
www.domo-elektro.jp
DOMOエレクトロジャパン

●DOMOエレクトロ代理店

〒111-0051
東京都台東区蔵前4-6-7 MBCビル6F
電　話 : 03-6380-8827
メール : info-japan@domo-elektro.jp
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警　告

禁 止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電・ショートの原因になります。

引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、シンナー）の近くで使用しない。また、本機を
使用中にこれらのものを放置しない。爆発や火災の原因になります。

倒れやすいもの、壊れやすいものの近くで使用しない
けがや故障の原因になります。

警　告

禁 止

必ず実施

必ず実施

本体を水没させたりしない
感電・ショート・火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む
不完全な差し込みは、感電や発熱による火災の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない
ほかの機器と併用すると、発熱により故障・火災の原因になります。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く
感電・漏電・火災の原因になります。

電源コードは必ず伸ばして使う
束ねたままで使用すると発熱による火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを引っ張ったり、傷つけたり、破損したり、ねじったり、束ねたり、重たいものを載せ
たりしない
コードが破損し、感電・火災の原因になります。

異常時（焦げくさいなど）は使用を中止し、電源プラグを抜く
異常のまま使用を続けると火災や感電の原因になります。使用を停止してお買い上げの販売店また
は当社にご相談ください。

改造はしない。また、分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または当社にご相談ください。
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安全上のご注意

「人が死亡または重傷を負う危険性が生じることが想定される内容」

「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」

「傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」

「必ず実行していただく内容」

禁 止

必ず実施

注意

警告

注　意

電源コードは必ず電源プラグを持ってコンセントから引き抜く
コードが破損し、感電やショートして発火することがあります。

火気や暖房機に近づけない
本体の変形によるショート・発火の原因になります。

落としたり強い衝撃を与えない
けがや故障の原因になります。

高温、湿気の多いところに保管しない
絶縁劣化による感電の原因になります。

海外では使用しない
本機は日本国内専用です。故障・発火の原因になります。

屋外では使用しない
本機は太陽の直射日光が当たる場所に置かず、室内温度10～40℃の範囲で使用して
ください。故障・発火の原因になります。

使用前に電源プラグの点検を行う
コンセントや電源プラグにほこりがたまっていると漏電につながり、火災の原因になる
ことがあります。
充電台がはずれかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。

禁 止

禁 止

禁 止

必ず実施

必ず実施
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使用上の注意
■ 本製品のご使用前に必ずお読みください
　●本製品は水を加熱して沸騰させます。
　　通常の使用方法においては安全な設計となっておりますが、誤った
　　使い方をすると重大な事故につながる恐れがありますので、以下の
　　点に注意してください。

　　　※人やペットに向けない　　　
　　　※発生するスチーム及び放出口の付近は大変熱くなる
　　　　ので使用中は直接触れたりしない
　　　※お子様やペットの近くで使用しない
　　　※室内に放置しない、使用中は目を離さない
　　　※タンクに水を注ぎ足ししない
　　　→使用後に完全に水を使い切らなかった場合には必ず
　　　　タンクに残った水を捨ててください。残ったままだと
　　　　次の使用時に、熱湯が逆流したりして大変危険です。

　●本製品は転倒しただけならば水や熱湯がこぼれ出さない設計ですが、
　　安全のためスチーマー本体は必ず平らな場所に置き、誤って転倒させ
　　ないように注意してください。

　●本製品の使用中にスチーム放出口から熱湯が出る場合があります。
　　そのため使っている最中は人に向けないように注意してください。
　　また衣類に水が飛んだり、床に水がこぼれたりする場合もあります。
　　付近に水に濡れてはいけない物を置かないようにしてください。

　●本製品は内部に水がないまま電源が入った状態が続いても、内蔵の
　　サーモスタットが働くため空焚きにならない設計ですが、万が一の
　　事故を防ぐため使用中は目を離さないようにして、使用後は必ず電源
　　プラグを抜くようにしてください。

close
op
en

MAX

MAX

close open

MAX 120ml

各部の名称

電源プラグ→

タンク用キャップ↓

↑電源コード

↑
自動スチームスイッチ

←電源スイッチ
　兼電源ランプ

スチーム放出口→

▼スチーマー本体

▲本体底面

▲頭部を外した状態

▼保護用手袋

計量コップ（120ml ）▲

→
タ
ン
ク
吸
水
口

→
タ
ン
ク
吸
水
口

←ハンドル
タンク水量確認窓→タンク水量確認窓→
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close
op
en

MAX

１. 本体を平らな場所に設置して給水する

ご使用方法使用前の準備

close
op
en

MAX
close

op
en

MAX

close
op
en

MAX

①本体の頭部を、側面の矢印が「open」になるまで左に回します。
②頭部を回した後、上に持ち上げると外すことができます。

③タンク用のキャップを手でつまんで外します。
④開いたタンクに付属の計量コップで水を注ぎ込みます。
　※120ml まで給水が可能です。タンク水量確認窓で内部の水位を
　　確認できます。MAXの線以上は水を入れないでください。
　※必ず水道水を使用してください。

①左に回す

②上に外す

③上に外す
④給水する

MAX
 120m

l

close
op
en

MAX

2. 電源プラグをコンセントに差し込む

3. 電源スイッチをONに入れる
　　スイッチをONに入れた直後は変化が起こりませんが、その後
　　ハンドルを持って本体を持ち上げると、底面にある自動スチーム
　　スイッチが入ります。
　　その段階で電源スイッチが赤く点灯して使用可能になります。

使用前の準備

MAX

close
op
en

MAX

⑤元に戻す

⑥右に回す

⑤タンク用のキャップを手でしっかりと押し込んで元に戻します。
⑥外した頭部を本体に差し込み、側面の矢印が「close」になる
　まで確実に右に回します。

↑
自動スチームスイッチ

↓電源スイッチ
　　　奥「 I 」が ON
　　　手前「O」がOFF

↑
自動スチームスイッチ

本体底面

タンク水量　　
確認窓→

タンク水量　　
確認窓→
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故障かな、と思ったら

修理（有償）を依頼される場合は本書10ページ目のアフターサービスをご覧く
ださい。

■ こんなとき

・電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれていない
→電源プラグを確実にコンセントに差し込む。

・製品を持ち上げていない
→底面の自動スチームスイッチが押されている状態では安全のため動作
　しません。

・タンクの水が沸騰していない
→製品を持ち上げてから30秒程度はスチームが出ません。
　水の沸騰が始まりますとスチームが次第に出始めます。

スチームが出ない

・タンク内の水が適切ではない
→本製品は貯水と加熱、2つのタンクを内蔵しています。
　一度給水した水が全て無くなるまで使うか、途中で使用を終える場合は
　タンク内の水を捨ててください。タンク内の水は本体を逆さまにすると
　2つのタンクを同時に、簡単に排出することができます。

熱湯がこぼれ出る

お手入れ
■ 本体
やわらかい乾いた布で汚れを拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、水で濡らして固く絞った布で拭きとってください。

禁 止

洗剤や漂白剤などは使用しないでください
本体の劣化や変形の原因になります。

ご使用方法
１.アイロンがけしたい衣服等をハンガーに掛けます

２. 本体を持たない方の手に付属の保護用手袋を着用します

３. 本体を持ち上げて使用します
30～45秒ほど経過すると給水タンクの水が沸騰してスチームが出始め
ますので、生地の表面から1～2cm程度離した状態で使用します。

保護用の手袋を着用した手を生地の裏側から当てて使うと作業が捗ります
が、スチームは大変熱くなりますので接近させすぎるとケガや火傷の原因
となります。注意して使用してください。

衣服を掛け替えたりする際は、スチーマーを平らな場所に置いてください。
底面の自動スチームスイッチが働いて一時的に電源がOFFになります。

４. 使用後は電源スイッチをOFFにしてください
タンク内部に水が残っている場合、使用後に本体が十分に冷めたら排水を
してください。吸水口を真下に向けると、タンクの水を捨てることができ
ます。使用後はお子様の手の届かない場所に収納してください。

●必ず本書4ページ目にある
　「使用上の注意」を読んでから
　使用してください

●タンクに水を継ぎ足ししない
　でください

●1度の給水で使用可能な枚数
　　半袖シャツ：5～6枚
　　長袖シャツ：3～4枚
　　上　着　等：1枚程度
　本体側面で給水タンク内部の
　量を確認することができます

MAX

保護用手袋を着用
して裏から当てる

↓

保護用手袋を着用
して裏から当てる

↓
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保　証　書
１. お客様が本書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合
　 は無料修理をいたします。（消耗品は除きます）
　 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
２. 無料修理は本書をご用意の上、弊社までご連絡ください。

４．本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
５．本書は日本国内においてのみ有効です。
（This warranty is valid only in Japan.）

＊この保証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。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、
　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。

＊保証書をご使用の際は以下の欄にご記入をお願いいたします。

３. 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますので予め
　 ご了承ください。

（１）接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。

（２）使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または
　　 損傷。

（３）取り扱いの過誤、落下及びお買い上げ後の輸送による故障また
　　 は損傷。

（４）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧に
　　 よる故障または損傷。

（５）本書のご提示がない場合。

ご住所
お名前

　　　　年　　　　月　　　　日お買い上げ日
販売店名

アフターサービス
03-6380-8827までお電話ください。その際、お手元に本書を
控えてただき、DMから始まる製品番号をお伝えください。
※本書の内容は製品の改善・仕様変更により予告なく変更する場合が
　ありますので、予めご了承ください。

全長約226mm　幅約156mm　底面直径約105mm本体寸法
約0.83kg（本体、コード込み )本体重量

30秒～45秒程度予熱時間
満水時に6～10分間（当社試験条件による）動作時間

AC100V　50/60Hz　800W定格電圧

PC（本体）、PP（計量コップ）、ポリエステル（保護用手袋）材　質
中国原産国
計量コップ、保護用手袋付属品

DM0008WH（ホワイト）品　番

仕　様


