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ご使用前にこの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。お読みになった後は、いつでも確
認できる場所に保管してください。

コードレス スタイリング  ヘアアイロン ジェティー　プラス
＜SLJ-01＞家庭用

本商品は出張対象品ではなく、持込修理対象品です。
１．取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期
間内に故障、損傷した場合は、無償修理させていただきます。

２．保証期間内でも、次の場合の故障、損傷は有償での修理と
なりますのでご注意ください。
①お客様の使用方法が正しくなかった場合
②ご自身で不当な修理や改造を行ったのが原因の場合
③お買い上げ後の落下など、衝撃を与えたことが原因の場合
④一般家庭用としての通常の使用方法以外の使い方（例えば
　業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載など）が原因の場合
⑤電源の異常電圧や、指定外の電源（電圧、周波数）を使用し
　たことが原因の場合
⑥火災、地震、水害、落雷などの天災や、公害が原因の場合
⑦消耗部品の故障、損傷
⑧本商品自体が故障の原因ではない場合
⑨その他、取扱説明書に記載されていない使用方法が原因の
　場合

３．保証期間内でも、本保証書のご提示がいただけない場合や、
保証書にお客様のお名前とお買い上げ年月日、お買上げ販売店
名が無い場合、または字句を書き替えられた場合は、有償保証
となりますのでご注意ください。

４．本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう、大
切に保管してください。

５．保証は日本国内でのみ有効です。
　　Effective only in Japan.

６．保証期間内の無償修理をご希望の際は、商品と本保証書
をご持参のうえ、本書記入のお買上げ販売店または下記の弊
社お客様窓口にご相談ください。
贈答品やご転居などで、購入した販売店へのご持参が難しい
場合は、弊社お客様窓口へご相談ください。
なお、持込修理の対象商品を、直接弊社お客様窓口に送付し
た場合の送料などはお客様負担となります。

※お客様にご記入いただいた個人情報（本保証書記入内容）は、
保証期間内の無償修理対応及び安全点検のため、利用させてい
ただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとに無償保
証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ございません。

以下の製品が全て揃っているか、最初にご確認ください。

内容物

本体（ヘアアイロン） 専用充電式電池

専用ＵＳＢ充電ケーブル
+  ＵＳＢ用ACアダプター

オリジナル耐熱ポーチ

取扱説明書

〈本体内蔵〉

安全上のご注意 仕様

保証書

保証規定

クイックガイド

使い方ガイド

スタイリング方法

安全上のご注意…………………………………2，3，4
保証規定、仕様、保証書……………………………5,6
使い方ガイド………………………………7，8，9，10
スタイリング方法………………………………11，12

目次

サイズ 約190（L）×30（W）×35（H）mm
型　名 SLJ-01

約170・190・210℃  （プレート中心部温度）

充電時間 約2時間30分
生産国：韓国

生産国：中国※ USB充電ケーブルは必ず、上記表の入力仕様を満たす　
　 USB用ACアダプターにつないでご使用ください。

※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

プレート温度
プレート構造

リチウムイオン電池充電式電池
15W消費電力

約150g （電池含む本体）重　量

32 4 5 6

87 9 10 1211

入　力 DC5V,1A

コードの長さ 約90cm

本品お買上げ日より1年間（但し、電池は６ヶ月）

年　　　　　月　　　　　日

※お客様
お名前

ご住所

T E L

★販売店
店　名

住　所

T E L

保証期間
※お買い上げ日

SLJ－01型　名
コードレススタイリングヘアアイロン ジェティープラス品　名

※誤って操作しないために、クイックガイドを読んだ後は、必ず本編 （使い方ガイド                  ）をお読みください。

電源OFFを確認。1

本体をケーブルにつなぎます。2

1回だけ電源ボタンを押します。3

お知らせランプが3つとも点いたら
90％充電完了。

4

170のランプが緑の点滅になったら
フル充電完了。

5

ま
ず
は
充
電
か
ら
。

必ず充電ケーブルから外してください。つないだ状態では使えません。
※充電しながらのスタイリングはできません。

1

電源ボタンを連続2回押し、170℃設定で電源を入れます。2

190℃に設定したいときは、電源ボタンをもう1度押します。3

210℃に設定したいときは、電源ボタンをさらにもう1度押します。4

使い終わったら、電源ボタンをお知らせランプが全て消えるまで押します。5

　
ほ
ぼ
す
べ
て
の
操
作
可
能
。
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電源ON 電源OFF170℃設定 190℃設定 210℃設定プラグ差し込み口

電源のON／OFFや、設定温度の変更を行います。
使用時、一度押すたびに、以下のように変わります。

※電源が入った状態でロックをかけないでください。
※携帯時は誤動作防止のため、必ずロックをかけてください。

電池残量や充電状況、設定温度などを、
このランプで確認します。

本体内側

電源ボタン

電池残量

充電状況

設定温度

電池残量：少

電源ボタンを１度押すと確認できます。

充電時に電池残量を表示します。

170℃
190℃
210℃

設定している温度を示します。

赤の点灯→設定温度に達すると
緑の点灯になります。

電池残量：中 電池残量：多

電池残量：少 電池残量：中 電池残量：多

170℃
  到達

190℃
  到達

210℃
  到達

充電完了

真ん中がOPEN、左右がロック状態です。

ロックレバー

プラグ差し込み口

特殊シリコンヒートプレート ※電源ON後、お知らせランプが
　５回点滅している間に２度目を押してください。

電源ON 電源OFF170℃設定 190℃設定 210℃設定

お使いいただく前に0S���

0~3

使ってみよう！

充電しよう！

❶本体の電源が切れていることを確認します（お知らせランプが消灯）。

❷A～Cに従って接続します。お知らせランプが赤く点灯し、充電
が始まります。充電中はロックをかけて、プレートを閉じた状態に
しておいても問題ありません。
また、専用USBケーブルをパソコンやモバイルバッテリーに差し
込んで充電することもできます。
❸お知らせランプが3つとも点灯した後、170のランプが緑の点滅
に変わったら、充電完了です。この状態（フル充電）で、210℃で約
30分の連続使用が可能です。ただし、使用方法や環境、電池の状態
によっては、使用時間が短くなる場合があります。
❹充電完了後は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
（モバイルバッテリーなどで充電した場合はUSB充電ケーブルの
端子をバッテリーから抜いてください。）
※充電しながら使用することはできません。
※初回ご使用の際もしくは、長時間ご使用されなかったときは、必
ず充電後にご使用ください。
※本製品は工場より充電して出荷しておりますので初回の充電時間
は、記載されている通常の充電時間より短くなる場合がございます。
普段のご使用の際は、フル充電まで約2時間30分程度かかります
ので、使用後は必ず充電しておくことをお勧めします。

❶電源ボタンを連続で２度押します。170℃の設定で電源が入ります。
※２度押す時に間が空くと、誤動作防止のため電源が切れた状態に
戻ってしまうので、さっと2連続で押してください。
❷さらに高温で設定したい場合、190℃設定の場合はもう１度、
210℃設定の場合はさらにもう1度、ボタンを押します。
（ボタンを１回押すごとに、電源ON→170℃→190℃→210℃→
電源OFFと、設定温度が変えられます）。
❸プレートが設定温度に達すると、設定温度のお知らせボタンが赤
色から緑色に変わります。これで使用ができます。
※プレートの温度は最高210℃と、大変高温になります。また、本体
カバー部も高温になります。使用の際は、必ず本説明書の注意事項
をよく確認いただき、十分安全に配慮してご使用ください。
※使用中に机や台に置くときは、水平な場所に置き、燃えやすいものや
熱に弱いものから離してください。また、プラスチックなど燃えやすい
台や机の上には置かないでください。

使い終わったら

❶電源ボタンを切ります。（電源ボタンを１回押すごとに170→
190→210→電源オフとなります）。
❷底部のロックレバーをかけ、オリジナル耐熱ポーチに入れて持ち
運びください。
※耐熱ポーチなのでご使用後、すぐに収納できます。
※誤動作防止のため、ロックレバーは必ずかけてください。また、
先の細いものなどが隙間から電源ボタンを押してしまうことなど
がないように、ご注意ください。
❹充電する場合は、充電作業　（STEP１）にお入りください。
※本体が冷めたのを確認してから、充電してください。守らないと、
やけどしたり、火災、周囲のものの変色や変形の原因となります。

すぐに使えます！
髪を傷めないための３つの約束！温度設定の目安

基本的な使い方
少量（３～５cm）の毛束をヘアアイロンで挟み、
毛先に向かってゆっくりと滑らせます。
※ヘアアイロンを使う前に、髪をブロッキン
グ（ダッカールやピンなどを使って、髪の毛を
小分けにすること）しておくと、よりきれいに仕
上がります。
※プレート部分は高温なため、頭皮や肌には絶
対にあてないでください。

軟らかい髪、細い髪、とても傷んだ髪

普通の髪、クセ毛、傷んだ髪

硬い髪、太い髪、強いクセ毛

ストレートにしたいとき

毛先にカールを作りたいとき
少量（３～５cm）の毛束を手に取り、カール
をつけたい位置の少し上をヘアアイロンで
挟みます。内巻きカールをつけたいときは内
側に、外巻きカールをつけたいときは外側に
向かって、ゆっくりと円を描くように、毛先
までアイロンを滑らせます。

ウェーブにしたいとき
ウェーブを始めたい位置にヘアアイロンを
挟み、ヘアアイロンを外側に向けます。手首
を軽く外側に返し、くせをつけます。次にそ
の下の部分をヘアアイロンではさみ、
今度は内側に向け、手首を軽く返し
ます。毛先まで、外側→内側→外側→内側と、
順に挟んでいきます。

① パーマ液の使用中に併用しないでください！
　  家庭用パーマ液やストレートパーマ液の使用中に本商品を併用 
　  しないでください。また、パーマやストレートパーマをかけた場
　  合は、施術後３～４日経ってから本商品をご使用ください。
　  ※守らないと髪を傷める場合があります。

② 同じ部分に3秒以上、ヘアアイロンをあてない
　  最高210℃と大変高温になっているため、3秒以上あてると髪 が
　  傷む可能性があります。

③ 濡れた髪に、ヘアアイロンをあてない
　  濡れた髪はまだキューティクルが開いた状態です。そこにヘア
　  アイロンをあてると、髪が傷む可能性があります。

温度は、170℃～210℃で３段階に設定ができます。
髪の太さや髪質に合った温度がありますので、以下を参考に温度設
定をしてください。
髪が傷んでいる時は、あまり高温にするとますます髪を傷めてしま
うため、お気をつけください。

アイロンでふんわりさせたいところの少し
上を挟み、そのまま前に滑らせます。ふんわ
りとさせたいところでくるりと内巻きに円
を描くように手首を返します。
※髪の根元近くからヘアアイロンをあてる
ときは、アイロンが肌に触れないよう注意
しましょう。

少量（３～５cm）の毛束をヘアアイロンで挟
み、毛先に向かってゆっくりとアイロンを滑
らせます。

トップ部分をボリュームアップしたいとき
ボリュームを出したい髪の根元近く
で2秒ほどあて（肌に触れてやけどを
しないように注意）、少しずつずらし
ながら、後ろ向きに円を描くようにア
イロンを滑らせます。

さらに詳しいご使用方法は、Jettyホームページをご覧ください。

５回の点滅中に押さないと、誤動作防止のために
電源がOFFになります。

【製造元】  セキュネット株式会社　

営業時間  月～金10:00～17:00 （祝日を除く）

〒460-0002　名古屋市中区丸の内３丁目19-1
　　　　　　　　ライオンビル9F

TEL:052-870-9800

◀記号は、
　してはいけない
　「禁止」の行為です。

◀記号は、
　行為を強調、
　指示したものです。

【図記号の説明】

本体内蔵の専用充電式電池（リチウムイオン電池）は、充電式の
特性上、全く使用しなくても電池は少しずつ消耗します。
1か月以上使用しないと、充分な機能を発揮できなくなる恐れ
もありますので、1か月に1度程度は定期的にフル充電をして
ください。電池は消耗品です。お買い上げ後、約300～500回の
フル充電ができますが、使用方法や環境、電池の状態によって、
フル充電しても対応できる時間が短くなる場合があります。

充電の際、かすかに音が鳴る場合がございます。これは短時間
でプレート温度を高温にするための特殊な部品を使用してい
るために生じる現象で、不良品ではございません。安心してお
使いください。

電池について
中性洗剤を薄めた溶液を含ませた布で汚れを
ふき取った後、乾いた清潔な布で水分をふき
取ってください。ベンジンやシンナー類は、器具を
傷めるので使用しないでください。

柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジンや
シンナー類は、器具を傷めるので使用しないでく
ださい。

お手入れの仕方
航空機内に持ち込むときは、本体内蔵のリチウムイオン電池を、
本体から取り外してください。リチウムイオン電池は、手荷物
お預けができませんので、必ず航空機内へ持ち込んでください。
詳しくは搭乗予定の各航空会社の規定をご確認ください。

　 航空機ご搭乗時以外は、本体裏側のカバーの開閉や、リチ
ウムイオン電池の取り外しはしないでください。

航空機ご搭乗時の注意事項

誤った取り扱いをした場合、「人が死亡や
重傷を負う恐れが大きい内容」です。危険

誤った取り扱いをした場合、「人が死亡や
重傷を負う恐れがある内容」です。警告

長時間使用しない場合は、どちらも汚れをきれいに
ふき取り、風通しの良い場所で保管してください。

簡単な

操作方法

誤った取り扱いをした場合、「人が傷害を負うことや、
財産の損害が発生する恐れがある内容」です。注意

持込修理

お知らせランプ

本製品は、充電式電池を使用しています。火中
投入、加熱、高温での充電、使用、放置をしない
でください。発熱、発火、破裂の原因になります。

分解や改造を絶対にしないでください。
ケガや感電、火災の原因になります。

必ず専用のUSB充電ケーブルを使い、充電し
てください。それ以外のものでは、ショート、
異常発熱による発火の恐れがあります。

お手入れの時は、必ず専用USB充電ケーブル
を抜いてから行ってください。感電する恐れが
あります。

プレート部分は非常に高温になります。また、
プレート外側の本体カバー部分も高温になり
ます。使用中や使用直後は直接肌に触れない
ようにしてください。やけどの原因になります。

交流100v～240v以外で使わないでくだ
さい。火災、感電の原因になります。
海外で使用する際は、その国で使えるUSB用
ACアダプターをご用意いただき、本商品付属
の専用USB充電ケーブルとつなげてご使用
ください。
ガソリンやベンジン、シンナーなど、引火性
のものを近くに置かないでください。爆発
や火災の原因になります。
充電ケーブルが傷んだり、差し込みがゆるく
なったりしたときは、使用しないでくださ
い。感電、ショート、発火の原因になります。
ねじれが戻らなくなった充電ケーブルは、使
用しないでください。断線し、火災、感電、や
けどの恐れがあります。
普段から、充電ケーブルを小さくまとめたり、
本体に巻き付けたりして使用しないでください。
断線し、火災、感電、やけどの恐れがあります。

ほこりが付着しないように、定期的に掃除
してください。絶縁不良や火災の恐れがあ
ります。

充電時以外は、コンセントから抜いてくだ
さい。抜くときはコードを引っ張らず、必ず
アダプターを持って抜いてください。感電、
発火の恐れがあります。

本来の目的(髪のスタイリング)以外には、
使用しないでください。やけどや火災、故障
の原因になります。

落としたり、ぶつけたりしないでください。
感電、発火の原因になる恐れがあります。

浴室や、湿気の多いところに置かないでく
ださい。絶縁劣化により、感電や火災の恐れ
があります。

プレートをロックした状態で、無理に開か
ないでください。故障や破損の原因になり
ます。

使用後は、必ず電源ボタンを切ってください。
収納の際は、必ず本体が冷めてから、プレー
トがロックされている状態で収納してくだ
さい。やけど、火災の原因や、周囲のものを、
変形、変色させる恐れがあります。

電源ボタンを入れたまま放置しないでくだ
さい。また、プレート部分が熱いうちに、布団
や紙など燃えやすいものの上や近くに置か
ないよう、注意してください。火災の原因に
なる恐れがあります。

子どもだけで使わせたり、子どもの手の届
くところに保管しないでください。事故の
恐れがあります。
水につけないでください。また、浴槽内での
使用や濡れた手で触ることはおやめくださ
い。ショート、感電の原因になります。

アイロン
本体

専用USB
充電ケーブル

前髪をふんわりとさせたいとき

170

190

210

ジェティープラス

製品を正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害、損害を未然に防ぐため、必ず全てお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

お客様窓口

一体型特殊シリコンプレート （クッション機能付き）
本　

体

充
電
ケ
ー
ブ
ル

U
S
B

生産国：中国

入　力

出　力

重　量

AC100V～240V,50/60Hz

DC5V,1A

約34ｇ

電
源
ア
ダ
プ
タ
ー

U
S
B
Ａ
Ｃ

※印のすべてに記入が必要です。★印は、販売店に記入して
いただくか、お客様がご購入の際のレシート・領収書を必ず
保管しておいてください。本書は再発行いたしませんので、
大切に保管しておいてください。

1S���

2S���

3S���

S���

【製造元】 セキュネット株式会社　
〒460-0002　名古屋市中区丸の内３丁目19-1
　　　　　　　　ライオンビル9F

Jettyホームページをご覧ください。

充電の際に本体から微弱な音がする場合について

1回
押します

C

製品はプレートが開いた状態
（ロックレバーがOPENの状態）で入っています。

jetty.jp

jetty.jp

jetty.jp


