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重要

このたびは、ストレートヘアアイロン 「BI-G1」を 
お求めいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず本書をお読みください。 
本書はお読みになったあとも

大切に保管してください。
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ここでは事故を防ぐための重要な注意事項に
ついて記載してあります。

必ずお守りください
人への危害、財産の損害を未然に防止するため、本書に
記載されている内容は必ずお守りください。
誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度
を区分したうえで記載しています。

安全上のご注意

表示の説明

「死亡または重傷を負うおそれが 
あること」を示します。警告

「傷害を負う、または財産に 
損害を与えるおそれがあること」 
を示します。注意

図記号の説明

「してはいけない禁止事項」 
を示します。禁止

「必ずしなければならない強制事項」
を示します。指示
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.■ ぬれた手で操作したり、電源プラグの抜き差しを
しない。
感電・故障などの原因になります。

.■ 電源コードを破損させない。.
電源コードを束ねたままで使わない。
断線・ショート・感電・火災などの原因になります。
(加熱したり、傷つけたりしない。無理に曲げたり、 
引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたり 
しない。）

.■ 本体の定格電圧以外で使わない。
火災や感電、故障の原因になります。

.■ 延長コードの使用やたこ足配線、配線器具の.
定格を超える使い方をしない。
感電や発熱による火災の原因になります。

.■ 可燃性ガスを発生するもの(ヘアスプレー、除光液、
ガソリン、シンナーなど)や、アルコールを含む.
液剤やスプレーの近くでは使用しない。
引火して爆発や火災の原因になります。

.■ 水につけたり、水をかけたりしない。.
丸洗いをしない。
火災や感電の原因になります。 
誤って水がかかった場合は、ただちに使用を中止し、
電源プラグを抜き、お買い上げの販売店、 
またはサポートセンターまでご相談ください。

.■ 浴室やシャワー室など湿気の多い場所で.
使用しない。
火災や感電の原因になります。

.■ 収納時に電源コードを本体に巻き付けない。
断線による火災や感電、ショートの原因になります。

.■ 電源コードをプレート部にはさんだり、.
プレート部と周辺（本体外側含む）の高温部に.
近づけない。
火災や感電の原因になります。

.■プレート部に金属など異物をはさまない。
感電や故障の原因になります。

.■ 雷が鳴りだしたら、本体や電源プラグには.
触れない。
感電のおそれがあります。

.■ 分解、改造、修理しない。
火災や感電、ケガの原因になります。修理はお買い上げ
の販売店、またはサポートセンターまでご相談ください。

警告
禁止
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.■ 電源プラグは、根元までしっかり差し込む。
差し込みが不完全だと、感電や火災の原因になります。
電源コードや電源プラグが傷んだり、差し込みがゆるい
コンセントは使わないでください。

.■ 電源プラグのほこりなどは、定期的に乾いた布で
ふき取る。
湿気などの絶縁不良により火災の原因になります。

.■ 使用後は必ず電源ボタンを押し運転を停止する。
電源を入れたまま放置すると火災や事故、やけどの 
原因になります。

.■ 使用時以外は、電源プラグをコンセントからはずす。
火災ややけどの原因になります。

.■ 電源プラグをはずすときは、必ず電源ボタンを.
押し運転を停止してから、電源プラグの先端部を
持って引き抜く。
火災・感電・ショート・断線・やけどなどの原因になります。

.■ 異臭や、機器の異常を感じたときは、ただちに使用
を中止する。
電源プラグをはずし、お買い上げの販売店、または 
サポートセンターまでご相談ください。

.■ お年寄り、お子様、体の不自由な方、意思疎通が.
困難な方には、保護者や安全責任者から適切な
指導監督を受けない限り、単独で使用させない。
.■ お子様が玩具として遊ばないよう注意する。
思わぬケガや誤飲、本体故障または感電の原因になり
ます。ご使用後、本体が十分に冷えるまでの間は特に 
注意してください。

警告
指示
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.■ 落としたり、ぶつけたりしない。.
不安定な場所には置かない。
衝撃により発火やショート、故障などの原因になります。

.■ 燃えやすいもの、熱に弱いものに近づけない。
火災や、周囲のものを変色・変形させる原因になります。

.■ 髪をぬらしすぎない。
やけどや髪を傷める原因になります。

.■ 同じ部位に長時間あてつづけたり、何度も.
あてたりしない。
やけどや髪を傷める原因になります。

.■ 使用中や使用直後のプレート部とその周辺は.
触らない。
やけどの原因になります。ご使用後はプレートが十分に
冷えるまで触らないでください。

.■ .人の髪以外へ使用をしない。.
乳幼児やペットなどには使用しない。
事故ややけど、ケガの原因になります。

.■ 不特定多数の人が使用する場所に設置しない。
長時間にわたり連続使用した場合、故障するおそれが 
あります。

注意
禁止
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.■ お手入れの時は電源ボタンを押し運転を停止.
してから、必ず電源プラグをコンセントから.
はずし、本体が十分冷えるまで待つ。
火災ややけどの原因になります。

.■ お手入れにアルコール・シンナー・ベンジン・.
除光液などは使用しない。
故障や部品の破損、変色などの原因になります。

お手入れ時のご注意
指示

.■ 本体が冷えるまではビニールなど熱に弱い材質
の上や熱に弱いもののそばに置いたり、収納・.
保管したりしない。
変質や変色、変形などの原因になります。

.■ お子様やペットが近づけるところに保管しない。
ケガや思わぬ事故などの原因になります。

.■ヘアピンやクリップなどと一緒に保管しない。
異物混入によるショートや故障の原因になります。

.■ 浴室や湿気の多いところ、水のかかりやすい場所
(洗面台など）に保管しない。
ショートや感電、故障などの原因になります。

保管上のご注意
禁止
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各部の名前

本体背面

プレート

本体

グリップ

温度表示部
操作ボタン

電源コード

電源プラグ

ロックレバー
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使いかた

操作ボタン

温度表示部

温度下降
ボタン

温度上昇
ボタン

電源
ボタン

お使いになる前に

• ブラッシングして髪を整えます。
• 髪が濡れている場合は、先にドライヤーなどで髪を 

乾かしてください。

• 髪を痛めるおそれがあるため、パーマ液と同様
の成分（チゴグリコール酸、システイン）が入っ
たスタイリング剤は使用しないでください。

• ストレートパーマをかけた場合には、施術の効
果を維持するため3～４日は使用しないでくだ
さい。

• ヘアカラーで毛染めした場合には、２～３日
たってからお使いください。また、ヘアマニキュ
アで毛染めした場合は、洗い流して乾かしてか
らお使いください。 
髪の毛が色落ちしたり、本体に色素が付着して
破損の原因になります。

• スタイリング剤やセット剤を併用しないでくだ
さい。プレート部に液剤などが付着し、変質や故
障の原因になるおそれがあります。
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運転を開始する

1. ロックレバーをスライドさせ本体を開きます。

• 本体がロックしている状態から無理に開かない
でください。故障や破損の原因になります。

• ケガの原因になりますので、ご使用時は下記に
示す■部分に指や手などをはさまないように
注意してください。



11

２. 電源プラグをコンセントに差し込みます。 
温度表示部に「OFF」と表示されます。

3. 電源ボタンを3秒以上押して、運転を開始します。 
温度表示部に設定温度が点滅表示したあと、 
温度上昇を開始します。

3sec



12

4. 温度上昇／下降ボタンを押してお好みの温度に設定し
ます。100～200℃の範囲でボタンを押すごとに
10℃単位で温度設定ができます。 
温度変更中は設定温度が点滅し、設定が完了すると 
現在温度表示に戻ります。

髪をセットする

• ストレートヘア 
① 毛束を3～5cm程度とり、プレートの中央で 
  はさみます。 
② 髪の根元から毛先に向けてゆっくりとまっすぐに 
  移動させます。

 温度設定は、髪質に合わせて以下を目安にしてください。
  200～160℃：硬毛・太毛・強いクセ毛 
  160～140℃：普通毛・クセ毛・ダメージ毛 
  140℃以下 ：軟毛・細毛・ヘビーダメージ毛

• 毛束が多すぎるとセットしにくくなります。
• セット効果は髪質等により個人差があります。
• 縮毛（強いくせ毛）は伸びない場合があります。
• 変質や変形のおそれがあるため、ウィッグや 

エクステンションなどには使用しないでください。
• プレートとその周辺は非常に熱くなっています。 

やけどのおそれがありますので、肌や手にふれ
ないようにお使いください。

• 髪の毛を痛めるおそれがあるため、同じ場所を
5秒以上温めないでください。

DOWN UP
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運転を停止する

1． 電源ボタンを3秒以上押して、運転を停止します。

3sec

使用中や使用直後はプレートおよびその周囲が
熱くなっていますのでご注意ください。

本製品は外側までプレートが配置されている構
造のため、本体を閉じてもプレートの熱が伝わり
やすく、テーブル面など周囲のものが変形、変色
するおそれがあります。
使用中や使用直後に本体を置く場合は、必ず付
属の耐熱シートの上にプレート部を置いてくだ
さい。

耐熱シート
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電源コードを本体に巻き付けないでください。 
断線やショートの原因になります。

3． プレートを閉じた状態のまま、ロックレバーを 
スライドさせて、プレートをロックします。

2． 電源プラグをコンセントからはずします。

温度メモリー機能

電源ボタンを長押しして、運転を停止したときは、最後
に設定した温度を記憶し、次回運転時に同じ温度設定で
ご使用いただけます。

自動運転停止機能

切り忘れ防止のため、運転を開始してから約60分が
経過すると自動で運転を停止します。
ご使用を継続する場合は、もう一度電源ボタンを3秒間
以上押してください。
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プレートのお手入れ

乾いたやわらかい布で汚れなどをふき取ってください。 
プレートの溝に付着した汚れは綿棒などで取り除いて
ください。

お手入れのしかた

本体のお手入れ

乾いたやわらかい布で汚れなどをふき取ってください。
汚れなどが落ちにくい場合はやわらかい布に水で薄めた
中性洗剤を含ませ、よく絞ってからふき取ってください。

• お手入れの際は、必ず本体の電源をオフにして
電源プラグをコンセントからはずしてください。

• 使用直後は本体が熱くなっています。 
運転を停止した後、プレートが十分に冷えてか
らお手入れをしてください。

• アルコール、除光液、みがき粉、たわし、ベンジン、
シンナーなどは使用しないでください。破損や
変形、変色の原因になります。

• 水洗いしないでください。本体内部に水が浸入
するとショートによる火災や故障の原因になり
ます。
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海外でのご使用について
本製品はAC100-240Vの電源地域でご使用いただく 
ことができます。ご使用になる地域のプラグ形状にあった
市販のプラグアダプターと合わせてご使用ください。
変圧器（トラベルコンバーター）等は不要です。
海外でご使用中に発生した故障や破損などは保証期間内
であっても有償修理の対象となります。

• すべての国・地域で使用できるわけではありま
せん。また同一国内でも地域によって電圧、プラ
グ形状などが異なることがあります。

• ホテルの浴室等にあるシェーバー用電源コンセ
ントでは使用できないことがあります。他のコ
ンセントをご使用ください。

Oタイプ

BFタイプ C-2タイプ

A-2タイプ（変換不要） B-3タイプ

主要プラグ形状
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代表的な国/地域のプラグ一覧

日本
国名 /地域地域

中東･アフリカ

アジア

北米

ヨーロッパ

オセアニア

中南米

プラグ

インド
インドネシア
シンガポール
タイ
韓国（大韓民国 )
台湾
中国（中華人民共和国）
フィリピン
ベトナム
香港
マカオ
マレーシア
アメリカ合衆国
カナダ
ハワイ
イギリス
イタリア
オーストリア
オランダ
ギリシャ
スイス
スウェーデン
スペイン
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
ハンガリー
フィンランド
フランス
ベルギー
ロシア
オーストラリア
グアム
サイパン
トンガ
ニュージーランド
フィジー
アルゼンチン
プエルトリコ
ブラジル
メキシコ
アラブ首長国連邦
エジプト
クウェート
トルコ
南アフリカ共和国
モロッコ

A-2
C-2､B-3､BF
A-2､C-2､B-3､BF
B-3､BF
A-2､C-2､BF
A-2､C-2､BF､O
A-2､O
A-2､C-2､B-3､BF､O
A-2､C-2､B-3､BF､O
A-2､C-2
C-2､B-3､BF
A-2､C-2､B-3
C-2､B-3､BF
A-2
A-2､BF
A-2
B-3､BF､O
C-2
C-2､B-3
C-2
C-2､B-3
C-2､B-3､BF
C-2
A-2､C-2
C-2
C-2
C-2
C-2
C-2
C-2､O
C-2
A-2､C-2
O
A-2
A-2
O
O
A-2､C-2､O
C-2､BF､O
A-2
A-2､C-2
A-2
C-2､B-3､BF
C-2､B-3､BF
C-2､B-3､BF
A-2､C-2
C-2､B-3､BF
C-2



18

その他の異常がある場合は、ただちに使用を 
中止し、お買い上げの販売店、またはサポート 
センターまでお問い合わせください。

症状 確認事項 対処

電源が入ら
ない

電源プラグはコン
セントにしっかり
差し込まれていま
すか？

電源プラグをコン
セントにしっかり
と差し込んでくだ
さい。

電源ボタンを短く
押していません
か？

電源ボタンを操作
するときは、3秒以
上押してください。

プレートが熱
くならない

自動運転停止機能
で本体の運転が停
止していません
か？

電源ボタンを押し
て運転を再開して
ください。

ニオイがする 初めてご使用にな
る場合は、ニオイが
発生することがあ
ります。

ご使用を続けるこ
とでしだいにニオ
イは発生しなくな
ります。

プレートに整髪料
やほこりなどが付
着していません
か？

本体のお手入れを
してからご使用く
ださい。

運転中に本
体からかすか
に音がする

温度制御のため内
部回路からかすか
に音が発生します。

異常ではありませ
んのでそのままご
使用いただけます。

故障かな？
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仕様

品名. ストレートヘアアイロン

型名. BI-G1

電源. AC 100-240V  50-60Hz

消費電力※1. 38W

プレート温度. 約100℃ ～ 約200℃

質量. 約186g（電源コードを除く）

外形寸法. 高さ 約239mm × 幅 約32mm × 
 奥行 約40mm

電源コード長さ. 約1.8m

付属品. 取扱説明書（保証書）、耐熱シート

※1 0.5時間あたりの平均電力です。 
電源電圧および温度制御により消費電力が変動します。 
最大電力 AC 100V時：約306W /  
 AC 240V時：約405W

仕様および外観は改良のため
予告なく変更することがあります。



お買い上げ日から1年間保証期間

シリアル番号

お客様情報

お名前

ご住所　〒　　　－

電話番号

使い方･お手入れ･修理に関するご相談は､下記までお問い合わせください。

型名

お買い上げ日

販売店

（　      　）

販売店様へのお願い
お買い上げ日および貴店の住所、名称、電話番号を必ず記入
捺印した上でお客様へお渡し下さい。

20

VOID
無効
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保証内容
1. 本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容

に沿った正しいご使用のもとで、保証期間中に故障
した場合に、本書記載内容に沿って無料修理をさせ
ていただくことをお約束するものです。

2. お買い上げ日から保証期間中に故障が発生し修理を
受ける場合には、本書と製品をご用意のうえ、お買い
上げの販売店またはカドーサポートセンターにご依
頼ください。

3. 保証期間内でも次の場合には、有料修理となります。

 （１） 本書のご提示が無い場合。
 （２） 本書にお買い上げ年月日、お名前、販売店名の記

入が無い場合、あるいはレシート等お買い上げ
日や販売店名がわかる証明書が無い場合。

 （３） 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故
障および損傷。

 （４） お買い上げ後の落下、運送等による故障および
損傷。

 （５） 火災、天災地変（地震、風水害、落雷等）、公害、 
塩害、ガス害、異常電圧による故障および損傷。

 （６） お買い上げ後の据付、移動などによる故障および
損傷。製品の機能に影響しない損傷（かすり傷や
へこみ等を含みます）。

 （７） 本書の字句が書き換えられている場合。
 （８） シリアル番号が確認できない場合。

4. 修理に際して、再生部品や代替部品を使用する場合
があります。 
また修理により交換した部品は弊社が任意に回収
し、適切に処理、処分させていただきます。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.

6. この保証書は再発行いたしません。 
紛失なさらないように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、
無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書に
よって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそ
れ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限す
るものではありません。



製品に関する最新情報
使いかた･お手入れ･修理に関するご相談は

0120 -707-212

お電話での対応をご希望のお客様は

カドーサポートセンター

通話料無料  受付時間 9:00 ～ 17:00
土・日・祝、弊社休業日を除く

カドーサポートサイト

https://cado.com/jp/support/

〒108-0071　東京都港区白金台4-2-11
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