
取扱説明書  

国内・海外両用 

Operating Instructions

●お買い上げありがとうございました。 
●ご使用前にこの取扱説明書を必ずお
読みのうえ、正しくご使用ください。 
　特に「安全上のご注意」（1～3ページ）
は、ご使用前に必ずお読みいただき、
安全にお使いください。 

●この取扱説明書は大切に保管してくだ
さい。 

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」
などの記入を必ず確かめ、販売店から
お受け取りください。 

マイナスイオン 

EH5206P

一般家庭用 

保管用 
保証書付き 
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警告 

禁 止 

●次のような時は使用しない。 
　＊風が出たり出なかったりする。 
　＊コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりする。 
　＊コンセントへの差し込みがゆるい。 
　火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。 

●引火性のもの（ベンジン、シンナー、スプレー等）の近くで 
　使用しない。 
　爆発や火災のおそれがあります。 

●吸込口や吹出口・マイナスイオン吹出口をふさいだり、 
　ヘアピンなどの異物を入れない。 
　火災や感電・やけどのおそれがあります。 

●子供の手の届かない所に保管し、使わせない。 
　やけどや感電・けがのおそれがあります。 

●浴室内や湿気の多い所に保管しない。 
　絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。 

●水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かない。 
　絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。 

●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、ねじったりしない。 
　また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。 
　火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。 

�

安
全
上
の
ご
注
意 

警告 

電源プラグ 
を抜く 

●使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。 
　抜かないと火災や発火のおそれがあります。 

●使用する電源コンセントの電圧に電圧切替スイッチを合わせて 
　使用する。 
　守らないと火災や感電・故障のおそれがあります。 

●必ず交流100/120V、200/240Vの地域で使用する。 
　守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。 

必ず守る 

安全上のご注意 必ずお守りください 
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくこと
を説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、
説明しています。 

警告 
注意 

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」
です。 

「傷害を負うことや、財産の損害が発生
するおそれがある内容」です。 

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例
です。） 

してはいけない内容です。 

実行しなければならない内容です。 

●絶対に改造・分解・修理しない。 
　発火や異常動作によるけがのおそれがあります。 

●水につけたりしない。 
　感電やショート・火災のおそれがあります。 

●ぬれた手で使用しない。 
　感電やショートのおそれがあります。 

分解禁止 

水ぬれ禁止 

ぬれ手禁止 

警 告 
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●落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。 
　感電や発火のおそれがあります。 

●吸込口が破損したまま使用しない。 
　やけどのおそれがあります。 

●人の毛髪の乾燥・整髪以外、ならびに乳幼児への使用はしない。 
　やけどや火災・故障のおそれがあります。 

●ノズルの高温に注意する。 
　守らないとやけどのおそれがあります。 

●コンセントから抜く時は、プラグを持って抜く。 
　守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。 

●使用中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意する。 
　守らないと髪が切れるおそれがあります。 

●通電したまま放置しない。 
　火災のおそれがあります。 

●保護装置がはたらいて停止した場合は、スイッチをoff 
　にしてコンセントからプラグを抜く。 
　再び電源が入って火災のおそれがあります。 

●温風の吹出口に直接手をふれない。 
　やけどのおそれがあります。 

●収納時にコードを本体に巻きつけない。 
　コードに負荷がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。 

禁 止 

必ず守る 

注 意 

●保証とアフターサービス 
●パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内 

●使用中、ドライヤーの向きに注意し、 
　吸込口から毛髪を10cm以上はなす。 
　守らないと髪が吸い込まれ本体内部に絡み、 
　取れなくなるおそれがあります。 
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⑫C-2プラグ アダプター 

ホテルなどのシェーバー
専用コンセント（低ワット
用コンセント）では使用
できません。別のコンセ
ントで使用してください。 

�

各
部
の
な
ま
え 

各部のなまえ 
各部のなまえ 

付 属 品 

●使用後は必ずプラグをコンセント 
　　　　　　　　　　　　から抜く。 

●定格15A以上のコンセントを、 
　単独で使用する。 
　単独で使用しないと火災や感電の 
　おそれがあります。 

●コンセントへの差し込みがゆる 
　い場合には使用しない。 
　火災や感電・ショート・やけどの 
　おそれがあります。 

抜かないと火災や発火のおそれが 
あります。 

警 告 

②ノズル 

③吹出口 

④吸込口 

⑦ハンドル 

⑤電源スイッチ 

⑧つり輪 

⑨ブッシング 

⑥電圧切替スイッチ 

①本体 

マイナスイオンランプ 

マイナスイオン吹出口 

⑩コード 

⑪A-2プラグ 
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使
い
か
た 

使いかた 

（スイッチが止まるまで確実にまわす） 

＊ 使用前に電源コンセントの電圧を確認し 
（付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」を参考に） 

＊ 使用前にコンセントの形状を確認し 
（付属の「世界の電圧とプラグ一覧表」を参考に） 

電圧切替スイッチを合わせる 
�

プラグアダプターを選ぶ 
�

風の強さ 
を選ぶ 

電源スイッチで 

電圧切替スイッチを誤ってセットしたまま使用したとき 

●A-2プラグ地域ではプラグアダプターなしで使用できます。 

※電源スイッチを「TURBO」「set」の 
　いずれかにすればマイナスイオンは出ています。 
※マイナスイオンは目に見えません。 

�

1. 
 
 
 
 

2.

200～240Vのコンセントで 100/120V 側で使用したとき。 
故障の原因となりますのでやめてください。ヒーターが過熱して、保護装置が動作
し運転が停止します。電源スイッチを「of f」にして電圧切替スイッチを  
200/240V  にセットし直し、4～5分待ってから使用し、動作するかお試しくだ
さい。 

100～120Vのコンセントで 200/240V 側で使用したとき。 
安全上は問題ありませんが、乾燥・セットに充分な温風が出ません。 
電源スイッチを「off」にして、電圧切替スイッチを 100/120V にセットし直してください。 

A-2 コンセント C-2 コンセント 

（強い温風） 

（弱い温風） 

200/240V地域の場合 100/120V地域の場合 

200/240V

100/120V

200/240V

100/120V

●電圧切替スイッチを「100/120V」に合わせたまま 
　「200/240V」の電源電圧で使用しない。 
　火災ややけど・故障のおそれがあります。 

TURBO

s e t
o f f

使いかた 

ご注意とお願い 
次のことを守らないと指をけがするおそれがあります。 

●ハンドルを折りたたむ場合には、 
　　　　部に指がふれないように 
　折りたたんでください。 

●ご使用時、又はハンドルを伸ばす 
　場合には、　　   部に指がふれ 
　ないようにハンドルを持ってくだ 
　さい。 

ハンドルを伸ばす場合 ハンドルを折りたたむ場合 

警 告 
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ス
タ
イ
リ
ン
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の
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セット ブロー（乾燥） 
スタイリングのポイント 

●使用中、ドライヤーの向きに注意し、 
　吸込口から毛髪を10cm以上はなす。 
守らないと髪が吸い込まれ本体内部に絡み、 
取れなくなるおそれがあります。 

�

●ノズルの高温に注意する。 
守らないとやけどのおそれがあります。 

注 意 

●吸込口や吹出口・マイナスイオン吹出口をふさいだり、 
　ヘアピンなどの異物を入れない。 
火災や感電・やけどのおそれがあります。 

警 告 

●髪から水滴が落ちない程度まで。 

タオルなどで 
おおまかに水分を取る。 

�
●髪にもみこむようにつける。 

●髪の内側にもいきわたらせる。 

●カール付けをしたい時は 
　セットローションなどをつける。 

水などで 
髪を湿らせる。 

�

�
●ノズルを付けると、絞った風が出るので、 
　毛の根元から乾燥できます。 

●髪をほぐすようにすると効果的です。 

●毛先のもつれはほぐしておく。 
　（枝毛、切毛の予防） 

●乾燥しすぎに注意。 
　乾燥しすぎた場合、マイナスイオンの 
　効果が現れにくい場合があります。 

髪全体に 
温風を当てる。 

�
電源スイッチを 
「TURBO」にする。 

電源スイッチを 
「set」にし、くせづけ 
部分に温風を当てる。 
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マ
イ
ナ
ス
イ
オ
ン
と
は 

ベ
ン
ジ
ン 

ア
ル
コ
ー
ル 

シンナー 

マイナスイオンとは 
マイナスの電気を帯びた酸素と空気中の水分が結合したものがマイナスイオン
です。直径はスチームの約1/1000で目に見えません。 

マイナスイオンのはたらき 
一般に髪はプラスに帯電しやすい性質を持っています。そこに、マイナスイオンを
当てることで、髪に水分が浸透。さらに髪の表面をやさしくコートするので、髪の
水分率をキープ。静電気も中和して、髪のまとまりをいっそう良くします。 

わたしにも効果はあるの?
次の人にはマイナスイオンの効果が現れにくい場合があります。 
●縮毛の人 
●くせ毛のきつい人 
●髪質がサラサラでおさまりがいい人 
●縮毛矯正パーマをあてて3～4ヵ月までの人 
●髪の短い人 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

－ 

－ 

－ 

髪 
水滴 

水滴 

毛髪はプラスに帯電しやすい マイナスイオンにより水分保持 

浸透して 
中和 

髪 
水 

マ
イ
ナ
ス
イ
オ
ン
 

縮毛の髪 くせ毛の きつい髪 

使い終わったら 

お手入れのしかた 

●使用後は必ず電源スイッチを「off」にし、 
　プラグをコンセントから抜く。 
抜かないと火災や発火のおそれがあります。 

吹出口・吸込口のお手入れ 
ホコリや髪の毛などをブラシや 
掃除機などで取り除く。 
（月1回以上） 
※ホコリなどが飛び散りますのでご注意ください。 
※ホコリなどで目がつまるとサーモスイッチが動作して 
　運転が停止します。 
　（P15・16参照） 

●子供の手の届かない所に保管し、 
　使わせない。 
やけどや感電・けがのおそれがあります。 

（プラグをコンセントから抜いた状態で） 

禁 止 

警 告 

使い終わったら（つづき） 

●浴室内や湿気の多い所に保管しない。 
　また、水のかかりやすい所に置かない。 
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。 

※ハンドルを伸ばす場合及び折りたたむ場合には、指等をはさまないように注意してください。（P8参照） 
※本体が充分に冷えてから収納する。 

禁 止 

警 告 

水 

水 
水 

水 
水 

水 

マイナスイオンの発生量を長期間維持させるために、定期的に（半年に 
1回程度）マイナスイオン吹出口の掃除を下記の手順にてお願いします。 
お手入れ方法 

奥の部品の中央部 
を軽くこする 

マイナスイオン 
吹出口 

部品 綿棒 
※お手入れは必ずスイッチを「off」にして、プラ
グをコンセントから抜いて行ってください。 
●市販の綿棒を用いてマイナス
イオン吹出口の奥にある部品
の中央部を5回程度、軽くこす
ってください。 

※細めの赤ちゃん用綿棒をおすすめ
します。一般の綿棒でも使えますが、
少し差し込みにくくなります。 

マイナスイオンとは・使い終わったら 

（マイナスイオンの発生方式 ： 高圧放電式） 

お手入れする場合 
●本体の汚れは、石けん水を浸してよくしぼった布でふきとる。 
　アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わない。 
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。 
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） 
Name of Each Part (p. 5,6)

How to Use This Product

①Body　②Nozzle　③Air outlet　④Air inlet　⑤Power switch 
⑥Voltage selector switch　⑦Handle　⑧Storage hook　⑨Bushing　⑩Cord 
⑪A-2 Plug　⑫C-2 Plug adapter

Confirm your local mains voltage (Please refer to the enclosed "Table of World Volta-
ges and Plugs"), then adjust the voltage selector switch on the product.(Turn the 
switch until it stops firmly.

●Do not use a 200/240V power supply with the voltage selector switch still 
　set at 100/200V. It may cause a fire, burns or a malfunction.
1.Do not use this appliance with the voltage selector switch to the wrong setting.
   1.Using the product in such countries where the local mains supply voltage  
      is 200/240V with voltage selector switch at 100/120V.
      Do not do this. It may cause a breakdown. The windstream will stop. Turn the      
      power switch to [off], reset the voltage selector switch to 200/240V, then wait   
      4～5 minutes before starting to use the product again.
   2.Using the product in such countries where the local mains supply voltage  
      is 100/120V with voltage selector switch at 200/240V.
      There is not a safety problem, but the product generates insufficient airflow for    
      drying and setting. Reset the voltage selector switch to 100/120V.
   This product cannot be used with a power socket exclusively for shavers (power  
   sockets with the voltage controlled to low wattage), such as in hotels. Use another   
   power point.
2.Before use, check the shape of power socket (see the attached "Table of 
   World Voltages and Plugs"), then select the appropriate plug adapter.
   ＊In regions using the A-2 plug, you can use the product without a plug adapter.
3.Select the airstream with power switch.
   TURBO…Strong airstream
   set………Gentle airstream

■Blowing (Drying) (p. 9)
1. Remove the water generally from your hair using a towel (to the extent that no 
　 water drips from your hair), and undo any tangled hair.
2. Remove the nozzle and set the power switch to [TURBO].
3. Apply the hot air all over your hair. (Apply the flow of hot air to the roots of your 
　 hair. It is more effective if you lift your hair with your fingers.)
■Setting (p. 10)
1. Moisten your hair with water. (Rub it in all over your hair.)
2. Install the nozzle, set the power switch to [set] and apply hot air to the hair you 
　 want to shape.

After Use (p. 12)
Remove grime from the dryer body by using a cloth wet with soapy water. Do not use 
benzene, paint thinner or alcohol. There is a danger of a crack.
To clean the air outlet and air inlet, turn the power switch to [off], then clean them with 
a toothbrush, etc. (more than once a month.)
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Safety Instructions

WARNING:

WARNING
After reading these instructions, store the manual where it is always accessible by the user.

Indicates contents which may lead to death or serious injury.
CAUTION: Indicates contents which may lead to serious personal injury

or damage to property.

Before operating this product, please read these safety instructions. The safety instructions explained 
here are to help you use this product safe and correctly, and to prevent danger or injury to yourself or 
other people.
The safety instructions shown here are classified by follows. As they are very important for your safe-
ty, be sure to follow both of them.

After use, always turn the power switch of the product to [off], then unplug from the power 
socket. Failure to do so may result in a fire and / or accident.
Turn the voltage selector switch to match the applicable voltage of the local region. Failure to 
do so may result in a fire and / or electric shock.
Use only in regions supplying AC 100/120 V or 200/240 V power. Failure to do so may result 
in a fire and / or electric shock.
Do not use this product under the following conditions.
＊The product blows air intermittently.
＊The cord or plug is damaged or becomes hot.
＊It is loose to plug in a power socket.
There is a danger of fire, electric shock, short circuit and / or burns.
Do not cut, damage or modify the power cord. Do not pull,  bend or twist the cord with unnec-
essary force. Do not place heavy objects on the cord or allow the cord to get pinched in be-
tween objects. Do not wind the cord around the product. There is a danger of a fire and / or 
electric shock.
Do not block the air inlet or outlet, and do not insert foreign objects such as hair pins into 
them. There is a danger of a fire, burns and / or electric shock.
Do not use the product near inflammable materials (such as gasoline, benzene, paint thin-
ner, sprays, etc.). There is a danger of an explosion or fire.
Store this appliance where children cannot reach it, and do not let children use it. There is 
danger of burns, electric shock or other injury.
Do not store this product in a bathroom or other location with high humidity. There is a dan-
ger of electric shock and / or fire caused by insulation deterioration.
Do not leave this product in a place readily exposed to water (such as above the hand ba-
sin). There is a danger of electric shock and / or fire caused by insulation deterioration.
Never modify, disassemble or repair this product. There is a danger of injury from fire or ab-
normal operation.
Do not put this product in water. There is a danger of an electric shock and / or a short circuit.
Do not use this product with wet hands. There is a danger of an electric shock and / or a 
short circuit.

● 
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● 
 
● 
 
 
 
 
● 
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● 
 
● 
 
● 
 
● 
 
● 
 
● 
● 

CAUTION
Do not put the cord around the body after use. There is a danger of burns, fire and / or an ac-
cident.
Do not put your hand directly on the hot air outlet. There is a danger that you may get burned. 
Do not put this product down while it is still running. It may cause a fire.
Do not use this product if the air inlet is damaged. There is a danger that you may get 
burned.
Use this appliance only for drying and styling human hair. Do not use the dryer on infants. 
There is a danger of burns, fire and / or an accident.
Do not use this product if you damage it by dropping or knocking it. This may cause an elec-
tric shock and / or a fire.
When you unplug this product from the power socket, always turn the socket power switch 
off first, then hold on to the back of the plug as you pull it out. Failure to do so may result in a 
fire, electrical shock and / or burns.
Take care not to touch the nozzle. It can get very hot and there is a danger that you may get 
burned.
During use, take care to avoid getting hair sucked into the air inlet. There is a danger that 
your hair may snap.

● 
 
● 
● 
● 
 
● 
 
● 
 
● 
 
 
● 
 
● 



●運転中に火花が見えて 
　運転が停止する。 
　  サーモスイッチが動作しています。 
　  火花自体には危険はありません。 
●温風が異常に熱い。 

●温風温度が低く、風も弱い。 

●異常に大きな音がし、 
　内部が真っ赤になる。 

●ブッシングやコードの一部が異常に熱い。 

●風が出なくなり内部が真っ赤になる。 
　  温度ヒューズ動作時に煙が出る 
　  場合があります。 

●本体やハンドルが異常に熱い。 
●本体やハンドルが部分的に変形している。 

●こげくさい臭いがする。 

●風が出ない。 

症　　状 考えられる原因 

※…サーモスイッチ、温度ヒューズは保護装置です。 

※ 

※ 

吸込口、吹出口にホコリが 
付着している。 

吸込口を毛髪や手などで 
ふさいでいる。 

100～120V地域で電圧切替スイッチが 
200/240Vになっている。 

200～240V地域で電圧切替スイッチが 
100/120Vになっている。 

●特有の臭いがする。 微量のオゾンが発生している 
ためで人体に害はありません。 

シェーバー専用コンセントで使用している。 

コードが断線しかけている。 

コードが断線している。 

コンセントの差し込みがゆるい。 

��

★長年ご使用のヘアードライヤーの点検をぜひ！ 
愛情点検 

風が異常に熱い 

時々止まったり、コードやプラグが異常に熱い。 

本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。 

● 

● 

● 

故障や事故防止の 
ため、スイッチを 
切り、プラグを抜 
いて必ず販売店に 
ご相談ください。 

電源スイッチをoffにし、付着している 
ホコリを取り除く。 【P12参照】 

吸込口をふさがないようにする。 

電圧切替スイッチを100/120V 
に合わせる。 

●マイナスイオン吹出口の中で火花が発生する。 

●マイナスイオン吹出口の中で 
　音がする（パチパチ音）。 

電極の汚れによる異常放電です。 
マイナスイオン吹出口の掃除を 
する。 

処　　置 

電圧切替スイッチを200/240V 
に合わせ、4～5分待ってから再 
使用する。 

別のコンセントで使用する。 

ゆるくないコンセントを使用する。 

定格・仕様  

ただちに使用を中止 
処
置
後
な
お
異
常
が
あ
る 

AC100/120V  200/240V  50/60Hz
AC100/200V AC120/240V

850W 1200W（TURBO時） 

（TURBO時） 

（TURBO時） 約100℃ 約110℃ 室温30℃の時 

0.80m /min 0.95m /min

電　　源 1.7mコードの長さ 

消費電力 

温風温度 

風　　量 

電圧 仕様 

3 3

390g（ノズル付） 質量（重量） 

ノズル、C-2プラグアダプター 付　属　品 

��

こんな異常を感じたら 

お
知
ら
せ 

（ ） 

（ ） 

●使用中本体を動かすと 
　風が出たり出なかったりする。 

●プラグが異常に熱い。 

●使用時に異常な音や振動がある。 

このような 
ことはあり 
ませんか？ 

お
願
い
 

【P12参照】 

お知らせ 

●お願い● 
この様な場合、事故防止のため 
必ず販売店に点検修理を依頼し 
てください。 

●絶対に改造・分解・修理 
　しない。 
発火や異常動作によるけが 
のおそれがあります。 

警 告 
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保証とアフターサービス 
（よくお読みください） 

● 保証期間中は ● 

● 保証期間を過ぎているときは ● 

保証書について 

修理を依頼されるとき 

補修用性能部品の保有期間 

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理さ
せていただきます。 

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により
有料修理させていただきます。 

当社はこのマイナスイオン ZIGZAG イオニティの補修用性能部品を製造打切り後５年間保有していま
す。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。 

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP15～P16をご確認いただき、なお異常がある場合は、
ご使用を中止し必ずプラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。 

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、
保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より１年間です。 

0810

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444   Osaka (06)6645-8787

Open : 9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対
応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させてい
ただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務
等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談
された窓口にご連絡ください。 

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い 

Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008 All Rights Reserved.C

〈無料修理規定〉 

修理メモ 

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内
に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお

買い上げの販売店にお申しつけください。 
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、

お客様ご相談窓口にご相談ください。 
ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客
様ご相談窓口にご相談ください。 
ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。 
保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 
（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）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷 
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫

化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による
故障及び損傷 

（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び

損傷 
（ヘ）本書のご提示がない場合 
（ト）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

るいは字句を書き替えられた場合 
（チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお

客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料
はお客様の負担となります。 

本書は日本国内においてのみ有効です。 
本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 
お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。 

お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料
修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が
ございますのでご了承ください。 
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料修理を
お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行してい
る者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権
利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご
不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合
わせください。 
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説
明書をご覧ください。 
This warranty is valid only in Japan.

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
6. 
7. 
 

※ 
 
 
※ 
 
 
 
 
 
※ 
 
※ 

製造元 
〒522-8520  滋賀県彦根市岡町33番地 

パナソニック電工 

5年 
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本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。 

EH5206P品　　番 

保証期間 

お買い上げ日 

ご住所 

お名前 

電　話 

住所・氏名 

電話 

製造元 

お買い上げ日から 

※ 

※ 

※ 

本体 1年間 

年 月 日 

様 
お
客
様 

販
　
売
　
店 

マイナスイオン ZIGZAG イオニティ 保証書 

持込修理 

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。 

〒522-8520  滋賀県彦根市岡町33番地  TEL 0749（26）7890
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