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取扱説明書(保護書付き)

このたびは、本製品をお買い上げいただき馘にあ

りがとうむざいます。
こ使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正

しく安全にお使いください。また、お読みになられ

た後も、いつでも見られるよう大切に保管してく

ださい。

下記は、安全にご使用いただくための

重要な襲目です。必ず守つてください。

△1書1贅‐11記麟雄誦醜鋼 幌生する

△‐注意J酵馴議燻難お赫霧響熙露鑢

③

紐

8:1警織:騨難鳳ξ職麟
せたり、鎮み込んたり、加工しない。

0 ●警用中や諄用摯■鍵●ど,等撃空感11壁整1響甲 電電墜111

どを触由ない。

バ…マ液は使用しない

●強いくせ毛(縮毛)を仲ぼす等の目的でパーマ液を使用しないでく

・[鷺織:1111]量晏i菫i三勁竜穣驚¥憲¬ふ豚:BHす。

ブレート・蕪無逃がし穴周辺を触らない

・〔ず堤営曇鷲爾誓Ml曇争]欄癬
なります。

可燃物の上に置かない

磯魃

奪源:

消費電力:

鰤 度:

温度安定度 :

温度ヒューズ:

質量 :

AC100V 50ノ 60Hz
最大300W
最大180℃ (20℃ステップ)

温度コントロールiC内蔵

設定温度±10℃

240℃

約345g

セラミックプレ…卜にスタイリング剤な
どが付漬して、焦げている。→電源スイツ

チを切り、付績物を拭きとる。

プラクがコンセントにきちんと差し込ま

れていないか緩い。→きちんと差し込む。
→それでも直らない場合はプラグ内部の

接触不良→すぐに使用を止めて修理依種
する。

コ…ド内部が断線寸前。→発火の恐れ。す
ぐに使用を止めて修理依頼する。

内部が破換。→すぐに使用を止めて修理

機棋する。

火傷の恐れ。すぐに使用を止めて修理依

種する。

すぐに使用機止めて修層依頼する。

破攪部分には触れない。鋭利な破片によ
りけがの恐れ。すぐに使用を止めて修理
依願する。

3盤つた または改造による散陣および猥傷の場合。
L。 移動・落下磐による故障および損傷の場合。4

日本保肛書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is va;id only in Japan.

保証書

| セラミックアンドデジタル

|ヘアメイクアイロン
I                HE卜 8989 00・8989

年  月  日より1年間 :

お客様 凛騎
|

お名機、■
“

■■ |

所在地
|

販売店  店名 |

電餞薔詈 i

口
撃霊喜賣懲品署食事撃雰検お曇菫富毬霧翻8竃鱗lこ輻 響R
ただく場合がこぎいます。あらかじめこ了承ください。

電鮮就舞醐 3縄絆野響霧雰私
は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して

ください。

焦げ臭い奥いかする。●

差し込みプラグが暴 →
常に熱い。

コードが異常に熱い。中

使用中に異常な音や 0
振動がする。

本体やハンドルが異 →
常に熱い。

本体やプレートが変 →
形している。

セラミックプレート →
が破換した。

品名

型番、島番

保証期回

・尻a舞,事墨暑歴驚事慧言碁標あ蟻鼻1ぶ履篭瑳矯議し電竜3亀

◎ 閲駄 株式会社オーム電ρ
埼玉県 宙Jll市 旭 3‐3〒 342‐8502
製品に関するお問い合わせ:

(1,フ リーダイヤリレ  TIL01 20‐ 963‐006
(つ公衆電話・携帯電議からTEL.048‐ 992‐2735
燿 機関するお問い合bt:TEL048-992‐3970
http://wWW.Ohm‐ e:octric.cojp

H目・日目ロヨ
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8撃棋協攣Ъ鷲ぷ憲ま1℃電脚 徴た、使わせない。
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一

●本製品は、交流100V(AC100V 50/60Hzlの、日本の家饉用コ

ンセントにつないで使用する。
●使躍後は必費 源プラグからコンセントを抜く。

③

脚
●分解や修燿、改造は禁止。

*選料、諧僣費等はお客様のこ負担になります。

はありません。



蕪気逃がし穴の注意 毛先カールの作り方

本体上部に、髪の水分を通がすた
めの味 気逃がし穴Jが 3箇所開い
ています。(右国参照)

使用中はここから高温の蕪気が出
る事があります。
また、曇の水分が多い場合や、曇を
換んだまま動かさないていると、
水がはじけて、高温の水滴が飛び
散る事があります。
ご使用中は、r蕪気逃がし穴Jを首
筋や額の方に向けないようにこ注
意ください。
また、やけど防上のため、首節から
層にかけてタオル等で保餞してく
ださい。

※この時、できるだけ均=に
挟んでださい。

※略察畿多く挟みすぎると、
上手に仕上がりません。

ストレー トメイクの仕方 エアリーカールの作り方

1.毛先から数センチ上のの毛東
をフレートの間に換みます。

2.挟んだまま毛先に向かってア
イロンを動かし、カールを付
けたい部分で手首を外側 (外

巻きの場合》または内側(内

巻きの場合)に返し、通した
ところで2,3秒そのまま保持
してから離しま丸

1.籠湖フラグをコンセントに難し込み、電源スイッチをr入Jに してく
ださい。

2.溝魔議示部に888の数字が表示され、2～ 3秒後に現在のセラ
ミックフレートの濃度が表示されます。

3.漱魔開節スイツチのr+1または「-1を長押ししてください。初めに
60℃の議示になります。20℃単位で60℃から180℃までのこ希
菫の■康に設定してください。r十 Jまたはr_Jで設定温度は変えら
れます。

4,温魔職扉が現在温度表示になります。

5.藩電後数分で、ほぼ設定憑魔になりま7.それ以降は、設定濃度
±1びC以内に自動圏節されます。

6使用します。操作方法はr置使用方洵 をご参照ください。

7.使用後は、電源スイッチを「切Jに して、電源プラグ七コンセントか
ら強いてください。

※温度表示部に888の数字が点滅した場合は、内部回路エラーで
す。電源プラグをコンセントから抜いて、再度羞し込んでください。
それでも菫らない場合は、修理をこ依薇ください。

●設定量凛は、最初は低めに設定して、徐々に上げるようにしてくだ
さもヽ 必要以上に潟度を上げますと、曇を傷める原因になります。

●標準的な設定温度は腱贅によって異なります。下の表を参考にして
爾節してください。

曇質を設定潟度の目安

髪賞 鑑定温度

細いス トレ… ト 8010～ 120℃

ストレート 120℃～140℃

140℃～160℃

くせ毛 1 1

準備

1,プランで腱 を菫 え ます。

1.シ ャンプー後の髪を半乾奮程度まで
乾かします。
※乾いた髪の場合は、察しタオル等
で髪を湿らせておきます。

2プラシなどで毛先のもつれをほぐし
ます。

2.タオル等で首筋から肩を
保饉します。

●ブレート郎や磯臨部(押さえ部)

は高濃になります。肌に触れま
すとやけどの原因になります。

●使用するタオル簿は、熱に溶け
やすい化機(ナイロンなど)では
なく、綿製をむ使用ください。

1.毛東 を は さむ。

●ストレートにしたい箇所の毛
束をプレートの間に接みます。

※この時、できるだけ均―に挟
み、髪とプレートが直角にな
るようにしてください。

※毛東を多く挟みすぎると、上
手に仕上がりません。

2.毛先に向けて動かす。

●髪を決んだら、そのままにしないで、すぐに毛た方向CT方
向)へゆっくりと滑らせるように動かします。

※バチバチと書がする場合は、援の水分が多く、高IEのため水
濶が燕発している状態です。そのまま使用を続けますとやけ
どの燎因になりますので、ドライヤー等で少し彙を乾かして
からご使用ください。

※ストレートになりにくい時は、1,2の操作を数回藤り返す
か、設定温度を少し上げてみてください。

3.仕上げる。

●仕上げにブラシで軽く整えま
■

●広がったり銚ね気味の場合は、
ヘアクリーム等で整えてくだ
さい。

●まだ髪が浸つてしヽる場合は、
ドライヤーで乾かしてくださ
もゝ

1.毛東をは富む。

●カールを付けたい箇所の場東
をプレ…卜の間に挟みます●

米この時、できるだけ均―にな
るように携んでください。

楽毛束を多く快みすぎると、上
手に仕上がりません。

↓

2.プレ…卜を返す。

●髪を榛んだら、すぐに髪の根元
から毛先に向かって外側(外巻
きの場奮)ま たは内側

`内

書きの
場合)に手常犠ひなつてブレー

トを進し、カールを付けます。
●動かすスピードは通常のプラッ
シングよりゆっくりです。セミ
ロングで6抄機鷹、ロングで7秒
程度を目安にしてください。

●部分的にカールを付けたい時は、
その部分だll接み、プレートを
返して力…ルしてください 。

3.仕上げる。

●仕上げにブランで軽く整えま丸
●ヘアクリ…ム等で整えてくださ

い 。

●まだ燿が癌っている場合は、ド
ライヤーで乾かしてください。

燕舗 がし穴
(8カ所 )

温度講節スイツチ〈8びC～ 18σC)

セラミックプレート


