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く、細長いブラシです。薪ストー
ブ周りの掃除しにくい場所の他、
家具の隙間やオーディオ機器など
の掃除にもご使用できます。

すすいだ後、風通しの良い室内で
十分乾燥させてください。
ブラシが変形しないように、吊る
して保管してください。
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・先端に付いている保護キャップ
を外さないでください。キズが
付いたりケガの原因になります。
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ブラシ部分Φ35〜50×L490mm
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・ブラシは可燃性です。高温のも
のには使用しないでください。

全体の長さ（1130mm）

・ブラシ芯が極端に曲がるような
力を与えないでください。毛が
抜けたり芯が戻らなくなる原因
になります。
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