
この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 
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●修理メモ 

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。 
 
お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態
で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本
保証書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。 
1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。 
イ．使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 
ロ．お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。 
ハ．火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害やその他の外部要因による故障または

損傷。 
ニ．本書の提示がない場合。 

　ホ．本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。 
2.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様　
のご負担となります。 

3.ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。 
4.ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼されることができない場合には、当社
にお問合わせください。 

5.本書は日本国内においてのみ有効です。　Effective  only  in  Japan. 
6.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。 

●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。従って、この
保証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、保証期間経過後の修理等に
ついてご不明の場合は、お買上げの販売店または当社にお問合わせください。 

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、10ページの「アフターサービ
スについて」の項をご覧ください。 

特　長 
●どこでも使えるコードレス携帯用 

●ナチュラル・イオンで髪をしっとり 

●収納・携帯に便利なハンドル折りたたみ式 

●整髪に便利なノズル付き 

保証書付（裏表紙） 

〒113ー0021  東京都文京区本駒込5-73-3　駒込SKビル　　  　電話  東京（03）5940－7168

お買上げまことにありがとうございます。 

●この「取扱説明書」と裏表紙の「保証書」
をよくお読みのうえ正しくお使いください。 
お読みになった後は、いつでも取り出せる
ところに大切に保管してください。 

株式会社 リーテック 

取扱説明書・本体・保証書には商品の色 
記号の表示を省略しています。 
包装箱に表示している品番の（　）内の 
記号が色記号です。 



放置 
しない 

「ON」の位置で 
ファンの回転を 
確認！！ 

のぞき 
込まない 

警　告 

警　告 

必ずお守りください 安全上のご注意 

使用後は必ずスライド
スイッチを「OFF」にし、
消火の確認をする 
不完全燃焼・爆発・火災の原
因となります。 

一般的な禁止 は、してはいけない 
「禁止」の内容です。 

は、必ず実行していただく 
「強制」の内容です。 

分解禁止 

接触禁止 

水場使用禁止 

必ず行う 

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関
する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。 
●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を2つに区分しています。 

●本文中の絵表示の意味です。 

警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。 

注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。 
改造はしない 
また、修理技術者以外の人は、
分解したり修理をしない 
火災・けがの原因となります。
修理はお買上げの販売店にご
相談ください。 

引火性のもの（ガソリン・
ベンジン・シンナー）の近
くで使用しない 
爆発や火災の原因となります。 

吸込口は絶対にふさが
ない 
吸込口をふさぐと吹出口から
炎がでます。 

車の中などや閉め切っ
た部屋では5分以上使
用しない 
不完全燃焼の原因となります。 

カートリッジは完全に使い
切ってから、燃えないゴミ
として捨てる 
廃棄については行政の指導に
従ってください。決して火の
中に投げ込まないでください。 
爆発や火災の原因となります。 

異常に気づいたときは、
スライドスイッチを 
「OFF」にする 
そのままお使いになりますと、
火災や故障の原因となります。 

ふとん・紙・ビニールなど
燃えやすいものや、熱で
溶けやすいものの上に置
いたり、近づけない 
火災の原因となります。 

点火のときにノズルを
のぞき込まない 
身体から離して点火する 
やけどやけがをするおそれが
あります。 
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カートリッジのガスを過剰
に吸引しない 
酸欠になり、体に悪影響を
およぼす可能性があります。 

スライドスイッチを入れた
まま放置しない 
火災の原因となります。 

車の中には放置し
ない 
爆発や火災となる 
おそれがあります。 

子供だけで使わせたり、
幼児の手の届くところで
使用しない 
やけどやけがをするおそれが
あります。 

吹出口をふさいだり、
ヘアピンなどの異物を
入れない 
異常過熱により発火する
ことがあります。 

ファンの回転を確認する 
「ON」の位置でファンが必ず
回転していることを確かめる。
ファンが回転しないとき、スラ
イドスイッチを「点火」まで押
し上げると爆発点火します。 

吹出口に紙やビニールなど
燃えやすいものを入れない 
火災の原因となります。 

スプレーなどのガス
を直接吸引させない 
爆発や火災となる 
おそれがあります。 

専用カートリッジ
以外は絶対に使用
しない 

カートリッジをつけ
たまま、40℃以上
になる場所に置か
ない 
爆発や火災となる 
おそれがあります。 
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この商品はイソブタンガスを燃焼させてナチュラルイオンを生みだし、
しっとりなめらかな髪に仕上げます。 
ガスを燃焼させているため、下記の項目は必ずお守りください。 



別売品 

＜イオニート専用交換セット＞ 

専用レギュラー 
カートリッジ 
（2本） 

アルカリ 
乾電池 

（単3×4本） 

注　意 

ノズルは高温になって
いるので、触れない 

やけどをすることが 
あります。 

整髪・ヘアケア以外
の使用、乳幼児への
使用はしない 

やけどや火災・故障の
原因となります。 

浴室や湿気の多い所
で使用・保管しない 

故障の原因となります。 

落としたり、ぶつけた
りしない 

故障の原因となります。 

髪が吸込口に吸い込ま
れないように注意する 

やけどや故障の原因と

なります。 

換気をする 
ガスを燃焼するのに酸素が必要です。 
ご使用中は換気を十分注意してくだ
さい。 

使用しないときは、ハ
ンドルの専用キャップ
をする 

ホコリやゴミが入ると、 
故障の原因となります。 

乾電池の取り扱いに注意する 
●新しい乾電池と古い乾電池を混ぜたり、
種類の違う乾電池を混ぜて使用しない。 

●被覆の破れた乾電池は使用しない。 

●乾電池のプラス（＋）、マイナス（ー）を
間違えないようにセットする。 

●長時間ご使用にならないときは、乾電
池を取り出す。 

●使用済み乾電池を分解したり、加熱し
たり、火の中に投げ込んだりしない。 

●乾電池から漏れた電解液が皮ふに付着
したときは、すぐに水で洗い流す。 
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●着火時ににおいがすることがありますが、ガス特有のにおいであり人体への影響は 
ありません。 

アルカリ乾電池について 

カートリッジについて 

カートリッジがなくなりましたら「コードレスイオン 
発生美髪器のカートリッジ」とご指定のうえ、お買い 
求めください。 

イオニート専用交換セット(別売) 
（アルカリ乾電池とレギュラーカートリッジが入っています。） 

※交換のめやす  ー  約60分連続使用 
　　　　　　　　　　　      （レギュラーカートリッジ） 

知っておいていただきたいこと 

※イオニートは、商品名です。 
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ご使用中に容量がなくなるとファンが回らなく
なります。 
スライドスイッチを「OFF」にし、再度「ON」
にしてもファンが回らないときは、新しいアル
カリ乾電池に4本共同時に交換してください。 
●付属のアルカリ乾電池は出荷時のものですので、
使用時間が短い場合があります。 

専用のカートリッジ以外は使用しないでください。 
残り少なくなると消火し、温風が出なくなります。 
そのときは新しいカートリッジと交換してくだ
さい。 
カートリッジの使用可能時間は、約60分です。 
（レギュラーカートリッジ使用時） 
1回2～3分使用で、20～30回をめやすにしてく
ださい。 

※交換のめやす  ー  約1時間40分連続使用 

警　告 
ファンの回転を確認する 
「ON」の位置でファンが必ず
回転していることを確かめる。 
ファンが回転しないとき、ス
ライドスイッチを「点火」まで
押し上げると爆発点火します。 



長期使用しないときは、本体から 
アルカリ乾電池を取り出す。　　 

各部のなまえと使いかた 

ハンドル 
折りたためます。 

吸込口 ファン 吹出口 

乾電池ボックス 

注　意 

●着脱できます。 
●髪をしっかりセットしたいときに使います。 

〔つけるとき〕 
　押し込む 

ノ  ズ  ル 

〔はずすとき〕 
　先端をもち上げるようにはずす。 
　※冷めてからはずしてください。 

ロックボタン 
使用しないときや 
航空機への持ち込 
み時は「　　　」に 
します。 
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警　告 
● 完全に使いきってから燃えないゴミとして捨てる。 
● 40℃以上になる場所に置かない。 
● カートリッジを挿入するときは、決して火気の近くで 
   取り扱わない。 
● イオニート専用カートリッジ以外は事故の原因となる 
　ので絶対使用しない。 

● キャップをはずし、本体にセットして使います。(ねじ式) 
● カートリッジは、約60分使えます。 
　（レギュラーカートリッジ使用時） 
● カートリッジがなくなると着火しません。 

カ ー ト リ ッ ジ 

カートリッジのキャップ 
はずしてセットします。 

必ずお読みください。 

安全表示 

着火確認ランプ 
着火しているかどうか確認するランプです。 
　点灯　　 着火しているとき（使用可） 
　点滅　　 未着火のとき（使用不可） 
　(      7ページ） 

アルカリ乾電池 
(単3×4本)

ハンドルの専用キャップ 
はずしてカートリッジをセット 
します。 警　告 

● 使用後は必ずスライドスイッチを「OFF」にする。 
● スライドスイッチは、不完全な位置で使用しない。 

警　告 

スライドスイッチ 
「　  」　  着火するとき“カチッ”という音が 
　　　　　 するまで押します。 
「　  」　  ファンが回転します。 
「　  」　  未使用のとき。 

使用しないときは、ハンドルの専用 
キャップをする。　　　　　　　　 

注　意 

スイッチの入れ方 

ファンが回転したことを確かめる。 2
スイッチを「 　 」まで押し上げる。 3

(      7ページ） 

吸込口は絶対に 
ふさがない。 
吸込口をふさぐと吹出口 
から炎がでます。 

警　告 

(      7ページ） 
(      7ページ） 
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解除 ロック 

スイッチを「 　」までゆっくり押し上げる。 1

ファンの回転を確認する 
「ON」の位置でファンが必ず回転していることを
確かめる。ファンが回転しないとき、スライドス
イッチを「点火」まで押し上げると爆発点火します。 

ロックボタンが「解除」になっていることを 
確認してください。 



ハンドルの 
専用キャップ 

1

1

2

乾電池 
ボックス 

① 押す 

② 引く 
警　告 

吸込口は絶対にふさがない。 
吸込口をふさぐと吹出口か
ら炎がでます。 

車の中などや閉め切った部
屋では5分以上使用しない。 
不完全燃焼の原因となります。 

2

ノズル方向 

（1） 

（2） 
（3） 

（4） 

シート 

ロックボタンが「　　」になっていることを確認し
てください。 
カートリッジをセットしてから、1～2秒後に行って
ください。（はじめてお使いになるときは、ガスが
充てんされるまで10秒程度お待ちください。） 

　スライドスイッチを「　 」までゆっくり押し上げ、
ファンが回転したことを確かめます。 

　スライドスイッチを「　　」まで押し上げます。 
※“カチッ”と音がし、着火確認ランプが点灯します。 
※着火確認ランプが点滅していれば、再度点火操作
を行ってください。 

　スライドスイッチから手をはなすと「　 」の位置
までスライドスイッチが戻ります。 
※着火しているか、着火確認ランプで確認して
ください。 

使いかた 

着火のしかた 

この商品は航空機（国内便、国際便とも）手荷物として持ち込むことが可能です。 
実際に持ち込む際は次の点に注意してください。 
◆スライドスイッチが「OFF」になっていることを確認してください。 
◆ロックボタンを「　　 」にして、本体を折り畳んで、カートリッジをセットした状態でポシェット
か袋に入れ、かばんに入れてください。 

◆かばんに入れる時は電池は抜いてください。 
◆本体にカートリッジをセットした状態で持ち込んでください。別々な状態では、持ち込むことが
できません。（日常生活で使用するものとして持ち込みが認められているからです） 

◆万が一、手荷物検査の際に持ち込みができないと言われたら、次のように係員に言ってください。 
1「これはヘアカーラーです。（ブラウンやナシ

ョナルのヘアカーラーと同じものです）」 
2「ICAO（イカオと読みます）で承認済みの商品

であることをメーカーが保証しています」 
※ICAOは国際民間航空機関の略称です。 

航空機への持ち込みについて 
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　使用後は、スライドスイッチを「　  」にします。 
※熱風を逃がすため、しばらくファンが回転します。(約3秒後、ファンが自動停止します)

仕 様 

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 

●他のドライヤーで髪を乾かした後、髪全体にまんべんなく 
　温風をあててください。 
●髪の毛が乾いた状態でも使うことができます。 
●毎日使用することでヘアケアを行うことができます。 
●カール 
　ロールブラシを使って、毛先の方からお好みの方向に巻き 
　つけます。次にブラシに水平に温風をあてます。 
●分け目づけ 
　ブラシで髪を押さえ、根元の方へもどしながら温風をあて 
　ます。 
 
ヘアケアのポイント 
  1カ所に温風をあてすぎないようにしましょう。 
（くせづけは髪質にもよりますが、約10秒以内が適当です。） 

効果的な使いかた 

アルカリ乾電池のセット 

カートリッジのセット 
 

ランプ 
点灯 

点滅 

点滅 → 消灯 

状　態 
着火完了 

着火していません 

着火していません 

対　　　応 
使用できます。 

再度　 をくり返し、ランプが点灯してからお使いください。 

一度スライドスイッチを「 　 」に戻し、再度　 からくり返し 
ランプが点灯してからお使いください。 

2

1

　ハンドルの専用キャップを外します。 

温度の低いところ（7℃以下）、またはカートリッジを気温の低いところから持って 
きてすぐに使用されたときは、着火しにくい場合があります。 
そのときは、カートリッジを手で30秒程度温めてからご使用ください。 

カートリッジをセットしないで使用すると、冷風になります。 
冷風でご使用の場合は、ナチュラルイオン効果はありません。 

　カートリッジのキャップを外し、止まるところまで、 
押しながら右に回してセットします。 
※長時間使用しないときは、カートリッジを外し、 
　ハンドルの専用キャップをして保管してください。 

イソブタンガス 

直径59mm × 全長157mm × 高さ218mm (カートリッジなし) 
(全長：ノズル取付時 206mm、高さ：ハンドル折りたたみ時 122mm)  

30g／h 

約60分  

21g 

ノズル 1個、カートリッジ 1本、アルカリ乾電池（単3×4本） 

着 火 方 法 

質   　　量 

安 全 装 置 

圧電素子 

約 330 g（付属品なしのとき） 

温度ヒューズ、サーミスタ 

熱   　　源 

本 体 寸 法 

ガ ス 消 費 量 

連 続 使 用 時 間 

カートリッジの容量 

付　属　品 

 

 

　乾電池ボックスを開けます。　　 ① 押す　　② 引く 

　シートと交互になるように、付属のアルカリ単3乾電池 
を4本セットします。（1）～（4）の順に入れてください。 
※アルカリ乾電池のプラス（＋）、マイナス（－）を確認 
　してセットしてください。 
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警　告 

警　告 

ファンの回転を確認する 
「ON」の位置でファンが必ず回転し
ていることを確かめる。ファンが回
転しないとき、スライドスイッチを「点
火」まで押し上げると爆発点火します。 

点火のときノズルをのぞき込まない 
身体から離して点火する 
やけどやけがをするおそれがあります。 

1
2

2
1

2

3
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4 航空機への持ち込みについて 
●お買い上げありがとうございました。 
この商品は航空機（国内便、国際便とも）手荷物として持ち込
むことが可能です。実際に持ち込む際は次の点に注意してく
ださい。 
◆スライドスイッチが「OFF」になっていることを確認してくだ
さい。 

◆ロックボタンを「ON」にして、本体を折り畳んで、カートリッジ
をセットした状態でポシェットか袋に入れ、かばんに入れてく
ださい。 

◆かばんに入れる時は電池は抜いてください。 
◆本体にカートリッジをセットした状態で持ち込んでください。
別々な状態では持ち込むことができません。（日常生活で使用
するものとして持ち込みが認められているからです） 

◆万が一、手荷物検査の際に持ち込みができないと言われたら、
次のように係員に言ってください。 
1「これはヘアカーラーです。（ブラウンやナショナルのヘアカ

ーラーと同じものです）」 
2「ICAO（イカオと読みます）で承認済みの商品であることを

メーカーが保証しています」 
※ICAOは国際民間航空機関の略称です。 

スライドスイッチが「OFF」・ロッ
クボタンを「　　 」にして、本体
を折り畳んで、カートリッジをセ
ットした状態でポシェットか袋に
入れ、かばんに入れてください。 



お手入れ　　　　　　お手入れは本体が冷めてから！ 

スライドスイッチを「OFF」にします。 
　●汚れは、中性洗剤を布に含ませふき取ってください。 
　●吸込口に付着しているホコリや髪の毛は、歯ブラシ 
     などで取り除いてください。 

ベンジンやシンナーなどは使用しない 

株式会社 リーテック 
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修理を依頼される前に、次のことをお調べください。 
それでも直らない場合は、販売店に修理を依頼してください。 

症　　　状 処　　　置 調 べ る と こ ろ 

●使用中に停止した。 
（ファンが止まり炎が消える） 
●スライドスイッチを「ON」 
にしても一瞬ファンは回転 
するがすぐに停止した。 

●スライドスイッチを「ON」 
にしてもファンが回転し 
ない。 

●新しいアルカリ乾電池・カ 
ートリッジに交換し、正し 
くセットしても動作しない。 

ホコリやゴミを取り除いてくださ 
い。 

吹出口や吸込口をふさいで 
いませんか? また、ホコリ 
が付着していませんか？ 

電池のプラス(＋)・マイナス(ー)を 
確認し、正しくセットしてください。 

新しいカートリッジと交換してく 
ださい。 

新しいアルカリ乾電池・カートリ 
ッジと交換してください。 

新しいアルカリ乾電池と交換して 
ください。 

安全装置の温度ヒューズが切れて 
いる可能性があります。 
販売店にご連絡ください。 

アルカリ乾電池が正しくセ 
ットされていますか？ 

アルカリ乾電池の容量が不 
足していませんか？ 

カートリッジの容量が少な 
くなっていませんか？ 

室温が低くありませんか？ 
（室温が7℃以下ですと、 
着火しにくい場合があり 
ます。） 

アルカリ乾電池・カートリ 
ッジの容量が不足していま 
せんか？ 

●点火動作をくり返してもフ 
ァンは回転するが、ランプ 
が点灯しない。 

●使用中炎が消えた。 
●点火動作をくり返しても 
着火しない。 

〒113ー0021  東京都文京区本駒込5-73-3　駒込SKビル　　 電話  東京（03）5940－7168 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  FAX  東京（03）3947－3972

アフターサービスについて 

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検を 
おこなってください。 

愛情点検 

確認してください  処　置 

●本体が部分的に変形・変色・損傷している。 
●異常な音や振動がする。 
●内部が赤くなったり、こげくさい臭いがする。 
●ガスが漏れている臭いがする。 

●電池から液漏れしている。 
●いつもより電池が熱くなっている。 
●電池の端子部に錆が発生している。 
●電池の表面に傷がある。 
●電池が変色・変形している。 

こ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か 

このような症状が
でたら、使用を中止
して、新しい乾電池
に4本共同時に交換
してください。 

使用しないで、
お買い上げの 
販売店にご相談
ください。 

故障かな?と思ったら 

※乾電池は4本同時に交換してください。 
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カートリッジ 

カートリッジを
手で30秒程度
温めてからご使
用ください。 

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記
入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切
に保管してください。 
保証期間はお買上げ日から6ヶ月間です。 

保証書 （この取扱説明書に印刷されております） 1

●保証期間中の修理 
保証書の記載内容により、お買上げの販売店が修
理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。 

●保証期間が過ぎたあとの修理 
修理により使用できる場合には、お客様のご要望
により有料修理いたします。 
くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。 

修理を依頼されるときは 2

●当社は、このコードレスイオン発生美髪器の補修
用性能部品を製造打切後、6年保有しています。 
性能部品とは、その商品の機能を維持するため
に必要な部品です。 

補修用性能部品の保有期間 3

アフターサービスのお問い合わせ 4
●修理に関するご相談ならびにご不明な点は当社
にお問い合わせください。 

仕 様 

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 

イソブタンガス 

直径59mm × 全長157mm × 高さ218mm (カートリッジなし) 
(全長：ノズル取付時 210mm、高さ：ハンドル折りたたみ時 122mm)  

30g／h 

約60分  

21g 

ノズル 1個、カートリッジ 1本、アルカリ乾電池（単3×4本） 

着 火 方 法 

質   　　量 

安 全 装 置 

圧電素子 

約 330 g（付属品なしのとき） 

温度ヒューズ、サーミスタ 

熱   　　源 

本 体 寸 法 

ガ ス 消 費 量 

連 続 使 用 時 間 

カートリッジの容量 

付　属　品 

 

 


