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は、禁止（してはいけないこと)
を示します。
具体的な禁止内容は、　   の中や
近くに絵や文章で示します。

は、行動の命令（強制)を示します。
具体的な強制内容は、　   の中や近くに
絵や文章で示します。

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。

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。

安全上のご注意
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安全にお使いいただくために
ご使用になる前に、以下の注意事項をよくお読みのうえ、安全に正しくご使用ください。
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。

【注意喚起シンボルとシグナル表示の例】

警告 注意

※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】

■安全上のご注意

電源コードを切断・加工しないでください。また、コードの上に重いものを乗せたり無理に曲げたりしないで
ください。
・感電や火災の原因になります。

アースおよび、漏電ブレーカーは必ず取り付けてください。

修理技術者以外の人は、本製品を修理・分解をしないでください。
また改造は絶対におこなわないでください。
・異常動作をおこしたり、故障や感電、火災のおそれがあります。

可燃性ガスや油・ガソリン・塗料・プラスチック製品などの燃えやすい物、または発熱器具の近くで使用しな
いでください。
・火災、爆発の原因になります。

定格電圧以外で使用しないでください。
・故障や感電、火災のおそれがあります。

本製品は屋内専用です。直射日光の当たる場所や雨風の当たる場所で使用しないでください。
・故障や漏電火災の原因になります。

コンセントは必ず専用回路を使用し、２口以上のコンセントでも１本のみで使用してください。
・電源回路の容量不足など配線に不備があると、漏電や火災の原因になります。

雷のときは、コンセントからプラグを外し物理的に離してください。
・雷が近いときは落雷により感電や故障のおそれがあるため、早めにコンセントからプラグを外してくださ
い。

警告
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狭い場所で使用しないでください。
・風通しが悪くなり、発熱・発火の原因になります。

電源プラグはホコリが付着していないか確認し、金具の根元まで確実に差し込んでください。また、
コンセントから外すときはプラグを持って抜いてください。
・破損や感電、火災のおそれがあります。

ご使用にならないときは、安全のためコンセントから電源プラグを外しておいてください。

廃棄処理については、適用される法規に従って適切に処分してください。

■使用上の注意
生きている動物を乾燥させるため、細心の注意が必要です。（使用状態において衰弱、死亡する恐れがあります。）
個々の健康状態に注意してご使用ください。病気や衰弱した状態では使用しないでください。
ご使用については、室温や温度など環境を整え、ペットへの負担を減らすため、乾燥前にはタオルなどで
水分を拭き取り、乾燥時間を短くし、温度や風量にも注意して、ペットの状態に応じて常に点検しながらご使用ください。

本製品はペットの毛の乾燥以外の目的で使用しないでください。衣類等を掛けたり、乾燥機代わりに
しなでください。

水のかかりやすい場所で使用しないでください。また、水の付いた手で触らないでください。
・機器内に水が入り、故障や感電、火災のおそれがあります。

本製品を使用中は絶対に機器から離れないでください。

・吹出口から出る風は温度が高いため、当て続けると引火し火災の原因になります。

空気の吹出口や吸気口をふさいだり、指やものを入れないでください。
・ケガや故障、発熱による火災のおそれがあります機器に異常が発生したときは、ただちに使用をや
め電源スイッチをOFF にしてコンセントから電源プラグを外し販売店に点検・修理を依頼してくだ
さい。

機器に異常が発生したときは、ただちに使用をやめ電源スイッチをOFFにしてコンセントから電源プ
ラグを外し販売店に点検・修理を依頼してください。

電源プラグの抜き差しにより、本体の運転・停止をおこなわないでください。
・故障や感電、火災のおそれがあります。

注意

警告
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必ず定期点検をおこなってください。
・長期間使用していると磨耗やサビ付き・きしみ・緩み等、経年劣化をおこします。

長期間使用せずに再び使用を開始するときは必ず点検をおこなってください。

本製品をベンジン・シンナー等で拭かないでください。
・塗装がはがれたり、変形したりするおそれがあります。

ペットの体に長時間風を当てての冷やしすぎ・暖めすぎに十分注意してください。
・ペットの体調悪化や健康障害の原因になります。

スタンドのパイプ内部には、非常に強いスプリングが組み込まれています。
・パイプのノブボルトを緩めるときは、伸びる方向に人や物がないことを十分
確認してください。

スタンドは本製品専用のスタンドを使用してください。

スタンドは必ず水平な場所に設置してください。また、お子様が近寄らないように注意してください。
・転倒して故障や事故の原因になります。

■ スタンドについてのご注意

本体移動時は床面にコード類等の障害物がないことを確認し、本体を手で支えゆっくり移動してください。
・転倒して故障や事故の原因になります。

スタンドキャスター部に毛くずやゴミが絡まったときは必ず取り除いてください。
・キャスターの回りが悪くなり転倒の原因となります。

注意

注意

警告



  

お使いになる前に
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◆同梱品の確認

外パイプ内部には非常に強いスプリン
グが組み込まれています。
パイプのノブボルトを緩めると中パイ
プが急激に飛び出し非常に危険です。

パイプのノブボルトを緩めるときは、
パイプが伸びる方向に人・物が無いこ
と必ず確認してください。

警告

５本足スタンド（キャスター）
中パイプ

ノブボルト

スリープ

ドライヤー本体

外パイプ

小ワッシャースパナー

スリープ

大ワッシャー
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手順②
スリープを5本足スタンドの穴に差し込みます。

手順③
②で穴に差し込んだスリープ部にパイプを
差し込みます。

手順①
外パイプからワッシャー・ボルトを外します。

スタンドの組み立て方
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手順④
①で外した、ワッシャー・ボルトをスパナーで
5本足スタンドの裏側より取り付けます。

手順⑤
ドライヤー本体を中パイプに取り付ける

ボルトはスパナーやモンキー等の工具を使用して、確
実に締め付けて下さい。

必ず守る

手順⑥
ドライヤー本体をノブボトルで固定して下さい。



  

各部の名称

-8-

口ゴム

５本足スタンド
（キャスター付き）

電源プラグ

コントロールパネル
（P.9参照）

ドライヤー本体

中パイプ

ノブボルト

外パイプ

ノブボルト

フィルターカバー フィルター

つまみネジ
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お使いになる前に



  

口ゴムの調整方法
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●ヘッドの口ゴムはリング内臓の回転式なので角度調整が自由自在で
風向の向きを調節できしっかり固定されます。



  

高さ調整方法

-11-

●ポールのネジを緩めて調節し、高さを決めて、ネジをしめます。
ポールの中にバネが入っておりネジを緩めるとリフトアップする仕組みです。



  

ヘッドの動かし方
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●本体ヘッドの角度調節は片手で簡単に調節でき、
好みの角度で止まります。



  

効果的なドライヤーの使い方
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◆ご使用前に準備する物

● 乾いたタオル
● スリッカーブラシ
● コーム

■乾かし方のコツ
乾かしはドライヤーとブラシを使って被毛を根元から乾かします。
被毛に湿り気が残っているとムレて皮膚病の原因になります。
暖かいからといって自然乾燥させるのは厳禁です。
火傷をさせないようにドライヤーの風を自分の手に当てて熱さを調節しながら乾かしましょう。

①タウェリング
シャンプー後、乾いたタオルで体全体を包み込
み、軽く押さえるようにしてしっかりと水気を
拭き取ります。毛がもつれる原因になるのでゴ
シゴシこすらないように注意してください。特
に耳や足先の毛は乾きにくいのでしっかりと水
気を取っておきます。

③頭・顔周り
顔周りはスリッカーブラシだと危険なので
コームを使って乾かします。目に刺さらない
ように注意しながら、ゆっくりと乾かしま
しょう。
顔に風が当たって嫌がる場合は風量を弱めて
乾かします。
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③お尻周り
顔周りを嫌がる子はお尻周りから乾かしま
す。スリッカーブラシで尾や陰部を傷つけな
いように注意しましょう。

④胸
口先を上に向けると乾かしやすくなりま
す。あまり顔を上げ過ぎないように気を
つけて下さい。
体を乾かす時はスリッカーブラシ
を使いますが、ブラシで皮膚を傷めない
ように注意しましょう。

⑤体全体
ドライヤーの風を被毛の根元に当てて、ス
リッカーブラシを使いながら、放射状に被
毛を広がらせると早く効率的に乾かすこと
ができます。
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⑥脚
前足は敏感なので嫌がる場合があります。優し
く軽くつかんで乾かしてあげましょう。どうし
ても嫌がる場合は足先ではなく足の付け根を持
つとおとなしくさせてくれる場合があります。

特に指の間・足裏は見落としがちなところなの
で、ドライヤーの風をしっかりと当てて乾かし
ます。

⑧確認
ある程度乾いたら、冷風を当てしっかり乾いて
いるか確認して下さい。湿っている所があった
場合は温風に切り替えて再度ドライヤーの風を
当てて乾かしましょう。

最後にコームでもつれなどが残っていないか確
かめて完了です。

⑦お腹
お腹は、前脚を持ち上げ２本足で立たせてあげ
ると乾かしやすくなります。お腹周りの被毛は
トリミングなどで少なくなっている場合がある
ので、スリッカーブラシの力加減に気をつけな
がら乾かしていきます。



  

お手入れのしかた
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拭き掃除をする場合は柔らかな布を使用し、水で薄めた中性洗剤に浸してよく絞っておこなってく
ださい。その後乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

必ず水で薄めた中性洗剤をご使用ください。
●揮発性のもの（シンアー、アルコール、ベンジン、ア
セトン、クレゾール）などは使用しないでください。

警告

◆本体のお手入れ

◆５本スタンドのキャスター部分のお手入れ
キャスターに毛が詰まった状態でご使用になった場合、キャスターの動きが悪くなりドライヤーが転倒する恐れがあ
ります。
キャスターに詰まった毛などは、ピンセットやカンシなどで取り除くなど、頻繁に清掃することをおすすめします。



  

【取り付け】

フィルターの中央部の穴を中央のネジに合わせ、フィルター
カバーをつまみネジでしっかりと締め付けてください。
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◆フィルターの清掃

フィルターに付いたペットの毛やほこりは、風量の低下や故障
の原因となり、作業効率の低下にもなります。
作業後は、フィルターを掃除機等で頻繁に清掃することをおす
すめします。
フィルターの汚れがひどい場合は取り外して水洗いをし、室内
干しで乾燥させてから取り付けて使用ください。(直射日光で
の乾燥はお避けください。)
また磨耗してきたら新しいものと取り替えてください。

■フィルターの取り外し、取り付け方法

フィルターカバーがしっかりと固定さ
れているか必ず確認してください。

必ず守る

交換部品のお問い合わせはホッタサポートダイアル
までお気軽にお問い合わせください（P20参照）

【取り外し】

・ドライヤー本体側のフィルターカバーを止めてある中央の
つまみネジを半時計回りに回しフィルターカバーを外すと、
フィルターが取り外せます。



  

故障かな？と思ったら
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故障でない場合がありますので修理を依頼される前に以下の項目をチェックしてください。
処理後なお異常がある場合は使用を中止し、事故防止のため、必ず販売店に点検修理を依頼
していただくかホッタサポートまでお問い合わせください。
（P.10参照）

症状 原因・処置

風量が弱くなった気がす
る

フィルターが毛やホコリで目詰まりをしてないか確認し、取り除くなどの掃除をしてくだ
さい。フィルターが摩耗している場合は、ご購入をいただき交換してください。

キャスターの動きが悪く
なってきた キャスターに毛が絡まっていないか確認し、ピンセットなどで取り除いてください。

温風が異常に熱い 吸込口・吸出口に毛やホコリが付着していないか確認し、取り除くなどの掃除をしてくだ
さい。

電源プラグが異常に熱い コンセントおよび電源プラグを確認してください。

ドライヤーの使用途中に
ブレーカーが落ちてしま
う

他の器具などと一緒に使用するとブレーカーが落ちる場合がございます。単独（専用回
線）で使用していることを確認してください。

急にドライヤーが止まっ
てしまった 電源プラグがコンセントにしっかり入っているか確認してください。

電源スイッチを押しても
風がでない

他の電気機器を接続してみて、コンセントまで電源がきているか確認をしてください。コ
ンセントまで電源がきていない場合はお近くの電気工事店へ修理依頼をしてください。
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症状 原因・処置

ドライヤーから風は出るが
温風がでない・こげくさい
においがする。

電熱線の不具合が考えられます。ご使用を中止し、必ず販売店に点検修理を依頼していた
だくかホッタサポートまでお問い合わせください。
(P.10参照）

使用中に本体を動かすと風
が出たり出なかったりする

モーターファンの不具合が考えられます。ご使用を中止し、必ず販売店に点検修理を依頼
していただくかホッタサポートまでお問い合わせください。
(P.10参照）

風が出ない・異常な音や振
動がある

電源コードが断線しかけている、もしくは断線している可能性があります。ご使用を中止
し、必ず販売店に点検修理を依頼していただくかホッタサポートまでお問い合わせくださ
い。(P.10参照）

ノブボルトが締まらない ノブボルトの摩耗が考えられます。ノブボルトをご購入し交換してください。
(P.10参照）

仕様

製品 プロテック TURBOスタンドドライヤー D-ST110

電源 AC100V・50/60Hz

消費電力 1.5 kW

コードの長さ 3 ｍ

重量 約 8.5 kg（スタンド含む）



  

保証とアフターサービス
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● 初期不良について
初期不良保証期間は、商品ご購入から7日間以内とさせていただきます。商品購入後、必ず点検をおこなってください。
ご購入いただいた商品が破損していたり、動作不良等がある場合、初期不良として対応させていただきます。お買い上げの販売店またはホッタサポート
にお問合せください。

● 保証書について
お買い上げ日・シリアルナンバーなどの記入を必ず確かめ、お受け取りください。本書内容をよくお読みのあと、保管してください。

● 保証期限を過ぎているときは　本製品の保証期間はご購入から1 年です。
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。保証期間終了
後の弊社への送料は、お客様にご負担をお願いいたします。
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。保証期間終了
後の弊社への送料は、お客様にご負担をお願いいたします。
〈修理料金の仕組みについて〉
修理料金は、技術料・部品代で構成されています。
※技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
※部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

● 代替機サービスについて
代替機サービスは、ホッタサポート会員だけが受けることのできるサービスです。修理ご依頼時から修理完了機器がお手元に届くまで無料でご利用いた
だけ、お店の運営をサポートさせていただきます。
※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およ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。したが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）、およ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ホッタサポートにお問い合わせください。

● 無料修理規定
①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、保証書を準備していただき、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れない場合には、ホッタサポートにお申しつけください。
②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ホッタサポートにご相談ください。
③ご贈答品等で販売店で無料修理をお受けになれない場合には、ホッタサポートにご相談ください。
④保証期間内でも次の場合には原則として有料による修理とさせていただきます。
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）お買い上げ後の輸送、落下等による故障および損傷
ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）等による故障および損傷
ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
ホ）保証書のご提示がない場合
ヘ）保証書にお買い上げ年月日、お客様名等の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
ト）出張修理等をおこなった場合には、出張料はお客様の負担となります。
⑤本保証書は日本国内においてのみ有効です。
⑥本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
⑦ホッタサポートは、下記をご参照ください。
※This warranty is valid only in japan.
〈修理料金の仕組みについて〉
修理料金は、技術料・部品代で構成されています。
※技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
※部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

●「PRO-TECH」シリーズはホッタ株式会社にてアフターサポートおよびメンテナンスをおこないます。
ホッタサポートシステムをご利用ください。
【ホッタサポートダイヤル】 TEL :0791-52-5951 (10:00 ～17:00)



  

保管用

この製品は、当社の万全な品質管理のもと、厳密な製品検査に合格したものです。
本取扱説明書にしたがったお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、
本書に記載された保証内容により修理いたします。

● お買い上げ年月日、シリアルナンバーが記入されているかをお確かめのうえ、お受け取りください。
● この保証書は再発行いたしませんので、お客様のお名前・ご住所および電話番号を保証書にご記入のう
え、大切に保管してください。
● 本製品の保証期間はご購入から1 年です。
● 初期不良保証期間はご購入から7 日です。

●「PRO-TECH」シリーズはホッタ株式会社にてアフターサポートおよびメンテナンスをおこないます。
ホッタサポートシステムをご利用ください。

【ホッタサポートダイヤル】 TEL: 0791-52-5951 (10:00 ～17:00)

品番 PROーTECH D-ST110

保証期間 お買い上げから
　　　　　　　本体　１年間

お買い上げ日 　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

シリアルナンバー

お客様

ご住所

お名前

電話番号

販売店名

プロテックTURBOスタンドドライヤー 保証書

ホッタ株式会社 TEL.0791-52-5951
東京本社 ／ 〒107-0062 東京都港区南青山4-9-22 アウラビル2 階B 号 TEL.03-5775-5325 FAX.03-5775-5326
大阪営業本部 ／ 〒537-0003 大阪市東成区神路1-7-4 コンフォードビルド7F TEL.06-6976-2581 FAX.06-6976-2584
物流センター ／ 〒678-1241 兵庫県赤穂郡上郡町山野里333-4 TEL.0791-52-5951 FAX.0791-52-5952
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