
スピード調節ボタン
＋と－ボタンで
スピードを3段階調節できます 電源スイッチ

軽く押すと電源ON
再度押すとLEDが点灯後
電源OFFになります

刃

充電ケーブル
差し込み口

c19331GD

リチウム電池

約90分間

約1時間

プロヘアカッター バリトリカン　

AC100-240V　50/60Hz 

製品名称

定格電圧

充電時間

使用時間

使用充電池

品番

充電アダプター

5,000回転/分 5,500回転/分 6,000回転/分

刃のスピード

安全のために必ずお読みください。

故障かなと思ったら
充電できない
●本体の「充電ケーブル挿し込み口」に充電ケーブルが挿し込まれていますか？

仕上がりが悪くなった
●刃に毛くずが溜まっていませんか？  説明書の「お手入れの方法」をご確認いただ
き、刃の掃除を行ってください。

充電しても使用できる時間が短い
●ヘアカッターが完全に停止するまでバッテリーを使い切り、その後、約1時間の充
電を行ってください。 それでも改善されない場合は、バッテリーの寿命の可能性がご
ざいます。新しいヘアカッターをお買い求めください。

スイッチを入れても動かない
●充電が不足していませんか？ 初めてお使いになる場合や半年以上使用をしなかった
場合は、約1時間の充電を行ってください。
●刃のお手入れを行っていますか？ 汚れが溜まっている可能性がございます。説明書の

「お手入れ方法」をご確認いただき、刃の掃除を行ってください。

満充電にしても90分間動かない
●ヘアカッターの清掃状況や、毛量により使用可能時間が異なります。

誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容を示します。

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や
物的損害の発生が想定される内容を示します。

警告 注意

使用前に刃の損傷や変形がないか確認する 水洗いしない アタッチメントを肌に強く押しつけない 家族や他人と共用しない

注意事項

必ず守ること！危険のもとになります

使用時に特に注意すること！

ヘアカッター本体や充電ケーブルを改造しない 浴室で使用しない 濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししない

ヘアカッターの刃が欠ける等損傷した 本体を水や液体の中に落とした 落下した

こんなときは絶対に使わない！

®
取扱説明書c19331GD

プロヘアカッター バリトリカン

・充電ケーブルを充電スタンドに差し込みます。
・電源スイッチがオフになっていることを確認してから、
  ヘアカッター本体を充電スタンドに置きます。

※電池残量が100％になると、自動的に充電が終了します。
※充電ケーブルを本体に接続すると、充電しながら操作をすることができます。
※ご購入後初めて使用する際は、１時間ほど充電してください。
　充電と使用を３～４回程繰り返すと、電池容量が最適な状態となります。
※5℃～４０℃の環境で充電してください。

充電方法

LED表記

付属品

刃部分の取り扱いにはご注意ください。皮膚にケガや傷が
ある場合は使用しないでください。耳周りをカットをする際
は、手で耳を押さえ、刃が接触しないようにしてください。操
作を誤るとケガをする恐れがあります。

アタッチメントの取り付けおよび取り外し方法

注意！

使用前にすべての注意事項をよくお読みいただき、裏面の「安全上の重要なお願い」をご理解のうえ、ご使用ください。

アタッチメント
3/4mm

アタッチメント
5/6mm

掃除ブラシ潤滑油 充電スタンド

・アタッチメントの取り付け方法
図1のように、手でアタッチメントの両側を持ち、接合
位置に押し込みます。

（アタッチメントが正しくセットされると、動いたり外
れたりしません。）

図1

図2

注意！

● ここに示した注意事項は 、製品を正しく安全にご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害、財産の損害を未然に防ぐためのものです。
必ずお守りください。●注意事項は以下のように区分しています。

安全上の重要なお願い

　   [警告] 分解の禁止
ヘアカッター本体ならびに充電アダプターは改造しないでください。また、分解したり修理をしないでください。火災、感電、ケガの原因となります。

　   [警告] 加熱の禁止
火中投下、加熱をしないでください。充電式電池を内蔵しているため、液漏れ、発熱、破裂の原因となります。

　   [警告] 通電したままの清掃禁止
お手入れの際は必ず本体の電源をOFFにし、充電ケーブルを本体から抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがありま
す。
　
　   [警告]  使用の中止
充電アダプターに無理な力を加えないでください。発熱、感電、故障の原因となります。ねじれて戻らない充電コードや傷んだ充電アダプターは使用しないでくださ
い。ショート、発熱、発火の原因となります。本体に水または液体がかかり内部に浸透した可能性がある場合、ただちに使用を中止し、カスタマーサポートにご連絡
ください。

　   [警告] 浴室での使用禁止
浴室での使用は絶対にしないでください。ショート・感電の原因となります。また、充電アダプターおよびヘアカッター本体を水に浸けたり、水をかけたりしないでくださ
い。故障やショート、感電の原因となります。

　   [警告]  高温・多湿の場所での保管禁止
製品を水で洗浄したり、湿気の多い場所に保管しないでください。また、製品を5℃以下または40℃以上の環境で充電しないでください。

　   [警告]  放置の禁止
乳幼児の手の届くところに本製品と付属品を置かないでください。万一潤滑油を飲んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせた後、医師に相談してください。また、目に入っ
た場合も、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談してください。

　   [警告]  お手入れ方法
製品は使用の度にお手入れしてください。少量の水、または中性洗剤を付けた布で拭いてください。

誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。［警告］
警 告

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。［注意］

 　   [注意] 使用目的 
散髪以外に使用しないでください。肌が傷ついたり、刃の寿命が短くなる原因となります。また、人以外には使用しないでください。

 　   [注意] 使用上の注意
アタッチメントは強く押さえないでください。破損して皮膚を傷つけることがあります。落としたり、ぶつけたりしないでください。けがの原因となります。刃が
破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。けがの原因となります。また、家族や他人と共用しないでください。感染や炎症の原因となります。

 　   [注意] 使用時の注意
刃を硬いものにあてないでください。変形しやすいため、刃が破損する原因となります。交流100-240V以外では使用しないでください。感電やショートを起こして発火する
原因とならないよう、充電ケーブルを抜くときはケーブルを持たず先端のプラグを持って引き抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因とな
らないよう、充電時以外はアダプタをコンセントから抜いてください。

 　   [注意] 保管上の注意
乳幼児の手が届くところで使用、保管しないでください。誤飲・感電・けがのおそれがあります。直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置し
ないでください。充電式のリチウム電池が内蔵されているので、破棄する場合は各自治体の規定に従ってください。

 　   [注意] 取り扱い上の注意
本製品の使用、充電、保管は5℃以上４0℃以下の環境下で行ってください。本製品は水洗いできません。水や液体に浸したり、水道水ですすいだりしないでください。故障
の原因となります。充電ケーブルを本体に巻きつけたり、傷つけたりしないでください。また、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、上に重いものをのせたり、熱
いものに近づけたり、束ねたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。充電ケーブルが断線し、感電・発火のおそれがあります。充電する際には充電端子の取り扱
いにご注意ください。発熱、発火、感電、故障の原因となります。異常を感じた場合はただちに充電を中止してください。落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたりし
ないでください。感電・発火・けがのおそれがあります。ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しないでください。部品の変形や故障の原因となります。

使用時の注意

・マイナスイオン・赤外線 LED 搭載
・温風と風量をダイヤルで 6 段階調節
・ハンズフリーと折りたたみが可能
・世界中の電圧対応で海外でも使える

3色LED ハンズフリー ドライヤー
kozou d1621PK

・４つのアタッチメントで全身お手入れ
・角質や毛穴の汚れを洗い落とす
・選べる２段階の回転速度
・防水仕様（IPX7）でバスルームでの使用も安心

足用軽石ビューティーローラー

ボディブラシ

顔用ソフトブラシ

楽天1位獲得商品
ストレートヘアアイロン  i679GD

ブラシ感覚で簡単にふんわりカール
ロールブラシヘアアイロン  i707

Amazon・楽天   洗顔ブラシ ロングセラー 1位
アレティ ウォッシュ  w04

・独自技術ですばやく熱を伝えるチタニウムピン
・急速加熱ヒーター搭載
・80℃・120℃・160℃・200℃ の 4段階調節
・世界中の電圧対応で海外でも使える

・かつてないツヤを実現する 2WAY ヘアアイロン
・ 30 秒で170℃到達　最高 200℃のプロ仕様
・最高温度200℃
・世界中の電圧対応で海外でも使える

１.ヘアカッター本体から充電アダプターを取り外します。
２.ヘアカッター本体のスイッチをオンにして刃の動作が停止するまで充分に放電します。
３.図7に示す順序で本体を分解し、充電池を取り外します。
４.充電池を取り外した後、充電池の電極がショートしないように注意してください。

図3のように、親指で刃を押し上げて
本体から外します。
※危険ですので絶対に電源ボタンに
触れないでください。

掃除ブラシで刃に付着した髪の毛を
取り除きます。
※故障の原因となりますので
刃のバネは分解しないでください。

お手入れ後、図5の赤い点の部分に、
上刃と下刃の間に潤滑油を２、３滴
注入します。

図6のように刃を差し込み、本体側に
押します。「カチッ」という音がなり
刃がしっかり固定されたことを確認して
ください。

ここから差し込む

お手入れ方法 充電池の取り外し方

下記の図は、本製品を破棄するための図です。分解後は絶対に
本製品を使用しないでください。

本製品は充電式のリチウム電池が内蔵されています。製品を廃棄する際は
先ず充電池を取り出し、環境を汚染しないように各自治体の規定に従って破棄して
ください。

充電池を取り外す際は、必ず刃が動かなくなるまで放電をしてください。解体中に
ケガをする恐れがあります。

アレティ おすすめ商品

注入部分

1

3 4

2

お手入れ中は刃の扱いに十分注意し、電源スイッチに絶対触れないでください。
電源が入り、手を傷つける恐れがあります。
製品は使用の度にお手入れしてください。少量の水、または中性洗剤を付けた布
で拭いてください。

本製品は水洗いできません。水や液体に浸したり、水道水ですすいだりしないで
ください。

図3

図5

図4

図6

図7

・ アタッチメントの取り外し方法
図2のように、親指で本体上部とアタッチメントの片側の
接合部分を抑え、アタッチメントの片側を抑えた親指の前
方に向かって押します。

※アタッチメントのくし部分は押さないでください。破損の恐れが
あります。
※電源ボタンに手が触れないよう十分にお気をつけください。
※安全のため、アタッチメントは外れにくい設計になっております。

点灯

点滅

充電量
30%以下

充電量
30％以上

充電完了
(100％)

充電中

点灯

点滅

5%以下
(要充電) 30％以下 30%~100%

電池残量


