
保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きに従い、正常に使用し
て故障した場合は、保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします ( 有
料修理対象の保証規定 1. に該当する破損などが見られない場合 )。保証期
間内に故障した場合は、メールでアレティ・カスタマーサポートまでご連
絡いただき、その後、本商品と本書、購入レシート ( または発送 E メール )
をご郵送ください。弊社で確認作業を行い、保証内容に準じた対応をさせ
ていただきます。なお、修理依頼品の発送につきましては、送料はお客様
のご負担となります。

1. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
・使用上の誤り、および改造や不当な修理による故 障または破損。
・お買い上げ後の郵送、移動、落下などによる故障または破損。
・火災、地震、水害、落雷、その他の天災事変、および公害、異常電圧、
指定外の電源 ( 電圧、周波数 ) などによる故障または破損。

・一般家庭以外 ( 業務用の長時間にわたる使用など ) での故障または破損、
および本体使用状況から一般家庭での通常使用量を大きく超えると見受け
られる場合。

・お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、および確認
ができない場合。あるいは字句を書きかえられた場合。

・消耗品の交換。

2. 生産終了などにより部品在庫がなくなった場合、同等性能の製品と交換
させていただきます。

3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

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償修理をお約
束するものです。従って、本書によってお客様の法律上の権利を制限する
ものではありませんので、保証期間後の修理などについてご不明の場合は、
弊社またはお買い上げの販売店までご相談ください。お客様のご要望によ
り有料修理させていただきます。

お問い合わせ：アレティ・カスタマーサポート公式サイト www.areti.jp「サ
ポート」ページ内の「サポート窓口」よりお申込みを受け付けています。
まずは HP にてアフターサポートの流れをご確認ください。ご不明な点が
あった場合は、E メール info@areti.jpまでお問い合わせ下さい。

〒103-0012　東京都中央区日本橋堀留町 1 丁目 5-7   YOU ビル  6 階        
Areti 株式会社

取扱説明書 兼 保証書

シェーバー　ソリーベーシック
S h a v e r  S o r i - B a s i c

fc5201-1A
箱

使い方 充電について お手入れ 保証規定

付属品

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※USB-AC アダプターを別途ご用意ください。また、充電中は使用しないで
ください。

①電源スイッチを押し、電源を ON にします。

使用後は必ず付属のブラシでヒゲクズを落とし、刃と本体の掃除をして
ください。本体丸ごとすすぎ洗いが可能です。その際に熱湯や研磨パッ
ド、研磨洗浄剤、アルコールなどの使用は避けてください。40℃前後の
ぬるま湯で洗うとより効果的です。シェービングユニットの乾燥時にタ
オルやティッシュペーパーを使用しないでください。刃を傷める原因と
なります。

シェーバーの使い方

①電源スイッチを押し、電源を OFF にします。充電ケーブルを差してい
る場合は、抜いてください。
②図 5 のように、シェービングユニットの取り外しボタンを押し、開きます。
③図 6 のように、シェービングユニットをまっすぐ引き抜き、本体から外します。

④保持板（B）は中央のつまみ（A）を赤矢印の通り反時計回りに回し、図 7 の
ように、青矢印の方向に持ち上げると外れます。
⑤図 8 のように、ユニットフレームから 1 組ずつ刃を取り外します。

⑥図 9 のように、刃やシェービングユニットは付属のブラシで掃除してください。
⑦図 10 のように、内刃と外刃を正しい組み合わせでセットし、外刃の切り込
み部分をユニットフレームの切り込み部分に合せて戻します。
⑧図 11 のように、保持板（B）を青矢印の方向にユニットフレームに戻し、中
央のつまみ（A）を赤矢印の通り時計回りにセットしてください。
⑨図 12 のように、シェービングユニットの金具を本体のくぼみに差し込みます。

本体に USB 充電ケーブルを接続すると、残量インジケーターが 20 から
100 まで順に点灯した後、充電残量を表示します。
充電残量が 10% 未満の場合は、20％のインジケーターが赤く点灯します。
充電残量が 10％以上 20% 未満の場合は、20％のインジケーターが白く
点滅します。
充電残量が 20％に達すると、20％のインジケーターが白く点灯し、その
後も充電量に応じたインジケーターが白く点滅します。
充電完了時は全ての残量インジケーターが白く点灯します。

充電時間は約 60 分です。満充電で約 120 分間、連続使用できます。

充電中

充電完了後

①USB 充電ケーブルを接続した USB-AC アダプターをコンセントに差
し込みます。
②micro USB 充電ケーブルを本体の接続端子に差し込みます。
③充電完了後は micro USB 充電ケーブルを本体から取り外してください。

充電の仕方

トリマーの使い方

②図 1 のように、刃を肌に軽く押しあて、円を描くようにゆっくり動か
しながら剃ります。

③シェービング後は電源スイッチを押し、電源を OFF にします。お手入
れ後は、図 2 のように、シェービングユニットを保護するため、キャップ
を取り付けてください。

図 1 図 2

トリマーはヒゲ、もみあげ、ヘアーラインなどを整えるのに便利です。

①図 3 のように、本体裏にあるトリマースライドを下方向に押し、トリマー
を開きます。

②電源スイッチを押し、電源を ON にするとトリマー先端の刃が往復し、
カットします。

③カット後は電源スイッチを押し、電源を OFF にしてください。

④切れ味を保つため、使用後は必ず毛クズを取り除いてください。

⑤図 4 のように、カチッと音がするまでトリマーを押し、元の位置に戻
します。

図 3

トリマースライド

図 4

本体 保護キャップ クリーニング
ブラシ

充電ケーブル
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※分解し、掃除する際は内刃と外刃の組み合わせを変えないようにご注意
ください。組み合わせが変わると、刃の組み合わせの状態が元通りになる
まで数週間かかる場合があります。
※シェービングユニットが閉めにくい場合は、つまみをはめ直してください。

定格電圧
充電時間
使用時間
防水仕様
充電端子
使用充電池

５V / １A
電源方式 充電式

約 1 時間
約 120 分
IPX7
micro USB
リチウムイオン電池

（Li-ion 3.7V、800mAh）

※シェービングユニットが破損した場合は、本製品を使用しないでください。また、切れ味
　が衰えてきた場合も使用せず、刃を交換してください。

※本製品が 3 分間フリーズすると、電子回路を保護するため自動的に電源が OFF となります。
　1分後に再度電源を ON にしてください。

保護キャップ

シェービングユニット

保持板

つまみ

シェービングユニット
取り外しボタン

電源スイッチ

残量インジケーター

トリマー

故障の時も安心！メーカーサポートなら最短 2 営業日で交換保証
詳しくは「アフターサポート」ページを確認ください。



型名

お名前

ご住所     〒

電話番号

E メール

ご購入日　　　　　　 　年　　　　　 　　 月　　　　　        日

販売店名

保証期間　お買い上げ日より１年間　
※記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認下さい。

本書を必ず保管し、修 理の際は購入レシートまたはプリントアウトした発
送 E メールを添えてご 郵送ください。全ての商品は、有料修 理対象の保
証規定１．に該当する破損などが見られない 限り、保 証 期 間、保 証規定
に基づき無償で修理いたします。保証期間内に故障した場合は、公式 HP 
www.areti.jp「サポート」ページ内の「サポート窓口」よりご連絡いただき、
その 後 、本 商 品と本書 、購入レシート  （また は発送 Eメール）をご郵 送
ください。弊社で確 認作 業を行い、保 証内容に準じた 対応をさせてい
ただきます。

故障品送付時のご注意
ご購入後、7 日以内の故 障に関しましては、初 期不良として弊社にて送 料を負
担いたします。万が一、初期不良とみられる不具合が発生した場合は、アレティ・
カスタマーサポートまでご連絡ください。ご購入後、7 日を過ぎた際の故障に
関しましては、故 障 品を弊社へ送 付時の送 料のみお客様のご負担となります。
着払いはお受けできませんので、予めご了承ください。また、Areti. 直営店以外
でご 購入された方で、ご返品（返金）をご希望の場合は、弊社では対応できかね
ますのでご 購入時のお店へ直接お 問い合わせください

fc5201-1A　アレティ シェーバー　ソリーベーシック

【レビューキャンペーンのご案内】
ただいま商品到着後 10 日以内に商品レビューを投稿すると、3 年保証
サービスをご利用いただけるレビューキャンペーンを行っております。
商品レビュー投稿後、申請フォームで応募するだけ！詳細は、商品に同
梱されたキャンペーン用紙をご覧ください。ご応募お待ちしております。

IB012105

保証書

故障かなと思ったら

刃の交換 おすすめ商品

アフターサポート

注意事項

シェーバー廃棄について

※刃は定期的に交換してください。
①電源スイッチを押し、電源を OFF にしてください。
②図 13 のように、シェービングユニット取り外しボタンを押し、シェービング
ユニットを開きます。
③図 14 のように、シェービングユニットをまっすぐ引き抜き、本体から外します。
④図 15 のように、中央のつまみ（A）を赤矢印の通り反時計回りに回し、保持
板（B）は青矢印の方向にまっすぐ引き抜き、本体から外します。

乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。

ヒゲ、もみあげ、ヘアーラインを整える以外に使用しないでください。肌が
傷ついたり、外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。

故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。

本製品の使用、充電、保管は室温 0℃～ 40℃の環境下で行ってください。

本製品は水洗いに対応します。水洗いによるお手入れの際は 40℃以下のぬ
るま湯で行い、熱湯は使用しないでください。

充電完了後は、速やかに充電ケーブルを本体から取り外してください。４時
間を超える充電は行わないでください。

使用後はシェービングユニットに保護キャップを取り付け、保護してください。

室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でお使いになる場合は、本製品をその
環境で 30 分程慣らしてからご使用ください。

本製品は USB 充電対応機種です。USB 充電器のご用意をお願いします。
その際に、充電器の出力電圧が 5V を超えないようご確認ください。

所定の時間を超えても充電が完了しない場合はただちに充電を中止し、ア
レティ・カスタマーサポートまでご連絡ください。そのまま使用すると、発熱、
発火、破裂、液漏れ、故障やケガの原因となります。

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。充電時以外は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。

図 13 図 14 図 15
⑤新しい外刃と内刃を正しい組み合わせでセットします。
⑥図 16 のように、外刃の切り込みとユニットフレームの切り込みを合わせて戻
します。
⑦図 17 のように、保持板（B）の 3 つのリングが刃に重なるよう青矢印の方
向にユニットフレームに戻し、中央のつまみ（A）を赤矢印の通り時計回りに
回してセットしてください。

このシェーバーはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン
電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄する際
は、リチウムイオン電池を取り出し、各自治体の処理方法に従い、リサイ
クルにご協力ください。

①電源スイッチを押し、電源を OFF にします。
②内刃が完全に作動しないことをご確認ください。
③シェービングユニットを開き、中のねじ 2 本を外します。
④本体背面のねじ 1 本を外します。
⑤充電池を取り出します。

図16 図17

※製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。

※充電池を取り外した後は、通電しないでください。 ※以上の処置後も異常がある場合はサポート窓口までお問い合わせください。

※電源スイッチを ON にして、電池が完全に消耗したことを確認してから、
行ってください。

リチウムイオン電池のリサイクルについて

充電池の取り外し方

※お読みになった後も、必ず保管してください。
安全上の重要なお願い

シェーバーの刃が欠けたり、壊れて損傷した

落下した

こんなときは絶対に使わない！

必ず守ること！危険のもとになります

シェーバー本体や充電ケーブルを改造しない

濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししない

使用時に特に注意すること！
使用前に外刃の損傷や変形がないか確認する

刃を肌に強く押しつけない

家族や他人と共用しない

不具合 点検・原因 解決策

切れ味が悪くなった

刃が破損または摩耗していま
せんか？
シェービングユニットが汚れ
ていませんか？
充電残量が少なくなっていま
せんか？

敏感肌の方は外刃に慣れるま
でに 2 ～ 3 週間かかることが
あります。

充電アダプターはきちんと差
し込まれていますか？
充電する室内環境は 0~40℃
ですか？

髭の濃さなどによって使用可
能時間が前後します。 再度充電してください。

確認後も作動しない場合は電
池の寿命が考えられます。サ
ポート窓口までお問合せくだ
さい。

使用前に、水を含ませて固く
絞った清潔な布で刃の汚れを
拭き取ってください。

刃を交換してください。※別
売り
毎回、使用後にお手入れをし
てください。
充電してください。

充電後も作動しない場
合はサポート窓口まで
お問い合わせください。

シェーバーのスイッチ
を押しても作動しない

満充電で連続使用時間
が 120 分間に及ばない

残量インジケーターが
表示されない

肌がヒリヒリする

充電できない

充電はしましたか？

※土・日・祝日および年末年始等にご連絡いただきました場合、翌営業日のご対

応となります。

※安全性を最優先するため、万が一の故障の際には、修理ではなく製品交換にて

対応いたします。

※アレティの知識豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。

※最短 2営業日以内のご対応は、お問い合わせから交換品のお受け取りまで最短

の日程で対応が完了した場合の所要時間です。2営業日以内に交換品のお届けを

お約束するものではございません。お問い合わせから 2営業日以上経過しても連

絡がない場合、弊社からのメールがお手元に届いていない恐れがございます。　

その際はお手数ですが再度ご連絡ください。

※メーカー保証期間：購入日より 1年間

アレティカスタマーサポート窓口

メールアドレス：info@areti.jp

またはこちらのQRコードからご連絡ください

1年保証
Areti.

修理・交換のご対応は、アレティカスタマーサポートまでご連絡ください。
最短 2 営業日以内にご対応いたします。

・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）で水場での使用も
・顔用ソフトブラシ２個付き

電動洗顔ブラシ
ウォッシュ インディゴ  

w04IDG

洗顔料
HADA CLEAR MURASAKI

w1906

・キメを整え、しっとり肌に
・天然由来成分 99.3％配合
・濃密なもっちり泡
・敏感肌向けのやさしい処方


