
保証期間 ： 購入日より6ヶ月
※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

Version1.0. i

取扱説明書
 型番 SMBWHSBB

※microUSB端子の向きに
お気をつけください。

3. 各部名称 ●本体を充電する

本体側面

本体底部

本体正面

設定温度ゲージ
充電残量ゲージ

ブラシ
ブラシ
キャップ設定温度ボタン

電源ボタン

microUSB
ポート

USBポート

①本体底部の microUSB
ポートに付属 microUSB
ケーブルを接続します。

②反対側の USB 端子を、USBｰAC アダプタ（別売）
に接続してください。充電残量ゲージが点滅します。
充電されている残量に応じて、20%→75%→100%
と点滅箇所が変わります。

③充電が終わりましたら microUSB ケーブルを抜きま
す。

幅 30× 奥行 37× 高さ 200(mm)
約 212g
5V1A のポートで 5 時間
5V2A のポートで 3 時間
約 40 分
145℃/165℃/185℃
4,500mAh
DC 5V2A、5V1A
DC 5V1A
収納袋 / 本体 /microUSB ケーブル
( 約 960mm)/ 日本語取扱説明書

サイズ
重量
満充電時間

連続使用時間
設定温度
バッテリー容量
入力
出力
付属品

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、
そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

2. 内容物について

①収納袋
②本体
③microUSBケーブル
( 約 960mm)

1. 仕様

①

③

②

● 安全上のご注意　　　　　

必ずお守りください
ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や
他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、
危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをする
と生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の２つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

してはいけない「禁止」内容
のものです。

必ず実行していただく「指示」
内容のものです。!

!

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又
は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。！ 警告

この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が傷害を
負う可能性 が想定される内容、または物的損害の発生が想定
される内容を示しています。 

注意！

充電終了後は必ずスイッチがオ
フになっていることを確認し
ケーブルを抜く。
（火災・感電のおそれ）

本体などにケーブルを巻き付け
ない。
（火災・感電・やけどのおそれ）

ケーブルを傷つけない。無理に曲
げない・ねじらない・引っ張らな
い・重いものをのせない・熱いも
のにちかづけない・はさみこまな
い・加工しない・束ねたまま使用
しない。
（火災・感電のおそれ）

子供だけで使わせない。乳幼児
に使わない。幼児の手の届くと
ころで使わない。幼児の手の届
く場所に置かない。
（感電・怪我・やけどのおそれ）

本体やケーブルを火中に投入し
ない。
（火災・破裂・やけどのおそれ）

改造しない。修理技術者以外の
人は分解・修理しない。
（火災・感電・怪我のおそれ）

付属品などを幼児の手が届く場所
に置かない。

本体・ケーブルを水につけない。
水をかけない。
（感電・ショートのおそれ）

ぬれた手でケーブルの抜き差しを
しない。
（感電・ショートのおそれ）

使用後は必ずスイッチをオフに
する。
（怪我・事故のおそれ）

!
使用前に必ず変形や破損がない
か確認する。
（怪我・事故のおそれ）

頭皮・耳の周辺や肌の柔らかい部
分にブラシを強く押し付けない。
（怪我・事故のおそれ）

本体が破損・変形したり、内部
構造が露出した状態で使わな
い。（怪我・事故のおそれ）

本体の中で異物が動く音がする
ときは使わない。
（感電・発火・怪我のおそれ）

改造しない。修理技術者以外の
人は分解・修理しない。
（火災・感電・怪我のおそれ）

髪以外の用途やペットには使わな
い。
（怪我・故障のおそれ）

落としたり、ぶつけたりしない。
損傷したら使わない。
（火災・感電・怪我のおそれ）

業務用として使わない。また、不
特定多数の人が使う場所に置かな
い。
（連続過負荷による故障のおそれ）

スイッチを入れたまま放置しな
い。布団、紙、ビニールなど燃
えやすいものや熱に弱いものの
上に置かない。（火災や熱によ
る変質・変形のおそれ）

引火性のもの（ガソリン・ベンジ
ン・シンナー・ガスなど）の近く
で使わない。
(爆発・火災の恐れがあります )

浴室や湿気の多い所で使わな
い。保管しない。
(絶縁劣化などにより、感電・
火災・ショートのおそれ )

使用中、ブラシを肌に近づけすぎ
ない。
（ヒーターエリアが高温のため、
やけどのおそれ）

ブラシに一度にたくさんの髪の
毛を巻いたり、重ねて巻いたり
しない。
（髪の毛がからまったり、こげ
たり、熱によるやけどのおそれ）

ブラシに、直接整髪剤を付けな
い。洗髪などの用具にしない。
(やけど・故障・破損のおそれ）

整髪以外の用途やペットには使わ
ない。
(やけど・火災・故障のおそれ )

非耐熱ウィッグやつけ毛（エク
ステンション）には使わない。
(熱による変質・変形やブラシ
にからみ付くおそれ）

パーマ液を毛髪に塗布した状態で
使わない。
(毛髪を著しく傷めたり、断毛や、
皮膚障害などを起こすおそれ )

スイッチは必要以上に早く動か
さない。また、不完全な位置で
使用しない。
(故障のおそれ )

本製品はリチウムイオン電池を使
用しています。高温になるところ
に置いたり、強い衝撃を与えない
でください。
（破裂・発火・発熱のおそれ）

● 注意事項 ●

※異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して
弊社サポートまでご連絡下さい。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償
の対象外となります。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
※水に濡らさないでください。
※本製品は熱を持ちます。小さなお子様の手に届くと
ころで保管、使用しないでください。
※長時間、髪の同じ箇所に当て続けないでください。

使用中・使用直後のブラシの高温
部に触れない。
(やけどのおそれ )WEB

公開用



※使用後は本体が熱くなって
いるため、よく冷ましてから
ブラシキャップをお取り付け
ください。

※ブラシキャップの爪部分を
折らないようお気をつけくだ
さい。

●電源オフ、収納方法

②本体ブラシ横の凹溝にブ
ラシキャップの凸をはめ込
み、上から下にスライドす
るように取り付けます。

①電源オフにする場合は、電源ボタンを２秒長押しす
ると全てのゲージが消灯し電源オフとなります。

●モバイルバッテリーとしての使用方法

※USB端子の向きにお気を
つけください。

①本体底部の USB ポート
に充電したい機器の USB
充電ケーブル（別売）を接
続します。

②反対側の端子を充電したい機器に接続すると、充電
が開始されます。

②電源ボタン ( 画像 A 参照 )
を 2 秒長押しすると充電残
量ゲージが点き電源オンと
なります。

※電源オンにしてから15秒無操作ですと自動的に電源オフ
になります。15秒の間にお好みの温度を選択してください。

③設定温度ボタン ( 画像 B
参照 ) を押すと設定温度
ゲージが点滅します。設定
温度ボタンを再度押すと、
145℃→165℃→185℃
→145℃→…とループし、
温度を調整できます。

お好みの温度に合わせ、設定温度に達すると設定温度
ゲージが点滅から点灯へ変わります。

使用途中、温度を変えたい場合は再度、設定温度ボタ
ンを押して任意の温度に変えてください。
設定温度に達すると、点滅から点灯に変わりますので
お待ちください。

※使用中は大変熱くなりますので、ご注意ください。

●使用方法

①本体裏側のブラシキャッ
プを上にスライドさせて外
します。

A

B

続く→
WEB
公開用

WEB
公開用


