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取扱説明書 保証書付
シンプリーストレート

2018年12月発行（1）

このたびは、「シンプリーストレート」
をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

●本製品はこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
●ご使用の前に必ずP.4「安全にお使いいただくために」をお読みください。
●取扱説明書および保証書は大切に保管し、必要なときにご利用ください。
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はじめに

このたびは「シンプリーストレート」をお買い上げいただきまして、誠に
ありがとうございます。

本製品を安全にお使いいただくための注意事項や使用方法を記載して
います。
ご使用になる前に必ずお読みください。
また、取扱説明書および保証書は大切に保管し、必要なときにご利用く
ださい。（保証書は本書巻末ページにあります。）

電源をいれてから短時間で温度が上昇するうえに使い
方は髪をブラッシングするようにとかすだけ！
忙しい朝でも手間がかかりません。

自動電源
オフ機能

シンプリーストレートには、安全のため自動停止機
能がついております。
30分間ボタン操作をしなかった場合には自動的に.
電源が切れます。

カンタンで
手間いらず
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安全にお使いいただくために

警告

お客様や他の方への危害や財産の損害を防ぎ、安全にお使いいただくた
めに重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解した上で本文を
お読みいただき、必ず記載事項をお守りください。
表示内容を守らず、誤ったご使用をされたときに生じる危害や損害を以
下のような表示で区分して説明しています。

使用するときは

してはいけない内容 しなければならない内容

表示の説明

注意 「人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される」内容

警告 「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容

使用前に必ず点検をする。
破損、割れ、亀裂、不具合などが
ある場合は直ちに使用を中止し、
裏表紙のカスタマーサービスセ
ンターに修理をご依頼ください。
そのままご使用を続けると感電・
火災・ケガの原因になります。

お子様が本製品で遊ばない
ように注意する。

使用中や使用直後はブラシ
が高温になっているのでや
けどに注意する。

電源を入れた状態、使用中
は本製品から離れない。

浴室や洗面器などの容器に
入った水の近くで使用しない。
感電、ショートの原因になります。
左のマークは水の近くで使用し
ない旨を表します。

落としたり、ぶつけたりして
破損した場合は使用しない。
感電や発火の原因になります。

高温の場所や火気近くでは
使用しない。
変形、破損により事故の原因に
なります。

ポリ袋など溶けやすいもの
や燃えやすいもののそばに 
本体を置かない。
火災の原因になります。

お子様の手の届く範囲に
本製品を置かない。

本製品を水に浸けたり、ぬら
さない。
感電、故障、ケガの原因になり
ます。
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警告

安全にお使いいただくために

異常・故障時は

電源コードについて

右記のような場合は、直ちに
ご使用を中止し、電源プラ
グをコンセントから抜き、巻
末のカスタマーサービスセ
ンターへ連絡する。

そのままご使用を続けると、感
電、火災、やけど、ケガ、故障の
原因になります。

・異常を感じた場合
・使用中にこげくさい臭いや煙が
出た場合
・使用中に電源コードの一部が熱
くなった
・電源コードに触れたり折り曲げた
りすると電源が入ったり切れたり
する
・部品が破損または紛失した場合
・電源コードが洗剤や殺虫剤に浸
った場合
・運転中、異常な音がする
・本体が変形したり、異常に熱い
・電源プラグの金属部分が変形し
たり、著しく変色した場合

AC100Ｖ 50/60Hz 以外の
コンセントでは使用しない。
故障の原因になります。

AC 100Ｖ
50/60Hz

作動状態で電源プラグを抜
き差ししない。
ケガ、故障の原因になります。

コンセントは本製品単独で
使用し、他の機器の電源プ
ラグを差し込まない。
発熱、発火の恐れがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜
き差ししたり、電源が入った
状態で本体を触らない。
感電の恐れがあります。
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安全にお使いいただくために

注意

使用するときは

ぶつけたり、重いものを上に
載せたり、無理な力を加えな
い。また、無理に部品を引っ
張るなど、乱暴に扱わない。
破損し、感電・火災・事故の原
因になります。

お子様やペット（動物）、補助
が必要な人のそばでは使用
しない。また、使用させな
い。
思わぬ事故やケガの原因になり.
ます。

電源コードについて

電源コードは、以下の点に
注意する。
感電、火災、故障、やけどの原因
になります。
・本体に巻きつけない
・使用中は束ねない
・重いものを載せない
・ねじらない
・加工しない
・熱器具や火気など熱いものに
近づけない
・ドアや家具などで挟まない
・テーブルやカウンターの端な
どに引っ掛けない
・もつれさせない
・無理に曲げない
・ぬらさない
・人や運搬車などが激しく行き
来する場所で使用しない
・畳や敷物の下に入れない
・引っ張った状態で使用しない
・傷つけない
・鋭利なものに近づけない
・水などの液体に浸けない

電源コードに余裕を十分に
持たせた状態で使用する。
電源コードを引っ張ると電源
コードの断線や電源プラグの
変形などの原因になります。
また、コンセントを傷める原因
になります。

電源プラグは、根元まで確
実に差し込む。
不完全な差し込みのままご使
用を続けると、感電・火災の
原因になります。

移動、お手入れをするとき、
または使用しないときは、
電源を「オフ」にし、電源プ
ラグをコンセントから抜く。
ケガ、故障の原因になります。

電源コードが破損した場合
はご使用を中止し、電源プ
ラグをコンセントから抜い
て巻末のカスタマーサー
ビスセンターへ連絡する。
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注意

安全にお使いいただくために

・分解、改造、修理は絶対にしない。
. 感電、火災、ケガなどの原因になります。

・本製品はおもちゃではありません。
・本製品は家庭用なので、業務用として使用しない。
. 故障の原因になります。

・この取扱説明書に記載のない目的、方法で使用しない。
. 事故やケガの原因になります。

・ 取扱説明書で指示されている部品、当社が販売している関連品
以外は使用しない。
. 故障やケガの原因になります。

・電源コードを持って本体を運ばない。
. 電源コードが破損し、感電・火災・ケガの原因になります。

・電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張って
抜かない。
. .必ず電源プラグを持って抜き差ししてください。電源コードや電源プラ
グの破損の原因になります。

・屋外では使用しない。
. 故障の原因になります。

ご
使
用
上
の
注
意

そ
の
他

お手入れ・保管について

使用後は本体が常温に戻っ
てから保管する。
使用後もしばらく高温になって
います。常温に戻るまでお待ち
ください。やけどの原因になり
ます。

本製品は清潔に保つ。
汚れは故障の原因になります。

電源プラグは、定期的に乾
いた布でホコリを拭き取る。
そのままご使用を続けると、火
災の原因になります。

使用後は電源プラグをコン
セントから抜いて保管する。
思わぬ事故の原因になります。
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各部の名称とはたらき

本体、および関連品の名称と機能について説明しています。

自動電源オフ機能について
電源を入れてから約30分後に自動的に電源が切れます。
温度調節ボタンを操作した場合、電源オン状態が約30分延長されます。

部は高温になりますので
触らないでください。

3Dセラミックコーティングブラシ

※操作部は反対面です。

電源コード

温度調節ボタン
設定温度を切り替えます。
（+/−、1回押すと、100〜180℃の間で20℃
.ずつ切り替わります）
+/−ボタンで温度設定を切り替えると、一旦設
定温度が表示され、数秒後に現在の目安温度が
表示されて、徐々に設定温度に切り替わります。

電源スイッチ
電源をオン/オフします。

温度表示部
電源が入ると現在の目安温度が表示されます。
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ご使用前の準備

各部の名称とはたらき

ご使用になる前に下記準備を行ってください。

  髪をよく乾かしておく	
.ワックスやスプレータイプのスタイリング
剤はシャンプーで洗い流し、髪はドライヤー
で乾かしておきましょう。

・使用方法： （保管ケースとしてご使用の場合）
. 内側のポケットに本体を入れポケットの外にコードを
. 置き、面ファスナーで留めてください。
. 電源を切り本体を十分冷ましてから保管してください。
 （耐熱マットとしてご使用の場合）
. ポケット側ではない内側のグレーの部分に本体を置い
. てください。
・お手入れ： 水にぬらしてかたく絞った布巾などでやさしく
. 拭いてください。

トラベルケース

付属品
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ご使用方法

注意

・シンプリーストレートを置く
場合は、ブラシ側を上に向
け、トラベルケースの上に置
く。

・電源コードは高温のブラシ
から離して置く。故障の原因
になります。

警告

やけどに注意 !
●使用中や使用直後は3Dセラ

ミックコーティングブラシお
よびその周辺が大変熱くなっ
ているため、手で触れたり、肌
に触れないようにする。

●初めて使用する時は電源を入れる前にブラシが手や
耳に触れないで使用できることを確認することをお
すすめします。

 1 電源プラグをコンセントに差し込みます

 2 電源をオンにします
電源スイッチは長押しせずに1秒以内を目安に
押してください。

スイッチを入れた時の設定温度は140℃です。
数秒後に現在の目安温度が表示されますので、.
設定温度になったらご使用ください。

ブラシに手を添えない。

トラベルケース

※  部が耐熱仕様です。
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ご使用方法

3〜5cm
※使用環境によってかわります

 3 お好みの温度に調節します
 .で温度が上がり、 .で温度が下がります。.
100℃〜180℃の範囲で20℃ずつ設定できます。

+/−ボタンで温度設定を切り替えると、一旦設
定温度が表示され、数秒後に現在の目安温度が
表示されて、徐々に設定温度に切り替わります。

140℃設定の場合、約1分30秒※で使用可能に
なります。

設定温度 髪質 髪の状態
180℃

くせが強い方は
高めの温度で
ご使用ください

傷みが気になる方は
低めの温度で
ご使用ください

160℃
140℃

（電源オン時）
120℃
100℃

必ず乾いた状態の髪でご使用ください。

 4 毛束を3〜5cmとります

 5 髪をスタイリングします
ブラシが外側を向くようにし、片方の手で毛先
を持ち、ブラシの底面を髪に押し当て、下に
引っぱりながらゆっくりとかしてください。

・同じ箇所に長い時間使わないでください。
・無理に引っぱらないでください。
  樹脂ブラシが変形する恐れがあります。

お願い
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ご使用方法

 7 電源プラグをコンセントから抜きます
トラベルケースの上にのせて、本体が常温
に戻るのを待ってから保管してください。

・くせや絡みがひどい場合は、使用前に毛先
や絡んだ部分をほぐしてから全体のスタ
イリングを行ってください。ブラシの変形
や髪の傷みの原因になります。

・ 1回でスタイリングできない場合は何回
かくり返してください。

・ 1回のブラッシングは3〜5秒程度を目安
にしてください。

・ブラシを内側にして使用する場合は、高温のブラシが地肌や耳
に当たらないようにご注意ください。

・熱から髪を守るタイプのスタイリング剤を使用する場合は、
スタイリング剤を使用した後、髪が乾いた状態でスタイリン
グしてください。

・ヘアミルクやジェルタイプなどの水分が多いタイプは使用で
きません。ブラシの通りが悪くなったり、髪やブラシを傷めて
しまう恐れがあります。

スタイリング剤は、髪の毛の熱が冷め
てから使用してください。

重要!!

 6 電源をオフにします
スタイリングが終わったら電源スイッチ（　.）
を長押しせず1秒以内を目安に押して、電源を
切ります。
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お手入れと保管方法

髪の毛

お手入れ方法
	ブラシ部分のお掃除をします
ブラシ部分に挟まった汚れは、綿棒.
などで取り除いてください。

	本体の汚れを拭き取ります
柔らかい布を水にひたして固くしぼり、.
汚れを拭き取ります。

汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた.
ものを布に含ませて拭いてください。

お手入れ、保管の際は、必ず電源スイッチをオフにし、電源プラグをコン
セントから抜き、本体が冷めてから行ってください。

お願い

お手入れ後に使用するときは、本体が完全に乾いてから使用
してください。

注意

お手入れには下記の溶剤や洗剤を使用しない。
割れや破損により、感電・火災・事故の原因になります。
・ベンジン、シンナー
・液体洗剤、スプレー洗剤、アルコール入り洗剤、洗濯用洗剤、
..漂白剤
・研磨剤、腐食剤、潤滑剤
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お手入れと保管方法

保管方法
	本体が常温に戻ってから、湿気の少ない場所に保管してください。

	廃棄方法
廃棄の際は、廃棄する地域の行政・自治体の指示に従い、適切な方法で
廃棄してください。

注意

本製品は、次のような場所には保管しない。
感電や火災、思わぬ事故、故障の原因になります。
・極端に高温、低温になる場所
・暖房器具などの熱源や火気
の近く

・.浴室内など水のかかりやす
い場所、または多湿の場所

・野外、直射日光の当たる場所
・有害物質の近く・ホコリが
多い場所

・滑りやすいものの近く
.（グリース、油、雪、未乾燥の
塗料など）

・お子様やペット（動物）の手
の届くような場所

・不安定な場所

警告

電源コードは本体に巻きつけたり、絡ませたりしない。
故障の原因になります。
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よくあるご質問

仕 様

症	状 原	因 処置方法

こげ臭いにおいが
する

ブラシ部にホコリ、ごみ.
などが付いている。

お手入れをしてください。.
（P.13参照）

スイッチを押して
も熱くならない 電源プラグがぬけている。 コンセントにプラグを差しなおして

ください。

温度調節ボタンを
押しても温度が変
わらない

故障の可能性があります。
使用を中止してください。
巻末のカスタマーサービスセンター
にご連絡ください。

電源をオフにして
いないのに自動で
切れた

−
自動オフ機能がついていますので約
30分で自動で電源が切れます。
（P.8参照）

電源コードの接触不良や
断線の可能性があります。

使用を中止してください。
巻末のカスタマーサービスセンター
にご連絡ください。

つぎのことをお確かめになり、それでも正常に作動しない場合は、ただち
に使用を中止し、巻末のカスタマーサービスセンターへご相談ください。

消 費 電 力 45W

質 量 約345g

ブラシ（アイロン）
温度（約） 100℃、120℃、140℃、160℃、180℃

電 源 AC.100V..50/60Hz

コ ー ド の 長 さ 約1.8m



管理番号：SIM20181210T1-01

保証とアフターサービス

お客様ご氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  様

お客様ご住所： 〒

お客様電話番号（購入時）：

ご購入日：　　　　　　　年　　　　月　　　　日

保証期間：ご購入日より　1 年間

不具合に関するご相談ならびにご不明な点は、
下記のカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

保証とアフターサービス

※交換・修理をご希望される場合、本書とお買い上げ証明（お買い上げ明細書、レシート、領収書など）の提示が必要となりますので、
　保証書とお買い上げ証明を大切に保管してください。　

この度は当社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この保証書は、保証期間中に不具合や故障が発生しました場合、下記の無料交換・修理規定にしたがって無償にて交換・修理を行うことを
お約束するものです。
この製品が、万一保証期間内に不具合や故障が発生した場合は、ショップジャパン カスタマーサービスセンターにご連絡願います。
保証期間内に限り無料にて交換・修理をさせていただきます。

保 証 書

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて
無料で交換・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、保証期間経過後の交換や修理などにつ
いてご不明な点がありましたら下記の当社カスタマー
サービスセンターにお問い合わせください。

1. 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状
態で不具合が生じた場合は保証期間内に限り無料交換・
修理いたします。

2. 保証期間内でも次の場合には有料交換または有料修理と
なります。

（イ）本書の提示がない場合。
（ロ）お買い上げ明細書がない場合および本書の字句を書

き替えられた場合。
（ハ）使用上の誤り、または不当な修理・改造による故障

および損傷。
（ニ）お引き渡し後の輸送・落下・水ぬれなどによる故障

および損傷。
（ホ）火災・公害・異常電圧および地震・落雷・風水害・

その他の天変地異による故障および損傷。
（ヘ）過酷な条件のもとで使用されて生じた故障および損傷。

（ト）故障の原因が本機以外にある場合。
（チ）付属品などの消耗品の交換。
（リ）車輌船舶などに搭載されて生じた故障および損傷。
（ヌ）一般家庭用以外の用途（業務用など）で生じた故障

および損傷。
（ル）取扱説明書に記載された内容を守られない場合の

故障。
3. 消耗品は保証対象外となります。
4. 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を

負いかねます。
5. 保証に関して不明の点がありましたら、当社カスタマー

サービスセンターにお問い合わせください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 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。

無 料 交 換・修 理 規 定

ア フ タ ー サ ー ビ ス

【品名 : シンプリーストレート】

ショップジャパンはシンプリーストレート
の正規輸入販売元です。

〒461-0005  愛知県名古屋市東区東桜1-13-3
　　　　　　  NHK名古屋放送センタービル14F

株式会社オークローンマーケティング

正規輸入販売元

１．保証期間経過後の修理・交換につきましては、ご希望により有料で承ります。
ただし、故障、不具合の状態、製品・部品の在庫状況などにより、修理・交換をお受けできない場合もございます。

２．当社は、補修用性能部品を製造打ち切り後 6 年間保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品を保持するために必要な部品です。
    有料修理・交換の内容につきましては、ショップジャパン カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

ショップジャパン カスタマーサービスセンター

お問い合わせ 24時間・365日受付
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