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ステンレスピン マイナスイオン
発生装置

クッション

スイッチ

指示ライト

USB ケーブル
差し込み口
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おすすめ商品簡単ブラシケア

使い方

Designed in Tokyo
 Assembled in China by Areti Japan

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」ページをご確認ください。

製品仕様

・理想の温度でスタイリング
・高速加熱と高温キープ
・新感覚クッションプレート
・高品質セラミックコーティング

好評の数こそ
プレミアムの証
2 WAY ヘアアイロン　20ｍｍ
i679GD

・初心者にもオススメ
・マイナスイオンで髪の毛にツヤと潤い
・セラミックコーティングプレート
・髪を押しつぶさずダメージ減

ストレートもカールも
サッと、器用にプロ級
U字型   2 WAY  ヘアアイロン  23mm
Kiyo i18010WH

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

Presented by

https://areti.jp/aretist/

【アレティアンバサダー募集】

areti@shuyoka.com
にメールを送信してください

 Areti.jp の
お得なキャンペーンをチェック

新商品のモニター＆プレゼントや
お得な大幅ディスカウントセール

オリジナルイベントにご招待
などの特典満載

「アレティアンバサダー」
で検索！

応募方法の詳細は、件名に
「アレティアンバサダー」と記載し

朝すっきりと
目覚めるための
５つの秘訣
すっきりとした目覚
めで一日をはじ ...

何かに一生懸命が
美しい。

なにかに一生懸命に
なる姿は美しい ...

いますぐ旅に出たく
なる！人生をリセッ
トしたいときに ...
ジュリア・ロバーツ
が主演してヒッ ...

スイッチをスライドすると電源がオンになり、振動が始まってマイナスイオンが放出されます。

本体への充電は付属品の USB ケーブルを使ってください。
　充電時間は 1 時間です。フル充電した場合、約 3.5 時間使用可能です。
指示ライト： 充電中

充電完了

2 段階振動モード
・LOW モード：1400 回 / 分
・HIGH モード：2800 回 / 分

製品名：スカルプブラシ メザメ

品番：k2222IDG

本体サイズ：85（幅）×45（高さ）×245（長さ）ｍｍ

重量：196ｇ

電源電圧：3.7Ｖ

電池：リチウムイオン電池　320mAh

振動数：LOW：1400 回 / 分　　HIGH：2800 回 / 分

充電時間：1 時間

使用時間：3.5 時間

USB ケーブル：Type-C　長さ 1.6m

毛先をほぐす
ブラシの柄を持ち、絡ま
りやすい毛先を中心にほ
ぐします。

押し当てる
ブラシの背面を持ち、こ
めかみ辺りを心地よい強
さで押し当てます。

頭頂部を刺激
生え際、頭頂部にブラシ
を当てながら、空気を抜
くように押し当てます。

PUSH
PUSH

頭皮全体を刺激
首筋あたりから頭皮全体
にブラシのピンを押し当
てます。

PUSH

PUSH

後ろへ流す
サイドから後ろへ、顔の
たるみを引き上げるイ
メージでブラッシング。

トップのブラッシング
生え際から後頭部まで、
ブラシを当てながらゆっ
くりブラッシング。

つむじに向けて
首筋あたりからつむじま
で、普段とは逆方向にブ
ラッシング。

髪と頭皮をトータルケア
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保証規定
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、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、本商品と保証書、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、その他の天災地変、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。又、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。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 HP：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。

〒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
E メール：info@areti.jp

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。

保証書（日本国内のみ Japan Only）

　【レビュー特典のご案内】
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。

k2222IDG　スカルプブラシ メザメ型名

お名前
ご住所　　　　

お電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス

お買い上げ日　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日

販売店名

ご注文番号

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、必ずご確認ください。）

※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

本体を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。故障の原因になります。

水場で使用、保管しないでください。ショート、感電、ケガの原因になります。
アフターサポート

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。

Areti 公式ストアへは
コチラから
https://areti.jp/

Amazonアカウントがあれば、面倒な情報入力は
不要です。Amazon に登録された配送先情報や
クレジットカード情報を利用してお買い物できます。

展示品や撮影用商品、旧モデル、軽度なキズがある
商品などを最大50% OFFのアウトレット価格で販売
しております。

OUTLET最大 50%OFF

お得なアウトレット商品や特別セールなど、Areti. 公式
オンラインストアのみで行っているキャンペーンがあ
ります。
決算方法は各種クレジットカード、代金引換に加え

「amazon pay」にも対応。
スムーズなお買い物が可能です。
詳しくは https://areti.jp/ よりご覧ください。

アレティ公式ストア Areti.jp

充電が終了したら、USB ケーブルを抜いてください。内蔵のリチウムイオン電池が劣化する原因
になります。
使用中、充電中に異常を感じた場合は使用、充電を中止してください。火災、ケガの原因になります。

IB012104


