
●このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
●使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう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」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

電 源
定格消費電力
投 入 幅
定格細断枚数
安 全 装 置
細 断 サイ ズ
細 断 速 度
主 要 材 質
定 格 時 間
コードの長さ
外 形 寸 法
ダストボックス容量
質 量

AC100V（50／60Hz）
120W
紙投入部220mm
A4コピー用紙（上質紙64g/m²）5枚
サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
4×40mm
2.2m/分
ABS樹脂、ポリプロピレン、スチロール樹脂、スチール
2分（連続で使える時間）
約1.5m
幅310×奥行190×高さ300mm
8.7L
約3.0kg

■仕様

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

シュレッダー
P5GCX

細断部に引き込まれ、傷
害事故の発生する危険が
あります。

●投入口や排出口に手を触
れない

細断部に引き込まれ、傷
害事故の発生する危険が
あります。

●衣類の裾などを投入口に
近づけない

細断部に引き込まれ、傷
害事故の発生する危険が
あります。

●髪の毛を投入口に近づけ
ない重大な傷害事故が発生す

ることがあります。

●お子様には使用させない

引火して、火災やけがの
原因になります。

●可燃性スプレーを吹き付け
たり、潤滑油を塗布しない

転倒、落下によるけがや
破損の原因になります。

●不安定な場所に置かない

細断部に引き込まれ、傷
害事故の発生する危険が
あります。

●ネクタイ・ネックレスな
どを投入口に近づけない

火災の原因になります。

●引火性のもの（ガソリン、
灯油、ベンジン、シンナー
など）の近くで使用しない

火災・感電の原因になり
ます。

●自分で分解・修理をしない

感電の原因になります。

●ぬれた手で電源プラグの
抜き差しをしない

火災・感電の原因になり
ます。

●使わないときや、移動す
るときは、必ず電源プラグ
をコンセントから抜く

転倒などによるけがや破
損の原因になります。

●上に乗ったり、ものを置い
たりしない

けがの原因になります。

●掃除やお手入れのときは、
必ず電源プラグをコンセ
ントから抜く

破損し、火災・感電の原
因になります。

●コードを傷付けたり加工
したりしない

火災・感電の原因になり
ます。

●万一煙が出たり、焦げくさ
いなど異常がある場合は、
すぐ主電源スイッチを切り、
電源プラグをコンセント
から抜く

● 天災地変や不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
● 製品および梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めに基づいて処理して
ください。

本機の定格時間は2分です。それ以上の連続使用はしないでください。
また、連続使用後は必ず約1時間休止してください。

●定格細断枚数・定格時間内で使用する

故障や火災の原因になり
ます。

●本体に水などをかけない

故障や火災の原因になり
ます。

●AC100V電源以外では
使用しない

注意

警告

故障の原因になります。

●高温多湿の場所、冷暖房
機のそば、ほこりの多い場
所で使用しない 故障の原因になります。

●付属のダストボックス以
外は使用しない

テレビ、ラジオなどに雑
音が入ることがあります。

●テレビ、ラジオなどの近く
で使用しない

故障の原因になります。

●フィルム、OHPシート、ポ
リ袋、布、ビニール、フロッ
ピーなどは入れない

細断性能の低下や故障の
原因になります。

●細断くずをダストボック
スいっぱいまでためない

故障の原因になります。
●必要以上に逆転させない

故障の原因になります。

●カーボン紙、感熱紙、湿っ
た紙、シール、タック紙、
両面テープ、新聞紙などは
入れない

使用する前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示し
たご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための
もので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容で
すので、必ずお守りください。

図記号
の意味

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を
示しています。

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれ
がある内容を示しています。

安全上の注意 使用上の注意

取扱説明書

本機は
紙専用の

シュレッダーです。
他の目的に
使用しないで
ください。

してはいけない「禁止」内容です。 しなければならない「指示」内容です。

P5GCXシュレッダー

お客様

お買い上げ日 保証期間 6か月間
ただし消耗品は除く年　　月　　日

お買い上げ日より：

販売店

お名前

ご住所 〒

住所・店名

電話番号

※

※

電話番号

保証書
本書はお買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、左記の保証規定により無料修理を
行うことをお約束するものです。

●本機は、製品出荷前に細断テストを行っております。細断テスト後に細断くずの除
去を行っておりますが、付着した細断くずが輸送中に落下し、ダストボックスや本体
に残っている場合があります。

210716-GTO-GTO-02
P220716-GTO-LXD-01

販売店様へ：　※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定
1 

2

3

4

5

6
7

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場
合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証
書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしか
ねます。
ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイ
リスコールにお問い合わせください。
保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
　 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
　 お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
　 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
　 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合
　 の故障及び損傷
　 お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
　 本書の提示がない場合
　 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換えら
　 れた場合
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紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※

※

保証とアフターサービス 必ずお読みください。

 ■保証書
お買い上げの際に、所定の事項が記入されている
保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取
りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求さ
せていただく場合がありますので、大切に保管し
てください。

 ■保証期間
保証期間は、上記枠内に記載されています。

 ■保証期間経過後の修理
お買い上げの販売店または修理専用コールにご
相談ください。修理により製品の機能が維持で
きる場合は、ご要望により有料にて修理いたしま
す。
 ■補修用性能部品の保有期間について
当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切
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。

■アフターサービスについて
ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリ
スコールにお問い合わせください。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にした
がって修理させていただきます。

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もの（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。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコール
にお問い合わせください。

①
②
③
④

⑤
⑥
⑦

※ステープラーの針は10号、
　11号針は細断可能です。

●クリップ、ピン、12号より
大きいステープラーの針
などは必ず取り除いてか
ら入れる



1

2

3

サーマルプロテクターが働いています
定格時間（2分）を超えるなどの連続使用
でモーターの温度が異常に上昇したとき、
電源を自動的に遮断してモーターを保護
する機能です。

ダストボックススイッチが働いています
細断くずを捨てるときやダストボックスが
本体に正しくセットされていない場合に電
源を遮断する機能です。

カッターが回転しない場合

各部の名称・使いかた こんなときには

一度に多量の紙を入れると、細断が止まる場合があります。
次の手順にしたがって、紙を取り除いてください。

①すみやかに電源スイッチを「停止」にします。
②次に電源スイッチを「逆転」にし、つまった紙を
引き抜きます。

③適量の枚数に減らし、再度細断してください。

※紙を取り除きにくい場合は、無理に引っ張らず、
左右にゆすりながら少しずつ引き抜いてください。

細断が途中で止まった場合

［注］

安全装置 細断くずを捨てるときは 故障かな？と思ったら

カッターが
回転しない

電源プラグがコンセントから
抜けている

電源プラグをコンセントに差し込んでく
ださい。

状　態 考えられる原因 処　置

定格枚数以上入れている 電源スイッチを「逆転」にして、紙を引き
抜いてください。取り除いた後、適正枚
数にして再度細断してください。

紙投入口内部に紙が詰まって
いる

電源スイッチを「正転」にして、内部の紙
を取り除いてください。

クリップなどの金属片や異物
が刃の中にかみ込んでいる

一度逆転させた後、かみ込んでいるも
のを取り除いてください。

本体がダストボックスに正し
くセットされていない
（浮いていませんか）

本体をダストボックスに正しくセットして
ください。細断くずがいっぱいでしたら捨
ててください。

安全装置が働いている 電源スイッチを「停止」にしてモーター
の温度が下がるまで約1時間お待ちく
ださい。（安全装置の項目参照）
それでも直らない場合は、アイリスコー
ルにお問い合わせください。

紙を上からまっすぐ紙投入口の中央に
入れてください。

紙を紙投入口の中央に入れて
いない

細断が途中で止まった状態で放置しないでください。故障の原因になります。注意

電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らず
に必ず電源プラグを持って抜いてください。注意

ご自分での分解・修理・改造はしないでください。警告

電源スイッチが「正転」や「逆転」
のままダストボックスを本体に
セットすると、カッターが急に回転
し、けがをする危険があります。

警告
お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。
それでも解決できないときは

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認し
てください。

①サーマルプロテクター

②ダストボックススイッチ

細断くずを捨てる前に必ずスイッチを「停止」にし、
電源プラグを抜く

1

本体をダストボックスからはずし、ダストボックス内
の細断くずを捨てる

2

3

※細断くずはダストボックスの8分目程度を目安にこまめ
に捨ててください。紙詰まりの原因になります。

※ダストボックスにはポリ袋などを取り付けないでくださ
い。誤作動の原因になります。

●使用中、本体が温かくなりますが異常ではありません。 電源プラグをコンセントに差し込む1

電源スイッチを「自動」にする2

細断が終了すると、自動的にカッターの回転が止まる4

使い終わったら必ず電源スイッチを「停止」にし、電源プ
ラグをコンセントから抜く

5

3

2

1

3 紙は中央にまっすぐ入れる

付属のダストボックス以外は使用しないでください。

●本体をダストボックスから外した状態では動作しま
せん。
●本体を正しくセットしないとダストボックススイッチ
が入らず、カッターが回転しません。

●紙粉が飛び散りますので注意してください。

本体をダストボックスに真上からまっすぐに戻し、安
定したところに置く

細断が途中で止まり、電源スイッチを「逆
転」または「正転」にしても回転しない場合

電源スイッチを「停止」にし、モーターの
温度が下がるまで約1時間お待ちくだ
さい。

電源スイッチを「停止」にし、ダストボッ
クスを本体に正しくセットしてください。

お手入れの仕方

ミシン油を塗ったコピー用紙を細断す
ると、ミシン油がカッターの刃に行き渡
り、回転を滑らかにします。

①コピー用紙を2～
　3枚重ね、一番上
　の用紙にミシン油
　を塗ります。
②ミシン油を塗った
　コピー用紙の上に
　さらにコピー用紙
　を1～2枚重ねま
　す。
③細断します。

カッター（細断刃）■

お手入れの前に、電源スイッチを「停止」
にして、コンセントから電源プラグを抜
いてください。

本体外側の汚れは、
布に水でうすめた中
性洗剤を少しつけ
て、拭き取ってくだ
さい。

電源プラグを抜くときは、コードを
引っ張らずに、必ず電源プラグを
持って抜いてください。注意

本体・ダストボックス■

紙は上からまっすぐ紙投入口の中央に入れる
自動的にカッターが回転し、紙を細断します。

コピー用紙
（上質紙64g/ｍ²） 以内

紙の細断枚数は、紙質・湿度などにより変動します。
スムーズな細断および紙づまりなどのトラブルを避けるため、紙は5枚以
内での使用を守ってください。
紙を斜めにした投入は紙づまりなどトラブルの原因になりますので、必ず
まっすぐ入れてください。

●
●

●

一度に投入
できる枚数

電源スイッチを「逆転」にしても動かない場合は
安全装置が働いています。（→安全装置参照）

電源プラグ

ダストボックス

紙投入口
不要書類を投入します。

電源スイッチ

5枚

紙の投入にかかわらず、カッ
ターが正回転します。紙が詰
まったときにも使用します。

正　転

紙を入れると自動的にカッ
ターが回転します。

自　動

A4

紙の投入にかかわらず、カッ
ターが逆回転します。紙が詰
まったときに使用します。

逆　転

本体をダストボックスから外
すときや、本体を移動すると
きはこの位置にします。

停　止

本体

①

②

③

〈電源スイッチの使いかた〉

ダストボックススイッチがダストボッ
クス内のつめで押されていないと通
電しません。

注意

本体底部にあります。

つめ

①

②


