記号です。
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（必ずお守りください）
２．安全上のご注意（続き）

警

告

電源コンセントの表示容量
（ワット）をこえる電気器具
を使わない。

スイッチ・コンセントに水を
かけない。

たこ足配線などで表示容量をこえると
発熱により火災の原因になることがあります。

感電や火災の原因になることがあります。

ガタついているコンセントは使わない。

電源プラグのほこりは定期的にとる。

火災、感電の原因となりますので、
ただちに使用を中止し、点検・修理を依頼してください。

ほこりと湿気で絶縁不良となり火災発生のおそれが
あります。電源プラグをコンセントから抜いて、
乾いた布でふいてください。

濡れた手でコンセントにさわらない。

濡れた手で照明器具にさわらない。

感電するおそれがあります。

感電するおそれがあります。

ドライヤーの電源プラグを
差し込んだまま収納しない。

電気器具の電源プラグを抜く際は電源コード
を持たずに、電源プラグを持って引き抜く。

何かが当たるなどしてスイッチが入り
過熱して、火災になるおそれがあります。

コンセントや電気器具の電源コードが破損し、
漏電や発火の原因になります。

注

意

固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤は、
使ったり、近づけたりしない。

お手入れで照明カバーを外して再装着する
際は照明カバーがサイドキャップと押え具に
確実に挿入されていることを確認する。

水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレス等
の金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。
保管の場所や方法に十分注意してください。
その他の洗浄剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んで
お使いください。

照明カバーが脱落するおそれがあります。
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（必ずお守りください）
２．安全上のご注意（続き）

注

意

除光液やクレンジングなどの化粧品・整髪料・
芳香剤が付着した場合は放置せずにすぐに
拭きとる。

シンナーやベンジンなどの溶剤は使用しない。
洗剤薬剤類はそれぞれの使用上の注意に従って
使用する。

化粧品や洗剤の中には樹脂に悪影響を与えるものも
あります。放置するとヒビ割れや変形が発生して部材
が破損・落下し、けがをするおそれがあります。

誤った使用により商品が変形・破損し、けがをする
おそれがあります。

LED ランプを長時間直視しない。

鏡に水や湯をかけない。

目を傷めるおそれがあります。

熱衝撃により、鏡が割れて、けがをするおそれ
があります。

化粧鏡と洗面ボールの設置部分に水を
かけない。

LED ランプを取り外さない。

LED ランプはお客様での交換はできません。
交換・修理が必要な場合は、お問い合わせ窓口または
お買い求めの販売店にご相談ください。

水が浸入し、壁や床がぬれて腐食してしまうおそれ
があります。

３．ご使用上のお願い
化粧鏡に塩ビ製吸着盤を長時間付けないでください。
吸着盤に含まれる成分により、変形・変色するおそれがあります。

4

４．ご使用方法
照明スイッチ・曇り止めヒータースイッチ・コンセント
● 化粧鏡は曇り止めヒーター付きです。
曇り止めヒータースイッチにて操作してください。

曇り止めヒーター
スイッチ

● 化粧鏡の照明は LED です。
照明用スイッチにて点灯・消灯してください。

照明スイッチ

● コンセントは本体右側の中央部にあります。
防水フタを矢印方向にスライドしてお使いください。

コンセント
防水フタ

歯ブラシ立て
● 化粧鏡 PVAM シリーズは全機種に歯ブラシ立てが標準装備されています。
歯ブラシ及び歯みがき粉の収納にご活用ください。

注
歯ブラシが６本まで
収納できます。
中央部は歯みがき粉
などを収納できます。

意

シンナーやベンジンなどの溶剤は使用
しない。洗剤・薬剤類はそれぞれの
使用上の注意に従って使用する。
歯ブラシ立てが割れるおそれがあります。

５．お手入れ方法
本体・歯ブラシ立て
● 水などが付着したときは、すぐに乾いた布で拭き
とってください。
● ちょっとした汚れは、柔らかい布などで軽く拭いて
ください。
● 汚れのひどいときは、中性洗剤をスポンジか柔ら
かい布に含ませて、軽く拭いた後、水拭きしてく
ださい。水拭き後は、必ず乾いた布で水分を拭き
とってください。

注

意

鏡に水や洗剤が付いたら必ず拭きとる。
鏡に水や洗剤が付着した状態を放置すると
鏡がシケ（腐食 ）るおそれがあります。

5

６．故障・異常の見分け方
６．定期的な点検
日常の点検方法
● 下記の症状のある場合は使用を控え、調整や清掃などを行ってください。
改善しないときは販売店、当社のサービス窓口までご連絡ください。
また日常のチェックをお願いします。（各機器については、付属の取扱説明書に準じた期間での点検をお願いし
ます。）
● 月に一度は洗面化粧台の点検を行いましょう。

照明
〇照明が付かない、点滅する
LED ランプはお客様での交換はできません。
交換・修理が必要な場合は７ページの
「お問い合わせ窓口」またはお買い求めの販売店にご相談ください。
〇照明カバーががたつく
〇照明カバーのひび割れ、劣化

化粧鏡本体
〇ひび割れ、劣化
〇がたつき

鏡
〇ひび割れ、劣化

スイッチ、コンセント

電源コード

電源プラグ

〇がたつき、外れ

〇傷み

〇ほこりの付着
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７．故障・異常の見分け方
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８．保証・点検・修理のご案内
保証と保証期間について
●この洗面化粧鏡には、無料修理保証書がついています。
●無料修理保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。
記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
●保証期間中でも有料になることがありますので、ご了承ください。
（保証書に詳細を記載しておりますので、そちらをご覧ください）
●保証期間経過後の修理につきましては、販売店または営業所にご相談ください。
修理を依頼されるときは
●洗面化粧鏡が正常に作動しないときは、７ページの「故障・異常の見分け方」をご覧く
ださい。それでも正常に作動しないときは、すぐに使用を中止し、７ページのお問い合わせ
窓口または、お買い求めの販売店にご相談ください。
●アフターサービスをお申し付けいただくときは、次のことをお知らせください。
①ご住所、お名前、電話番号
②型式名：２ページ「部位と名称」の⑧化粧鏡銘板に記載されています。
③現象：できるだけ詳しくご説明ください。
④訪問ご希望日、道順（付近の目印も）
部品の最低保有期限
●当社はこの洗面化粧台の補修用性能部品を、製造打切後、最低７年間保有しています。
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
●代替品対応部品：扉・引出し等の面材に関しては、長期間の保存が技術的・品質的に
困難なため、同等代替品での対応となる場合があります。
廃棄処分について
●廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

９．お問い合わせ窓口
お問い合わせの内容により、下記の窓口にご連絡ください。
商品のお問い合わせは（お客様相談窓口）

修理のご用命は

補修部品のご購入は（代引き販売窓口）
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10．保証書
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 ࡣࠊ
ฟᙇせࡍࡿᐇ㈝ࢆ⏦ࡋཷࡅࡲࡍࠋ
ᮏ᭩ࡣⓎ⾜ࡋࡲࡏࢇࡢ࡛⣮ኻࡋ࡞࠸ࡼ࠺ษಖ⟶ࡋ࡚ࡃࡔ
 ࡉ࠸ࠋ

ಖドᮇ㛫୰࡛࠶ࡗ࡚ࡶḟࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡣ㐺⏝ࢆ㝖እࡋࠊ᭷ൾ
ಟ⌮ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
   ಖド᭩ࡢࡈᥦ♧ࡀ࡞࠸ሙྜࠋ
   ಖド᭩࠾㈙࠸ୖࡆ᪥ࠊ
࠾ᐈᵝྡࠊ
㈍ᗑྡࡢグධࡀ࡞࠸ሙ
ྜࠊ
ࡲࡓࡣᏐྃࢆ᭩ࡁ࠼ࡽࢀࡓሙྜࠋ
   ಖドᮇ㛫⤒㐣ᚋ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࠊ
ࡲࡓࡣಖドヱᙜ㡯
ࡢⓎ⏕ᚋࠊ
㏿ࡸ⏦ࡋฟࡀ࡞ࡗࡓࡶࡢࠋ
   ୖࡆࡢ࢟ࢬ࡞࡛ࠊ
࠾ᘬࡁΏࡋ⏦ࡋฟࡀ࡞ࡗࡓࡶࡢࠋ
   ⏝ୖࡢㄗࡾࠊ
ࡲࡓࡣᨵ㐀ࡸᙜ࡞ಟ⌮ࡼࡿᨾ㞀ཬࡧᦆയࠋ
   ࠾㈙࠸ୖࡆᚋࡢタ⨨ሙᡤࡢ⛣ືࠊ
ศゎ➼ࡼࡿᨾ㞀ཬࡧᦆയࠋ
   ྲྀ࣭タ⨨ࡢὀពࠊ
㐣ኻࡼࡿᨾ㞀ཬࡧᦆയࠋ
   ⅆ⅏ࠊ
ᆅ㟈ࠊ
Ỉᐖࠊ
ⴠ㞾ࡑࡢࡢኳ⅏ᆅኚࠊ
බᐖࡸ␗ᖖỈᅽཬࡧ⇞ᩱࠊ
⤥Ỉࡢ౪⤥ࡼࡿᨾ㞀ཬࡧᦆയ࡞ࡽࡧ⮬↛ᾘ⪖ࠋ
   ࡡࡎࡳ࡞ࡢື≀ࡸ᪻࡞ࡼࡿᨾ㞀ཬࡧᦆയࠋ
   ἨỈ࣭ᡞỈ࡞Ỉ㐨㛵㐃ἲ௧ᐃࡵࡿ㣧ᩱ⏝ỈỈ㉁ᇶ‽
㐺ྜࡋ࡞࠸Ỉࢆ⏝ࡋࡓࡇࡼࡿᨾ㞀ཬࡧᦆയࠋ
  ᣦᐃつ᱁௨እࡢ᮲௳
㸦㟁※࣭Ỉᅽ࣭Ỉ㉁࡞㸧
ࡼࡿᨾ㞀࠾ࡼ
ࡧᦆയࠋ
  ᾘ⪖㒊ရ
㸦/(' ࣛࣥࣉ࡞㸧
ࡢᾘ⪖ࡼࡿᨾ㞀࠾ࡼࡧᦆയࠋ
  ၟရࠊ
㒊ရࡢ⤒ᖺኚࡲࡓࡣ⏝క࠺☻⪖࡞ࠋ
㸦ࡓ࠼ࡤ
ᡬሬࡢⰍ࠶ࡏࠊ
ᮌ〇ရࡢࡾࠊ
ࡦࡧࢀࠊ
ኚⰍࡸᶞ⬡㒊ရࡢ

ࡢࡇەಖド᭩ࡣᮏ᭩᫂♧ࡋࡓᮇ㛫ࠊ᮲௳ࡢࡶ࠾࠸࡚↓ᩱಟ⌮ࢆ࠾⣙᮰ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋಖドᮇ㛫⤒㐣ᚋࡣࠊಟ⌮ࡼࡗ࡚ᶵ⬟ࡀ⥔ᣢ
ࠉ࡛ࡁࡿሙྜࠊࡈせᮃࡼࡾ᭷ൾ࡚ಟ⌮ࢆ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ⿵ಟ⏝ᛶ⬟㒊ရࡢಖ᭷ᮇ㛫ࡀ㐣ࡂ࡚࠸ࡿࠊಟ⌮࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾ
ࠉࡲࡍࠋͤಟ⌮ᩱ㔠㸸㒊ရ௦㸩ᢏ⾡ᩱ㸩ฟᙇᩱ
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