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切り替えスイッチを長押しすると、温風から送風に切り替わり、吹き出し口の緑色LEDが点灯します。
再度、切り替えスイッチを長押しすると、温風に戻ります。

風速とパワーの調節

グローバルボルテージ（電圧の自動調整機能）

電源 ON／OFF

使い方

取扱説明書

温風／送風 の切り替え

１　　　   　　　　　　　　  　       180W
２　　　   　　　　　　　　  　       300W
３　　　   　　　　　　　　  　       475W

４　　　   　　　　　　　　  　       600W
５　　　   　　　　　　　　  　       800W
６　　　   　　　　　　　　  　       900W　
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レベル４の温風からダイヤルを上下に回すと、風速（風量）とパワーの調節ができます。
電圧調整のため、一時的に風量が自動調整されることがありますが、すぐに元の設定風量に戻ります

風速（m/s）

スタイリングモード

ダメージケアモード

レベル 温度（°C）モード ワット数

※表は日本国内で使用した場合の目安です。 室温や使用する国の電圧によって異なります。

マイナスイオン発生・赤外線LEDライト点灯
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赤い電源ボタン押すと、マイナスイオン（青色LED点灯）、赤外線（赤色LED点灯）と共に、温風（レベル４）が出ます。
ご使用時は、スイッチが切れた状態でコンセントに挿してください。
ご使用後は、電源をOFFにしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

マイナスイオン・赤外線LED ON／OFF
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約15分で安全装置が起動し、自動で電源がOFFになります。 再度使用する場合は電源ボタンを1回押し、１秒後にもう１回押してください。

180W ~ 900W（日本国内で使用した場合）
  100V-240V  50Hz/60Hz

折りたたむ際、
赤い○の部分は持たないでください。
指を挟む可能性があります。

切り替えスイッチを軽く押すと、①マイナスイオン発生装置 ON（青色LED点灯）→②赤外線LED ON（赤色LED点灯）→
③マイナスイオンと赤外線LED両方ON（青・赤色LED点灯）→④両方OFF（青・赤色LED消灯）の順に切り替わります。

電圧が異なる国でも電圧の調整は必要ありません（変圧器なしで使用可能）。
※プラグアダプターは別途お求めください。

→ → → →

家庭用としてご使用ください（業務用として使用しないでください）。 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

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。

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

裏面の「安全上の重要なお願い」を必ずお読みください。

安 全 の た め に 必 ず お 読 み く だ さ い 。

吹出口や吸込口から髪の毛を離して使用する（3cm以上）
手や異物などで吹出口や吸込口をふさがない

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！

電源プラグをコンセントに挿した状態で、その場を離れない
（使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く）
業務用として使用しない
濡れる可能性がある場所で使用しない
電源コードを本体に巻きつけない
美顔器として使用しない

電源をONにしてもファンの音がしない
（風が出ない）
本体内部が真っ赤になった、煙が出た
本体内部で異物が動く音がする
落下した

直ちに電源プラグをコンセントから
抜いて使用を中止してください。

こんなときは絶対に使わない！

【アレティアンバサダー募集】

「アレティアンバサダー」でWeb検索！

発売前の新商品のモニター＆プレゼント！  お得な大幅ディスカウントセール開催！

areti@shuyoka.com にメールを送信

Areti.が企画するオリジナルイベントにご招待！ などの特典満載

Areti’s Lifestyle Magazine

美の旅
アレティが提案するライフスタイルウェブマガジン

http://areti.jp/aretist/
応募方法について詳しく知りたい方は、件名に「アレティアンバサダー」と記載して

www.areti.jp 人気商品ラインナップ

クリーンモード ( 約 41000 回 / 分 ) で美しい歯へ
センシティブモード ( 約 28000 回 / 分 ) で優しくケア
キッズ用ブラシを含む３種類の替えブラシがセットに

持ち運びポーチ付きで旅行にも

約 41000 回 / 分の振動数でビューティーケア
電動歯ブラシ  MIGAKI   t1731

LED 搭載で 赤 青 紫 の３つの光
温熱機能で肌を温め、美容液やオイルの浸透UPに  
1 分間に約 15000 回の振動で心地良くケア

凸凹のない美しいフォルム

LED 光 温熱 振動 美顔器
トライカラー  b1708 WH

４つのアタッチメントで全身お手入れ
角質・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）でバスルームの使用も安心

Amazon 洗顔ブラシ ロングセラー 1 位
アレティ ウォッシュw04

収納時  13.6cm使用時  24cm

手のひらに収まるコンパクトサイズ
ハイパワーヒーター搭載、最高温度 180 度
持ち運びに便利な耐熱シリコンマット付き
世界中の電圧に対応するグローバルボルテージ

世界初 の伸縮収納
本当に小さくなるカールヘアアイロン

パズル  i703

ビューティーローラー

[警告]通電したままの放置禁止
電源プラグをコンセントに挿した状態で放置しないでください。使用後は必ず電源を切り、電源プラグを抜いてください。本製品は電源OFFの状態でも電流
が流れています。電源コードがコンセントに挿し込まれていると、本体の状態、周囲の環境によっては、発火・火災の原因となります。
[警告]他の器具とのコンセント併用禁止 
定格電流15A [1500W以上のコンセントを単独で使用してください。他の器具とコンセントを併用すると、感電・発火のおそれがあります。
[警告]使用の中止
落下した場合、コンセントの挿し込みがゆるい場合は使用しないでください。感電・発火・ショートのおそれがあります。引火性・可燃性のもの [ガソリン・
ベ ンジン・シンナー・ガスなど ]の近くで使用しないでください。発火・爆発のおそれがあります。パーマ液やスプレー式整髪剤を同時に使用しないでくだ
さい。発火・やけどのおそれがあります。業務用として使用しないでください。また、不特定多数の人が使う場所に置かないでください。 過負荷による故障の
おそれがあります。本体内部が真っ赤になったり、煙が出たときや、異物が動く音がするとき、風量が一定に保たれないときは使用しないでください。感電・
発火・けがのおそれがあります。電源コードがねじれて戻らない場合や、電源コードや電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる場合は使用しないでください。
長時間の使用や誤使用により、電源コードが断線するおそれがあります。また、電源コードが断線すると、大きなスパークが発生し、感電・やけどのおそれが
あります。本体に水または液体（整髪料等）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]水場での使用禁止
浴室、脱衣所、洗面所等の湿度の高い場所では使用しないでください。 感電・発火・ショートのおそれがあります。水につけたり、水をかけたりしないでくだ
さい。また、濡れた手で触れないでください。感電・ショートのおそれがあります。万が一、水中に落下した場合は、本体に触れずに電源を抜き、決して水の中
に手を入れないでください。
[警告]水場での保管禁止
浴室、脱衣所、洗面所等の温度変化が大きく湿度の高い場所での保管はしないでください。本体内部に結露が発生し、絶縁劣化により感電、発煙、発火の原因と
なります。
[警告]分解の禁止
故障など、いかなる目的でも本体の解体・修理は行わないでください。感電・発火・ けがのおそれがあります。
[注意]使用中の注意
吸込口・吹出口をふさがないでください。また、ヘアピン・異物などを入れないでください。感電・発火・やけどのおそれがあります。 使用中 に吹出口をの
ぞき込まないでください。風と一緒にホコリなどの異物を吹き出し、けがをするおそれがあります。使用中に吸込口に毛先を近づ けないでください。髪の毛
が吸い込まれたり、髪の毛が切れたりするおそれがあります。また、故障・やけどのおそれがあります。 使用中・ 使用直後は、ドライヤーの吹出口など、本体
高温部に直接前や手を触れないでください。やけどのおそれがあります。人の毛髪乾燥・整髪以外 の目的で使用しないでください。発火・故陸のおそれがあ
ります。顔に当てるなど美顔器としては使用しないでください。
[注意] 電源プラグの抜き方の注意
コンセントから電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かないでください。破損し、感電・発火・ショートのおそれあります。 
[注意]取り扱い上の注意
電源コード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。電源コードが断線し、感電・発火のおそれがあります。布団・紙など燃えやすいものの上に
置かないでください。火災の原因となります。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。子供や
幼児の手が届くところで使用、保管しないでください。感電・やけど・けがのおそれがあります。　　
[注意] お手入れ時の注意
電源を切ってから電源プラグをコンセントから抜き、吹出口が冷めてからお手入れをしてください。 化学クリーナーや研磨剤、水での洗浄は行わないでくだ
さい。 髪が焦げたり、やけどのおそれがあるため、［月に1回以上］お手入れをしてください。
本　体 :外部の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
吸込口 :やわらかい歯ブラシなどで、付着したホコリを取り除いてください


