艤
下記は、
安全にご使用いただくための
必ず守ってください。
重要な項目です。

￨

取扱説明書 (保 証書付き)
このたびは、
本製品をお買 い上げいただき誠にあ
りがとうこざいます。
正
こ使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、
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。

③ 瓢 ● ﹄⑪ 脚
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湿気の多いところで
水をかけない。また、
●本製品を水につけた り、
濡れた手で使わない。
使用 した り保管 しない。
●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。
使わせない。
●子供の手の届かないところに保管 して、また、

0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。

●分解や修理、
改造は禁止。

△注意 ￨≫ ξ
腎
離騰是
む

幌

●ブレー 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。
加工 した り、
無理に曲げた
●電源 コー ドを傷つけた り、
破損 した り、
重い物をの
り、引つ張つた り、
ね じつた り、東ねた りしない。また、
せたり、挟み込んだ り、
加工 しない。

専門医に相談する。
●使用 中や使用後 に肌な どの異常を感 じた時は、
手な
●使用 中や使用後 はプ レー トや レパーが高温になっているので、
どを離れない。

パ ー マ 液 は使 用 しな い
●強いくせ毛 (縮 毛)を 伸ばす等の目的でパーマ液を使用 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。キューテイクルを傷
める恐れがあります。
ブ レー ト周 辺 を触 らな い
●プレー ト部や樹脂部 (押 さえ部)は 高温にな ります。また、
触 らないよう
使用後もしば らくは高温状態が続きます。
にこ注意 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。プレー トは顔から3cm以 上離 してご
使用 ください。
可燃 物 の 上 に置 か な い
●ブレー ト部や樹脂部 (押 さえ部)は 高温にな ります。また。
紙、
使用後もしば らくは高温状態が続きます。可燃物 (布 、
。引火物 (ベ
ビニール等)の 上に置かないで くださいまた、
火災の
ンジン、シンナー、スプレー等)の 近 くで使わない。
恐れがあります。

準備

エアリーカ…ルの作 り方

1.プ ラ シで 髪 を整 え ます。

1.毛 東 を は さむ 。

1シ ヤンプー後の髪を半乾 き程

●カールを付けたい箇所の
毛束をプレー トの間に挟
みます。
※この時、できるだけ均―
になるように挟んでくだ
さい。
※毛東を多 く挟みすぎる と、
上手に仕上が りません。

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

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 に向かつて外
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 ドは通常のブ
ラッシングよりゆつくりで
セミロングで5秒 程度、
す。
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。

保 護 します。
●プレー ト部や樹脂部 (押 さ
肌
え部)は 高温にな ります。
に触れますとやけどの原因
にな ります。
熱に
●使用するタオル等は、
溶けやすい化織 (ナ イロン
綿製を こ使
など)で はな く、
用 ください。

ス トレ… 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
の毛東をプレー 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。
※パ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 している状態です。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
設定温度を少 し上げてみてください。
繰 り返すか、

3.仕 上 げ る。
●仕上げにブラシで軽 く整
えます。
●広がつたり跳ね気味の場
ヘアクリーム等で
合は、
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。

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。

毛先カールの作 り方
1.毛 先か ら数センチ上の毛束を

プレー トの間 に挟みます。
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、返
したところで2,3秒 その
まま保持 してから離 します。

※この時、できるだけ均
―に挟んでださい。
※毛束を多く挟みすぎる
と、上手に仕上が りま
せん。

握 りやすい耐熱グ リップ

プ レー ト温度 について
●プレー ト温度は約 170℃ になるよう
に設定 してあります。

ン
〕ッ ⊂
」
警鋪∫
髪を傷めにくく上手に

アイロンがかけられます。

/

電源 コー ド

////̀

電源プラグ

セラミ ックプ レー ト

電源スイッチ

電源ランプ

●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 つ
て くだ さい。
●スタイ リング剤 な どが プ レー ト部 に残 っている 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、ふ 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。

1.電 源プラグをコンセン トに差 し込み、
電源スイッチを
r入 」にしてください。
2.電 源ランプが赤 く点灯 し、プレー トが温まり始めます。

3.通 電後数分で、プレー ト温度が最高温度の約 170℃ にな

ります。
4.使 用 します。
操作方法は「使用方法」をご参照 ください。
5.使 用後は、
電源スイッチを『切Jに して、電源プラグをコン

セン トから抜いてください。
6.プ レー ト部や樹脂部 (押 さえ部)が 十分に冷えてか ら、プ

レー ト部を柔 らかい布等で拭いてください。
※プレー ト部や樹脂部 (押 さえ部)は 高温にな ります。また、
触らないよう
使用後もしばらくは高温状態が続きます。
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。

(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。
または、自己修理、
分解、
調整、改造等
(イ )使 用上の誤 り、

による故障及び損傷
移動、
落下等による故障および損傷
(口 )お 買 い上げ後の輸送、
塩害、
公害、
地震、
⇒火災、
水害、
落雷、その他の天災地変、
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
お客様名、
販売店の記入が
(ホ )本 書にお買 い上げ年月 日、
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)
(へ )本 書の ご提示がない場合

(ノ

(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
(例 :業 務用ま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

(チ )一 般家庭用以外

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

弊社修理
に修理をご依頼になれない場合は、
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。
This warranty is valid only in Japan

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。

