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このたびはお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
特に「安全上のご注意」（P.1～3）をよくお読みください。
お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず
保管してください。
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ここに示した注意事項は、商品を正しく安全にお使いいただき、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ものです。
注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必
ず守ってください。

安全上のご注意    ー 必ずお守りください ー

警告

本体に電源コードを巻きつけない。また、電源コードを束ねたまま使用
しない。
電源コードがねじれて断線・火災・感電・ショートの原因となります。

必ずAC100-110Vで、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
火災・感電の原因となります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。傷つけたり、加
工したり、熱器具を近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張った
り、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。
火災・感電・ショートの原因となります。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される
内容を示します。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的
損害※の発生が想定される内容を示します。注意

警告

※物的損害とは、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

　  記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に
具体的な禁止内容（左図の場合は「分解禁止」）が描かれています。

　  記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセント
から抜いてください）が描かれています。

絵表示の例
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水気や湿気の多い場所で保管したり、使用しない。
火災・感電・ショートの原因となります。

使用中、本体にヘアスプレー、可燃性の整髪料などをかけない。
火災・感電・やけどのおそれがあります。

乳幼児・子供の手の届く場所に保管したり、使用させない。
感電・けが・やけどの原因となります。

業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置
かない。
連続負荷によるやけど・故障の原因となります。

水につけたり、濡れた手で使用しない。
火災・感電・ショートの原因となります。

使用時以外は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
火災・感電・けが・やけどの原因となります。

引火性のもの
（シンナー、ベンジン、スプレーなど）の近くで使用しない。
火災・爆発・引火の原因となります。

次のようなときは使用しない。
火災・感電・けがの原因となります。
〈例〉
・時々電源が切れる
・電源コードや電源プラグが傷んでいたり、異常に熱くなる

絶対に改造・分解・修理はしない。
火災・感電・けがの原因となります。

上向きにしたままで使用しない。 
吸引口がふさがれ、異常加熱により変形したり、発火するおそれがあり
ます。 

吸込口・吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。
火災・感電の原因となります。

電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する。
ショート・火災の原因となります。

吸込口・吹出口についたホコリや髪の毛などを取り除く。
火災・やけどの原因となります。
吸込口はこまめに（月1回以上）お手入れしてください。

警告
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注意

金属製のネックレスなどを身につけている場合、十分注意する。
温風で熱せられ、やけどの原因となります。

使用時やハンドルを伸ばしたり折りたたむとき、指を挟まないようにハ
ンドルを持つ。
けがの原因となります。

ミスト吹出口をふさがない。
故障の原因となります。

長期間使用しないときは、セラム容器を取り外して保管する。
故障の原因となります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを
持って抜く。
感電・ショート・発火などの原因となります。

使用時や使用直後は、吹出口は高温になっているため、直接肌に触れ
ない。
やけどの原因となります。

通電したまま放置しない。
火災の原因となります。

電源コードがよじれたままでは使用しないでください。
ショート・発火などの原因となります。

毛髪の乾燥や整髪以外の使用、乳幼児・ペットへの使用は避ける。
火災・やけど・故障の原因となります。

使用中、吸込口と髪を10cm以上離す。
髪の毛が切れたり、やけど・故障の原因となります。

使用中に吹出口をのぞき込まない。
風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがの原因となります。

メインスイッチは必要以上に早く動かさないでください。また不完全な
位置で使用しないでください。
故障の原因となります。

ミストを顔など、髪の毛以外にあてない。
肌のトラブル・体調不良・呼吸困難などの原因となります。

持ち運びの際はセラム容器を取りはずし、セラム容器のふた・中栓を
しっかりしめる。
液漏れのおそれがあります。

人の毛髪以外には使用しない。
火災・やけど・故障の原因となります。

落としたり、ぶつけたりしない。
感電・発火の原因となります。
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TURBO

SET

COOL

OFF

各部分の名称

付属品

本  体

吸込口吹出口

ミスト
吹出口

ミストケアボタン
　ミストの吹き出し
　ON/OFFの切り替え

メインスイッチ 
　TURBO:強い温風
　SET：やや強い温風 
　COOL：冷風 
　OFF：停止

ハンドル

つり輪

クリーン用
カートリッジ

フィルター

ユニット
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内容物

●本体：１台　●クリーン用カートリッジ(中栓・ふたつき)：１個
●取扱説明書（保証書付き）：１部

メインスイッチを入れると、マイナスイオンは常
に出ています。マイナスイオン発生時に特有の
においがすることがありますが、人体に害はあ
りません。

マイナスイオンについて

当該化粧品はヘア美容液です。トリートメントミストドライ
ヤー本体と一緒にご使用することでヘアケアしながらのドラ
イが可能です。ヘア美容液単独では使用できませんのでご注
意ください。

サロニア
トリートメントミストドライヤーセラム【別売】について

専用のサロニア トリートメントミストドライヤー
セラム【別売】をミスト状にして髪にあてることに
より、セラムの美容液成分を髪にバランスよく行き
渡らせます。ドライヤーの熱との相乗効果によりダ
メージ補修を行います。 

ミストケアについて

TURBO

SET

COOL

OFF

TURBO

SET

COOL

OFF
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基本の使い方

電源プラグを根元までしっかりコンセント
に差し込む

注意：メインスイッチが「OFF」になっている
ことを確認してください

どのモードでも風と一緒にミストケアを使用することができます。※ミストケアを
行う際は必ず、専用のサロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】を
ユニットに取り付けて使用してください。(ミストケアの使い方はP.8～10をご確認
ください。)

TURBO：しっかり乾燥
SET：整髪に
COOL：整髪後の仕上げに

風量モードを選択する

乾燥や整髪に合わせて使い分けてください。

2

髪の根元に温風を当てて乾かしてください。

電源を切る

使用後はメインスイッチを「OFF」にし、電源
プラグをコンセントから抜きます。

1

4

3 髪全体に温風をあてる

TURBO

SET

COOL

OFF

TURBO

SET

COOL

OFF

AC100-110V
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注意

●使用中、吸込口から髪の毛を10㎝以上離してください。髪の毛が吸い込まれ、髪の毛
が切れたり、やけど・故障の原因となります。

●使用の際は、同じ箇所に長時間当て続けないようにしてください。髪を傷める原因と
なります。

●使用後は電源が「OFF」になっていることを確認し、必ずコンセントから電源プラグを
抜いてください。

●使用時やハンドルを伸ばしたり折りたたむとき、　　　部に指が触れないように
ハンドルを持ってください。指を挟んでけがをする原因となります。

10cm

TURBO
SET

COOL
OFF
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●本ドライヤーでミストケアを使用される際は、必ずユニットに専用のサロニア トリートメ
ントミストドライヤーセラム【別売】をセットしてください。

●専用のサロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】をセットした際、吹出口か
らセラムが漏れる場合があります。その際はティッシュ等でふき取ってからご使用くださ
い。

●ユニットに異物等がないことを必ず確認してから、セラム容器をセットしてください。

●ミストを髪の毛以外にあてないでください。また、ミストを吸い込んだり、目に入らないよ
うに注意してください。
　肌のトラブルや体調不良などの原因となります。

●使い始めの方や敏感肌の方は、使用時間を短めにして、地肌の様子を見ながら使用して
ください。

●地肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談してください。
　肌のトラブルや体調不良などの原因となります。

●付属の空容器は、ミスト吹出流路クリーン用のカートリッジです。専用のサロニア トリー
トメントミストドライヤーセラム【別売】以外のトリートメント剤等を入れて使用すると故
障の原因となります。

ミストケアを使用するとき

セラムのセット方法

①ユニットをドライヤーから取り外します。

※ユニットが外れにくい時は、ユニットの▲マークを両手の親指で押さえて力を入れ、
ゆっくりと押し出すようにして取り外してください。
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③ユニットをドライヤー本体に戻します。ユニットと本体の凹凸を合わせながら、カチッと
音がするまで差し込んでください。

②セラム容器のキャップを開けて、中栓を外します。セラム容器の口を上に持ち、▲を表
面にして、ユニットのフィルターをセラム容器の口の上から、カチッと音がするまで真っ
すぐに差し込んでください。
※必ずセラム容器に記載している▲マークを上向きにした状態で、セットしてください。
　ユニットにセラム容器を取り付ける際に、セラム容器が斜めになっている場合はカチッと
音がなりません。
　必ず真っすぐに奥までしっかりと差し込んでください。
　液漏れを起こす可能性がございます。



10

①電源プラグをコンセントに差し、メインスイッチでモードを選択します。
　（P.6「基本の使い方」をご確認ください。)
②ミストケアボタンを押して、ミスト吹き出しのON・OFFを切り替えてください。
　ミストケアボタンを1回押すとミストの吹き出しがON、もう一度押すとミストの吹き出し
がOFFになります。
　（※メインスイッチをオフにすると、ミストの吹き出しは自動的にOFFになります。）
　TURBO・SET・COOLのどの風量モードでも、ミストケアボタンをONにすることで、風と
同時にミストを吹き出すことが可能です。

ミストケアの使い方

セラムの取り外し方

①ユニットをドライヤーから取り外します。
②ユニットにセットされたセラム容器の▲の部分を両手の親指でしっかりと押さえ、セラ
ム容器をゆっくりと引っ張ってください。
　外れにくい時は、ユニットとセラム容器の間に両手の親指を差し込むようにして下に引
き下ろすと外れやすくなります。
※容器に残ったセラムを一時的に保管する場合は、必ず容器に中栓をして、キャップをしっ
かりとしめてください。また、開封後はなるべく早く使い切ってください。

③ユニットをドライヤー本体に戻します。
　ユニットと本体の凹凸を合わせながら、カチッと音がするまで差し込んでください。
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使い方

メインスイッチを「TURBO」にして、ミスト
ケアボタンを押してミストケアをオンにし、
ミストが髪全体に行き渡るように7割程度
まで乾かします。
その後、再度ミストケアボタンを押しミス
トモードをオフにして髪の根元に温風を
当てて乾かしてください。

メインスイッチを「SET」にして、髪の根元
を持ち上げ、下から上に当ててください。

STYLING
POINT 速乾

STYLING
POINT 髪をボリュームアップ

メインスイッチを「SET」にして、ミストケ
アボタンを押してミストケアをオンにし、
髪の根元から毛先に向かって手ぐしで整
えながら、上から下に当ててください。

STYLING
POINT 髪をボリュームダウン
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それでもミストが出にくいときは、電源を切ってからP.14の「お手入れ方法　ミスト吹出口」
の手順に沿ってお手入れしてください。

使用中にミストが出にくいときは

メインスイッチを「SET」にして、ミストケア
ボタンを押しミストケアをオンにし、ミスト
が髪全体に行き渡るように噴霧しながら、
手ぐしで整えてください。

ミスト吹出口を下に向け使用する。

STYLING
POINT 乾いた髪のセット

※「SET」で髪を整えた後、「COOL」に切り替えて髪に当てると、セットが長持ちします。
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お手入れ方法

本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
本体が冷めてからお手入れをしてください。

月１回以上こまめに行ってください。

本体
●本体の汚れは、乾いたやわらかい布で汚れた部分をふき取ってください。
●汚れが落ちにくいときは、やわらかい布に「石けん水」または「水で薄めた中性洗
剤」を浸してかたく絞った状態でふき取ってください。

吸込口
●表面についた髪の毛やホコリなどを掃除機で吸い取るか、歯ブラシやティッシュな
どで取ってください。
　※つめやとがったものを押し付けたり、こすったりしないでください。吸込口が破損
する原因になります。

取り外し方

取り付け方

フィルター
●フィルターの定期的な交換を推奨しています。付け替えの目安は約1か月です。 
専用のサロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】に同梱されている新
しいフィルターに付け替えてください。

●フィルターをユニットから外します。フィルターは、す
べりやすいのでティッシュなどで覆った状態で、ねじ
りながら真下にひっぱると外れます。

●ユニットの穴に、フィルターの芯が入るようにセット
し、フィルターのフレームを真っすぐ上にカチッと音
がするまで差し込みます。

TURBO

SET

COOL

OFF
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ミストが出にくくなったとき

毎回の使用後

ミスト吹出口

●乾いた綿棒などで水分をふき取ってください。

●ドライヤーからユニットを取り外し、ユニットから容器とフィルターを取り外した後、
　市販の綿棒の先を水道水で湿らせて、ミスト吹出口の奥のミストプレートを表と裏
から軽く拭いてください。
　（※容器の外し方はP.10「セラムの取り外し方」、フィルターの取り外し方はP.13「お
手入れ方法　フィルター」と同様です。）
　※ミストプレートは手で触れたり、先のとがったもので傷つけたりしないでください。

●付属のクリーン用カートリッジに水道水を入れてユニットに取り付けます。
　（※クリーン用カートリッジのユニットへの取り付け方法は、P.8「セラムのセット方
法」と同様です。）
　電源プラグをコンセントに差して、メインスイッチを入れて風が出る状態にしミスト
ケアボタンを押して、1分～2分程度ミストを吹き出してください。
　吹き出し後、メインスイッチをOFFにしてミストの吹き出しと風を停止してからク
リーン用カートリッジを取り外します。
　専用のサロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】と付け替え、再度メ
インスイッチを入れて風が出る状態にし、ミストケアボタンを押して、ミストが正常
に吹き出されるかご確認ください。
　※お手入れ後に、クリーン用カートリッジに残った水道水は捨ててください。

クリーン用カートリッジでミスト吹出口のお手入れ後に、専用のサロニア トリートメン
トミストドライヤーセラム【別売】と付け替えた直後は、フィルターに残った水道水が吹
き出します。1分～2分程度ミストを吹き出してからご使用ください。

TURBO

SET

COOL

OFF

裏側

ミストプレート
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注意

・本体、ユニット、ミスト吹出口の水洗いは絶対にしないでください。電子基盤が組み込ま
れていますので、故障の原因となります。

・アルコール、ベンジン、除光液などを使用しないでください。故障や部品の破損、変色
などの原因となります。
・本体部分に整髪料や髪の汚れが付着したまま放置しないでください。変色したり、故
障の原因となります。
・ヘアピンなど他のものと一緒に保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、
故障の原因となります。



故障かな？と思ったら

吸込口・吹出口にホコリ
などが付着していません
か？

吸込口を手や髪の毛で
ふさいでいませんか？

セラム容器を、ユニットに
真っすぐ奥まで差し込ん
でください。

付着したセラムを、綿棒な
どでふき取ってください。

専用のサロニア トリート
メントミストドライヤー
セラム【別売】を、新しいも
のに付け替えてください。

すぐに使用を中止し、
「お客様窓口」にご相談
ください。

ドライヤーに正しくセット
してください。
（P.8「セラムのセット方法」を参照）

付属のクリーン用カート
リッジを使用し、ミスト吹
出口と流路のお手入れを
してください。
（P.14「お手入れ方法ミスト吹出口」
を参照）

［TURBO］
［SET］の使用中、内部に
火花が見える。
※火花は保護装置（サーモスイッ
チ）の働きによるもので危険では
ありません。

温風になったり冷風に
なったりする。

ユニットから液が漏れる。

電源コードがねじれて
戻らなくなった。

電源コードを折り曲げ
たり、電源コードを回転
させると通電したりしな
かったりする。

メインスイッチを入れても風が弱い、または風が出ない
ことがある。

電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。

その他異常・故障がある。

ミストの量が少ない。

ミストが出ない。

風が異常に熱い。

セラム容器がユニットに
ななめにセットされてい
ませんか？

セラムがミスト吹出口に
付着していませんか？

電源コードが断線しか
けている可能性があり
ます。

セラム容器、ユニットが
外れていませんか？

ミスト吹出口が目詰まり
していませんか？

セラム容器が空になって
いませんか？

処理の方法考えられる原因こんなときは

付着しているホコリなど
を取り除いてください。
（P.13「お手入れ方法」を参照）

吸込口を毛髪や手でふさ
がないでください。

16



よくあるご質問　
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A.セラムのミストはアウトバストリートメントとしてご使用いただけますが、併用も問題
ありません。

　 アウトバストリートメントは通常使用している手順で使っていただき、ご自身の髪質
や髪のダメージに合わせて、ミストの吹き出し時間を調整してください。

Q.サロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】のミストケアと、他のアウト
バストリートメントを併用しても問題ないですか？

A.濡れた髪のドライ、乾いた髪のセットのどちらの用途でもご使用いただけます。
Q.濡れた髪・乾いた髪のどちらでも使えますか？

A.使用可能です。ミストケアボタンにて、ミストの吹き出しON・OFFが選択できます
のでサロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】を本体にセットしてい
ても、 ミストケアボタンを押さずに使用いただくことで普通のドライヤーと同様に
ご使用いただけます。 

　 また、専用のサロニア トリートメントミストドライヤーセラム【別売】を本体にセット
せず普通のドライヤーとしてもご使用いただけます。

　（※その場合はミストケアボタンを押してもミストの吹き出しはできません。）

Q.ミストケアを使用せず普通のドライヤーとしても使えますか？

A. P.11 使い方のページを参考に、お好みの仕上がりに合わせてご自由にモードを選択し
　　てください。

【速乾性を求めるとき】
「TURBO」で、ミストが全体にいきわたるよう7割程度乾かし、その後はミストモード
をオフにして、髪の根元に温風を当てる。

【ボリュームアップをしたいとき】
「SET」で、ミストはオフ。根元を持ち上げながら下から上に充てる。

【ボリュームダウンをしたいとき】
「SET」で、ミストをオン。根元から毛先に向かって手櫛で整えながら上から下に
充てる。

Q. 髪をドライする際は、風量モードを切り替えて使用した方がいいですか？
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定期点検のお願い

トリートメントミストドライヤーは経年劣化する場合があります。定期的に点検をお願
いいたします。
長期間使用しなかった商品を再び使用するときは、使用する前に必ず商品が正常かつ
安全に動作することを確かめてから使用してください。
下記の症状がある場合は、ただちに使用を中止してください。
●電源コード・電源プラグが異常に熱くなる
●電源コード・電源プラグの一部がひび割れたり、中の電線が見えている
●こげ臭いにおいがする
●異音がする
●その他、異常や故障がある

仕　様

商品名

型番

電源

本体サイズ

（Ｗ）×（Ｄ）×（Ｈ）

本体質量

温風温度

風量

定格消費電力

コード長

付属品

サロニア　トリートメントミストドライヤー

SAL21102WH

AC100-110V　50/60Hz

168×79×235㎜（使用時）

182×79×140㎜（折りたたみ時）

約600g

約93℃（TURBO・室温30℃）

約80℃（SET・室温30℃）

2.3㎥/分（TURBO時）

1200W（TURBO時）

約2.0m

クリーン用カートリッジ
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保証とアフターサービス　　　

この取扱説明書の裏表紙に商品の保証書が付いています。お買い上げ販売店で「お買
い上げ日・販売店名」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、レシート、領
収書、納品書などと共に大切に保管してください。

・保証期間内の無料交換を依頼される場合は、お買い上げ販売店に本品、本保証書、
レシート、領収書、納品書などと共にお持ちになり、ご提示ください。保証書の記載内
容に基づき交換させていただきます。
※初期不良の場合、原則として商品交換させていただきますが、限定品など在庫に限り
がある場合もございます。
　その場合は、当社が決定する方法により返金させていただきます。

保証書について／保証期間はお買い上げ日より1年間です。

交換を依頼されるとき

お買い上げ販売店もしくはお客様窓口にお問い合わせください。

・ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事
前に下記のお客様窓口にご相談ください。
・ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、下記のお客様窓
口にご相談ください。

お問い合わせ

株式会社Ｉ－ｎｅ　
〒530-0005　大阪市北区中之島６－１－２１

お客様窓口 0120-333-476

アフターサービスについてご不明点があるとき
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【お客様窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い】

株式会社I-neは、お客様の個人情報及びご相談内容を、確認、交換、ご相談への対応及びその後の安
全点検活動等のために利用し、その記録を残すことがあります。株式会社I-neは、個人情報を適切に管
理し、業務委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報
に関するお問い合わせは、お客様窓口にご連絡ください。

無料保証規定

●本件「無料保証規定」(以下、本書とします。)は、お客様と当社の間の契約事項となり
ます。

取扱説明書及びその他注意書き等に従ったうえ、正常な使用状態で保証
期間内に故障した場合には、本書記載内容に基づき、同一商品との無料
交換をさせていただきます。

1

保証期間内の無料交換を依頼される場合は、お買い上げ販売店に本品、本
保証書、レシート、領収書、納品書などと共にお持ちになり、ご提示ください。2

ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくな
る場合は、事前にお客様窓口にご相談ください。3

ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、お客
様窓口にご相談ください。4

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

本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してくださ
い。7

保証期間内でも次のような場合には無料交換の対象外となります。
（1）使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
（2）お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
（3）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障
または損傷。

（4）車両、船舶などに搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
（5）一般家庭用以外（業務用など）で使用された場合に生じた故障または損
傷。

（6）本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。
（7）本保証書にお買い上げ日、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。

5
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■販売店様へ　★ 印欄は必ず記入してお渡しください。
〈ご注意〉保証の対象は、正規販売店にてご購入いただいた商品に限ります。転売品や個人間の売買にて購入さ
れた商品は、保証の対象外となります。また、正規販売店による購入証明（保証書・レシート）がない場合も、
保証の対象外とさせていただきます。※交換品の発送は日本国内に限ります。

●本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。
従って本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。ご不明の
場合は、お買い上げの販売店またはお客様窓口にお問い合わせください。
●保証書にご記入いただいたお客様の個人情報（保証書控え）は、無料交換対応及びその後の
安全点検活動等のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

無断での転載・複製を禁じます。

修理メモ

保証書　

サロニア　トリートメントミストドライヤー商品名

SAL21102WH型　番

★ お買い上げ日 年　　　  月　　　  日

お名前 様

お電話 （  　 　　　  ）　　　　　ー

電　話 （  　 　　　  ）　　　　    ー

ご住所

住　所

店　名

保証期間 お買い上げ日より１年間

お
客
様

★ 

販
売
店

C


