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このたびは、本製
品をお買い上げい
ただき誠にありが
とうございます。
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、安全にこ使用いただくための
重要な項目です。必ず守つてください。
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(0本 体 の扱 い      )
・落としたりぶつけたりしないでください。破損した場合は直ちに

使用をお止めください。感電・やけどの原因になります。
・使用後はスイッチを切 り、電源プラグをコンセントからはずして

ください。絶縁劣化による感電や漏電火災発生の恐れがあります。

(●パ ー マ液 は使 用 しな い )
・強いくせ毛 (縮毛)を伸ばす等の目的でノマーマ液を使用しないでく

ださい。髪を傷める原因になります。
・美容院であてられたカール (パ ーマ)を伸ばす場合でも、2～ 3日 は

使用しないでください。キューティクルを傷める恐れがあります。

(●ブ レー ト部 を触 らな い。)
・アイロンプレー ト部や樹脂部 (押 さえ部)は高温になります。また。

使用後もしばらくは高温状態が続きます。触らないようにこ注意
ください。また毛髪の調整以外の使用や乳幼児への使用はおやめ

ください。頭皮や顔、首筋等に触れますとやけどの原因になります。

(●可燃 物 の上 に置 かな い )
・アイロンプレー ト部や樹脂部 (押 さえ部)は 高温になります。また。

使用後もしばらくは高温状態が続きます。可燃物 (布、紙、ビニー

ル等)の上に置かないでくださいまた、。引火物 (ベンジン、シン

ナー、スプレー等)の 近 くで使わない。火災の恐れがあります。

△警告
誤った取り扱いをすると、死亡や重傷事故の

発生する可能性が想定される内容を示してい

ます。

Θ
瓢

●本製品を水につけたり、水をかけない。また、湿気の

多いところで使用したり保管しない。濡れた手で使わ

ない。

●引火物 (ベ ンジン、シンナー、スプレー等)の 近 くで使
わない。

●可燃物 (布、紙、ビニール等)の 上に置かない。

●子供の手の届かないところに保管して、また、使わせ

ない。

●
必ず守る

●本製品は、交流100V(AC100V 50/60Hz)の 、日
本の家庭用コンセントにつないで使用する。

●使用後は必ず電源プラグからコンセントを抜く。

①
曇

●分解や修理、改造は禁止。

△注意
誤った取 り扱いをすると、障害または物理的

損害の発生する可能性が想定される内容を

示しています。

③
証

●アイロンプレー ト部へ、直接ヘアクリームやローショ
ン等を付けない。

●毛髪の手入れ以外の目的で使用しない。
●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無
理に曲げたり、引っ張ったり、東ねたりしない。また、

重い物をのせたり、挟み込んだり、加工 しない。

●
らず守る

●使用中や使用後に肌などの異常を感じた時は、専門医
に相談する。

●使用中や使用後はプレー ト部や樹脂部 (押 さえ部)が

高温になっているので、手などを触れない。



アイロンプレート部
ここに髪をはさみます。

髪に優 しいセラミック加工です。

モケットプロテクト
加工部

プレー ト部の熱を表

面に伝わりにくくす

るための加工です。

グリップ部

グラス繊維入り耐熱
加工です。

回転式コネクター

36σ 回転 し、電源コー

ドのね じれを防ぎます。

電源コード

通電ライト(緑 )

電源スイッチ入れると点灯 します。

温め中ライト(赤 )

設定温度より低い状態で、加熱中の合図

です。設定温度に達すると消灯 します。

電源スイッチ
プッシュ式です。押すたびに「入」→「切」
→「入J→「切Jを繰 り返 します。

温度調節ダイヤル
ご希望の温度に設定します。
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●準備

1.プラシで髪を整えます。

1シヤンプー後の髪を半乾き程度まで

乾かします。
※乾いた髪の場合は、蒸しタオル等

で髪を湿らせておきます。

2ブ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
保護します。
●プレー ト部やその周辺は高温に

なります。肌に触れますとやけ

どの原因になります。

●使用するタオル等は、熱に溶け

やすい化学繊維 (ナ イロンなど)

ではなく、綿製をご使用ください。

●ストレートメイクの仕方

1.毛束をはさむ。
●ス トレー トにしたい箇所の毛

束をプレー トの間に挟みます。
※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。

※毛束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。
●髪を挟んだら、そのままにしないで、すぐに毛先方向 (下 方向)

へゆつくりと滑らせるように動かします。

※バチパチと音がする場合は、髪の水分が多く、高温のため水滴が

蒸発 している状態で鳥 そのまま使用を続けますとやけどの原因に

なりますので、ドライヤー等で少し髪を乾かしてからこ使用ください。

※ス トレー トになりにくい時は、1,2の 操作を数回繰 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す。

●広がったり跳ね気味の場合は、
ヘアクリーム等で整えてください。

●まだ髪が湿っている場合は、

ドライヤーで乾かしてください。

lr電源プラ場 をコンセントに差し込み、「電源スイッチJを 1回押し

てください。

2r通電ライ ト」(緑)が点灯し、同時に「温め中ライ トJ(赤 )も 点灯し

ます。

3r温度調節ダイヤル」を回してこ希望の温度に設定します。設定温度

の目安は次項の「設定編意について」をご参照 ください。

4アイロンプレー ト部が設定温度 に達すると「温め中ライ トJ(赤)が

消え、こ使用になれます。具体的な操作はr使用方法Jを ご参照 くだ

さい。
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●毛先カールの作り方

1毛先から数センチ上の毛東を

プレー トの間に挟みます。

2挟んだまま毛先に向かつてアイロン

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、

返したところで2,3秒そのまま

保持してから離 します。

●本製品は60℃～170℃(MAX)の 範囲で温度設定が可能です。(周

辺気温25℃の場合 )

●設定温度は、最初は低めに設定 して、徐々に上げるようにしてくだ

さい。必要以上に温度を上げますと、髪を傷める原因になります。

●標準的な設定温度は髪質によつて異なります。下の表を参考にして

調節してください。

●傷んだ髪の方は低めの温度で、カールをしっかり付けたい場合は高

めの温度を選択 してください。

※ご家庭や美容室でパーマをかけた直後の3～4日 はこ使用をお控え

ください。

髪質と設定温度の目安

髪質 設定温度

細いス トレー ト 80K〕～120°C

ストレート 120℃～140℃

少しくせ毛

くせ毛

140℃～160℃

160℃～170℃

※この時、できるだけ均―に

挟んでださい。
X毛束を多く挟みすぎると、

上手に仕上がりません。

●エアリーカールの作り方

1.毛東をはさむ。

●カールを付けたい箇所の毛東

をプレー トの間に挟みます。

※この時、できるだけ均―にな

るように挟んでください。

※毛束を多く挟みすぎると、上

手に仕上が りません。

2.プ レートを返す。
●髪を挟んだら、すぐに髪の根元

から毛先に向かって外側 (外巻

きの場合)ま たは内側 (内巻きの

場合)に手首をひねってプレー

トを返 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5秒程度、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、

その部分だけ挟み、プレー トを

返 してカールしてください。

3.仕上げる。
●仕上げにブラシで軽く整えます。
●ヘアクリーム等で整えてくださ

い 。

●まだ髪が湿っている場合は、ド

ライヤーで乾かしてください。
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7使用後 しばらくは、アイロンプレー ト部が熱い状態が続きます。お

手などを触れないようお気をつけください。

8+分 に冷えてから収納 してください。

切 りとり線 )― ―――――――――――

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つた使用

状態で、保証期間内に故障した場合のみ、

無料修理いたします。

2保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

(イ )使 用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、

改造等による故障及び損傷

(口 )お 買い上げ後の輸送、移動、落下等による

故障および損傷

(ハ )火 災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、

塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷

(二 )消耗または磨耗した部品、付属品の交換

(ホ )本 書のご提示がない場合

(へ )本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入

がない場合、あるいは文字を書きかえらた場合

(但 し、販売シールや領収書でも未記入項目の

代用となります)

(卜 )本品本来の用途以外に使用された場合の

故障及び損傷

(チ )一般家庭用以外 (例 :業務離 たは業務用に準ずる

使用方法 )で使用された場合の故障及び損傷

3 ご贈答ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店

に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理

ご相談センターにお問い合わせください。

4本書は日本国内においてのみ有効です。

Thls warranty ls valid only in 」apan

5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
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●アイロンプレー ト部や・樹脂部 (押 さえ部)は使用後もしばらくは高

温状態が続きます。触らないようにご注意ください。頭皮や顔、首筋

等に触れますとやけどの原因になります。お手入れや収納は冷めて

から行ってください。

●スタイリング剤などがアイロンプレー ト部に残つていると、次回に

使用する時に焦げ付いたりすることがありますので、3、き取つてお

いてください。

●収納時はコー ドを本体に巻き付けないでください。コードに負荷

がかかって断線の原因となり、感電やショー トの恐れがあります。

また、コー ドの傷みを防ぐため、ねじれを直しておいてください。

●浴室内や湿気の多いところや、洗面台などの水のかかりやすい所

に保管しないでください。絶縁劣化や内部が腐食 して感電や火災の

原因になります。

●お子様の手の届 くところに保管 しないでください。事故やけがの

原因になります。

●お手入れをする時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ

さい。また、高温になるアイロンプレー ト部や樹脂部 (押 さえ部)の

温度が十分に下がつてから行ってください。

●水洗いはできません。事故や故障の原因になります。

●本体の汚れには水で薄めた食器用中性洗剤を少量、柔らかい布な

どに漫して、固く絞つてから拭いてください。その後乾いた布で水

分を拭きとつてください。

●シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用 しないでください。

●アイロンプレー ト部はきれいに保ち、スタイリング剤や汚れが残っ

ていないようにご注意ください。次回に使用する時に焦げ付いた

り等の トラブルの原因にな ります。

零[製 票 鋒 象
→

鑽 πttFな 躍 品 編 義 鮎 譜

出ない。        用を止めて修理依頼する。

焦曜帳いがする。→召ふ寵τ与忌輔彎了髪名箔ズ7'
チを切り、付着物を拭きとる。

差し込みプラグが異 →
常に熱い。

コードが異常に熱い。→

使用中に異常な音や →
振動がする。

本体やハンドルが異 →
常に熱い。

本体やアイロンプレ →
― 卜部が変形 してい

る。

プラグ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頼

する。

コー 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。

内部が破損。→すぐに使用を止めて修理

依頼する。

火傷の恐れ。すぐに使用を止めて修理依

頼する。

すぐに使用を止めて修理依頼する。

電源 : AC100V 50/60Hz

消費電力 : 最大240W
プレート温度 : 約60℃～170℃ (周辺約25℃ )

(温度コントロールIC内蔵)

温度ヒューズ: 187℃

コー ド長さ: 約20m
本体質量 : 約350g

――――――――――――― ( 切 りとり線 )‐ ――――一――――――

品名:ヘアメイクアイロン
1贅喜:l:I:;;:l:二島;i4

保証期間 年 月   日より1年 間

お客様

ご住所

お名前

電話番号 跛
販売店

所在地

店名

電話番号

∫濶 ぽ礁

※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。
※この保証書によつて保証書を発行している者保証責任者)、

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についてご不明の場合は

お買い上げの販売店または弊社
修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内の

サービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容

を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

◎ H眠｀ 株式会社 オーム電機
〒342-8502埼玉県吉川市旭 3-8
http://www ohm‐ electr c co ip

修理に関するこ相談は 修理こ相談セン

冒霜04■T玲翼翼見:息!響
7:00

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

0120-963‐ 006048‐ 992‐ 2735
平 日 9i00～ 17:30 土曜 9i00～ ]7:00
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]紙質や状態に合わせた漫霞設定■可壬

2髪に優しいセラミック万こニフレー｀

3安全なモケットブロテクトカ三二

E絡まりにくい、360・ 回転コート

こ暖まりを知らせるお知らせライト

C美しいグラス繊維入り耐熱グリップ

こストレートはもちろん、カールもつくなる

プレート形状

△ 安全上のご注意

●水洗いは出来ません。

●こ使用後は必ずコンセントからプラグを抜いてください。

●その他、大切な注意事項が取扱説明書に記載されております=こ使用

の前に取扱説明書を必ずよくお読みのうえ、正しくお使いください。

£kやけどに注意
●プレートは顔から3cm以上離してこ使用ください。

●手指、顔などのお肌が直接触れることのないよう十分にこ注意ください。

※商品の写真の色は印刷の関係で実巧と多少異なる場合があります。

※改善のため、仕様及び外観を予告なく変更する写合かあります。あら

かじめこ了承ください。

◎ 閲 R｀ 株式会社 オーム電機

〒3428502埼玉県吉川市旭38
http:〃www ohm― e ectric co lp

るお問い合わせは お客様相談三 ヽ

0120‐ 963-006 048‐ 992-2735
電話 1平 日 9100～ ]7:30 ==0100～

~ ]:
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