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保証とアフターサービス

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。

保証書

交換を依頼されるとき

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

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。

アフターサービスについてご不明点があるとき

お問い合わせ

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。

サロニア　スクエアイオンブラシ商品名 SL-014BK／SL-014WH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

お
客
様

★ 

販
売
店

■販売店様へ★ 印欄は必ず記入してお渡しください。

●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。

〈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。



無料保証規定

【お客様窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い】

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。

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。

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

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。

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。
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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。

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。

●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。

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。

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



安全上のご注意  ー 必ずお守りください ー

警告

絵表示の例

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。

※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。

※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ように必ず保管してください。

注意

　  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。

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」をよくお読みになり、大切に保管してください。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。



警告

本体や電池を火中に投じない。
ヘアドライヤーと同時に使わない。
火災・破裂・やけどの恐れがあります。

人の髪以外には使わない
火災・やけど・故障の原因となり
ます。

子どもだけで使わせない。
乳幼児やペットに使わない。
製品・付属品を子どもの手が
届く場所に置かない。
感電・けが・誤飲の恐れがあります。

注意

使用により気分が悪くなったり、
痛み・異常を感じたときはすぐに
使用を中止する。

電池は以下のことを守り、正しく
使用する。
・＋と－の向きを確かめ、正しく入れる
・使い切った電池はすぐに取り出す
・長期間使わないときは、電池を
  取り出しておく
・電池に表示してある注意内容を守る
・使用期限内の電池を使用する
・古い電池と新しい電池、種類の
異なる電池を混ぜて使用しない
電池の発熱・破裂・液漏れなどに
よる、事故・故障・けがの原因と
なります。

皮膚炎・過度の日焼け・けがなど、
頭皮に異常がある場合は、使用
しない。



※サイズ・重量は、本体にふたをセットした状態

仕　様

注意

サロニア　スクエアイオンブラシ商品名

型　番

電　源

本体サイズ
(W)×(D)×(H)

本体質量

SL-014BK／SL-014WH

DC3.0V　単4形アルカリ乾電池2本

W65×D65×H40(mm)

約87g（乾電池含まず）

水場(浴室内等)や湿気の多い
場所で保管したり、使用しない。
絶縁体劣化などにより、火災・感
電・ショートの原因となります。

直接整髪剤を付けない。洗髪な
どの用具にしない。
故障・破損の原因となります。

本体を水につけたり、ぬれた手で
使用しない。
火災・感電・ショートの原因とな
ります。

業務用として使用しない。また、
不特定多数の人が使う場所に
置かない。
感染症・連続負荷による故障の
恐れがあります。

絶対に改造・分解・修理はしない。
感電・火災・けがの恐れがあり
ます。

落としたり、ぶつけたりしない。
破損したら使用しない。
感電・発火・けがの原因となり
ます。

C



各部分の名称

ブラシ部分カバー用ふた
保管時や、持ち歩きの際はこちらを付けてください。

メインスイッチ
ON側にスライドすると電源が
入り、OFF側にスライドすると
電源が切れます。

イオンバー
電源が入っている状態で、イオンバーに触れて
いるとマイナスイオンが発生します。使用中は
イオンバーに触れるように握ってください。



※製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

マイナスイオン吹き出し口

ブラシ部分

取り外しスイッチ
　 ◀側にスライドすると
ブラシ部分の取り外しがで
きます。

本  体



故障かな？と思ったら
こんなときは 考えられる原因 処理の方法

マイナスイオンの吹き出
し口から「ジー」というよう
な音がする

その他の異常・故障がある

電源ボタンをONにしても
振動が弱い

本体が異常に熱くなる

電池が入っていない

電池の向きが間違っている

電池の寿命が来た

故障している

新しい電池に交換して
ください。

マイナスイオンの効果が
感じられない

●使用中はイオンバーに触れるように握ってください。
●以下の方には効果が現れにくいことがあります。
　・縮毛の方　　・髪のクセが強い方　　・毛が軟らかく細い方
　・髪が短い方　・縮毛矯正をかけて間もない方
　・もともとの髪質がしっとりしている方

マイナスイオンの発生音で
あり、異常ではありません。 そのままご使用ください。

電池を入れる
（→「電池の入れ方」を
ご確認ください。）

電池の＋と－を確認して
入れなおしてください。
（→「電池の入れ方」を
ご確認ください。）

すぐに使用を中止し、
「お客様窓口」にご相談
ください。

電源ボタンをONにしても
振動しない



電池の入れ方

注意
電池について
　●単4形アルカリ乾電池２本で約６ヶ月使用できます。（１日10分使用の場合）
　●必ず単4形アルカリ乾電池を使用してください。
　　他の乾電池では、製品本来の性能が発揮できないことがあります。 
　●新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
　●使用済みの乾電池は、お住まいの地域の条例などに従って破棄するか、リサイクル協力店へ
　　お持ちください。

❹ ブラシ部分の凹凸部分と
本体の凹凸部分を、カチッ
と音がするようにはめ合わ
せて取り付ける。（図2）

❶ 電源が入っていないことを確認する。

❷ 取り外しスイッチを　  ◀側にスライドさせながら（図1）、
ブラシ部分を取り外す（図2）。

❸ 乾電池の＋と－を、図の向きに入れる（図3）。
（図１）

（図3）

（図2）



使い方

注意
●次のような方は、使用前に医師にご相談ください。    
　・アレルギー体質で肌が敏感な方　・頭皮にトラブルを起こしたことがある方
　・麻痺および知覚障害の方　　　　・高血圧の方　　　・妊娠中の方　  
　また、頭皮に傷や炎症などがあるときは使用しないでください。
●濡れた髪には使用しないでください。また、本体を水につけたり、ぬれた手で使用しないでください。
　火災・感電・ショートの原因となります。
●ヘアドライヤーと同時併用しないでください。火災・破裂・やけどの恐れがあります。
●ヘアカラーリング剤の付いた手で触らないでください。本体の変色・変形など原因になります。
●本体の電源が入ったままテーブル等の上に置かないでください。
　振動により動いて落下する可能性があります。必ず電源を切ってから置いてください。  
●持ち運びの際は、必ず付属のふたをつけてください。故障・破損の恐れがあります。
●破棄の際は、お住いの地域の条例などに従ってください。

❶ メインスイッチをON側にスライドして電源を入れる。
振動が発生します。

❷ 髪の絡まり・もつれをほぐすため、毛先
からブラッシングする。

❸ 髪の絡まりやもつれがなくなったら、
マイナスイオン※が髪全体に行き渡る
よう、髪の根元から毛先までゆっくりブ
ラッシングして、髪の流れを整える。
※使用中はイオンバーに触れるように握って、ブラッシングしてください。

❹ メインスイッチをOFF側にスライドして電源を切る。
振動が止まったことを確認してください。

❺ お手入れ※をして、付属のフタをつけて湿気の少ない場所で保管する。
長期間使わないときは、電池を取り出しておく。
※「お手入れ方法」をお読みください。



●次のような方は、使用前に医師にご相談ください。    
　・アレルギー体質で肌が敏感な方　・頭皮にトラブルを起こしたことがある方
　・麻痺および知覚障害の方　　　　・高血圧の方　　　・妊娠中の方　  
　また、頭皮に傷や炎症などがあるときは使用しないでください。
●濡れた髪には使用しないでください。また、本体を水につけたり、ぬれた手で使用しないでください。
　火災・感電・ショートの原因となります。
●ヘアドライヤーと同時併用しないでください。火災・破裂・やけどの恐れがあります。
●ヘアカラーリング剤の付いた手で触らないでください。本体の変色・変形など原因になります。
●本体の電源が入ったままテーブル等の上に置かないでください。
　振動により動いて落下する可能性があります。必ず電源を切ってから置いてください。  
●持ち運びの際は、必ず付属のふたをつけてください。故障・破損の恐れがあります。
●破棄の際は、お住いの地域の条例などに従ってください。

お手入れ方法
本体の電源を切ってからお手入れする。

注意
●本体の水洗いは絶対にしないでください。故障の原因となります。 
●本体は防水でないため、ブラシ部分を水洗いする際は、必ず本体から取り外して洗い、完全に
乾かしてから本体に取り付けてください。
●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。
●ブラシ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。
　ブラシ部分が変色したり、故障の原因となります。
●マイナスイオン吹き出し口に金属製のものを入れたり、指で触れたりしないでください。

・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。
・ブラシ部分を取り外した内側は乾いたやわらかい布でふいてください。
・マイナスイオン吹き出し口に付いたホコリなどは、掃除機で吸い取る。
   汚れが付着しているときは、中心にある針に触れないように注意しながら、
   先端の細い綿棒などでふき取ってください。

ブラシ部分
・ホコリや髪の毛などを、先端の細い綿棒などで取り除いてください。
・ブラシ部分は水洗いが可能です。
  必ず本体から取り外して洗い、完全に乾かしてから本体に取り付けてください。  
 （本体の水洗いは不可です。）

定期点検のお願い
スクエアイオンブラシ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。
●こげ臭いにおいがする　●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある
●その他、異常や故障がある

本　体


