プラズマクラスター風が届ける
美髪効果

■商品ご理解のために ■商品のご使用について ●医療用具ではありません。衛生安全管理上の
事故について保証するものではありません。●業務用には使用しないでください。●微量のオゾンが発生
しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。●補修用性能部品
の保有期間は、
プラズマクラスターストレートアイロンの製造打ち切り後約5年です。■カタログについて
また、本カタログの商
のご注意 ●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。
品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●本カタログに掲載
された機種は、品切れになる場合もありますので、販売店にお確かめのうえ、
お選びください。■＜QRコード
から誘導されるサイトについてのご注意＞ ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様
のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

紆 㳊㳃꧅
https://jp.sharp/beauty/
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長年ご使用の場合は商品の点検を！こんな症状はありませんか？
愛情点検

Po i nt

01

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼
ください。
なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

熱ダメージを

Po i nt

抑える

02

うるお いを
まもる

Po i nt

●スイッチを入れても動かないときがある。
●電源コードやプラグ、
●コードを
器体が異常に熱くなる。
折り曲げると通電したり、
しなかったりする。●自動的に切れるはずなのに切れない時がある。
●いつもと違って温度が異常に高くなったり、
●本体ケースが変形している。
こげくさい臭いがする。
●モーターの回転が止まったり、
遅かったり不規則な時がある。●その他の異常や故障がある。

03

安全に関する

ご注意

●ご使用の前に
「取扱説明書」
をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●燃焼器具と
併用して使用する場合は、換気してください。一酸化炭素中毒をおこすことがあります。

「取扱説明書」
は、
シャープホームページでご覧になれます。 https://jp.sharp/beauty/
ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に
今すぐ
ご登録！
スマートフォンからでも
ご利用いただけます

IUUQTDPDPSPNFNCFSTKQTIBSQ

プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、Plasmaclusterは
シャープ株式会社の登録商標です。

静電気を
抑える

髪 を い た わる
ストレートアイロン

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。
しっかりアシスト！

●

お客さまご相談窓口

固定電話・PHSからはフリーダイヤル

0120 -078 -178
0570 -550 - 449

携帯電話からはナビダイヤル

スマホで確認
さらに

スタイリング力もアップ

商品詳細
カタログ

〈受付時間〉
（年末年始を除く）
○月曜日〜土曜日：午前9時〜午後6時
○日曜日・祝日：午前9時〜午後5時
※フリーダイヤル・ナビダイヤルを
ご利用いただけない場合は、
050-3852-5405

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記した
「保証書」
を必ずお受けとりください。
● 製造番号は、安全確保上重要なものです。
お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されて
の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については
いるかお確かめください。■「オープン価格」
お近くの販売店にご相談
販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、

ください。
もし、販売店でお分かりにならないときは、上記のオンラインサポートにアクセスください。

■その他
1 20℃まで

消し忘れに安心の

約 30秒 立ち上げ

自動オフ機 能

設定の手 間を省く

誤作動を防ぐ

温 度メモリー機 能

自動温度ロック

確認しやすい

操作性を高める

デジタル温 度 表 示

360度回転コード

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

■お求めは信用と技術を誇る当店で
■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

وٚؠُثٚعت٭ذتٝؕؓع٭ٞ٤*#-4
⇔

AC100〜120V
AC200〜240V

＊すべての国で使用できるわけではありません。
また、
同一国内でも地域に
よって電圧、
プラグ形状などが異なることがあります。海外へご旅行の
際は、事前に旅行地の電圧やプラグ形状を必ずご確認ください。

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。
このカタログの内容は、2019年11月現在のものです。 H.010 IBLS7PP
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プラズマクラスターの風が

気になる“熱”や“摩擦”による

髪 に、うるお いを残
い
す

ダメージを抑えながらスタイリング。

アイロンの熱が原因で、パサつきがちの髪

美 髪 ス タイリン グ の 秘 密 は ここにも！

に嬉しい効果。
吹き出るプラズマクラスター
風が、髪の水分量の低減を抑えます※3。

低い温度でも髪にしっかりクセ付け

●プラズマクラスターの効果は、
使用場所の状況（温度・湿度・エアコン・換気などの使用有無）
や商品特性、使いかた
（運転モード・運転時間など）
によって異なります。●効果には個人差が
●記載の効果は一例です。
あります。
さらに詳しい情報はシャープホームページでご確認ください。

熱した髪を、
すぐにプラズマクラスター風で空冷することで、
スタイ
リング力がアップ。
ストレートもフェミニンな毛先カールも、
より低い
温度でスタイリングできます※5。

クッションプレートで、
なめらかにスタイリング
両面のプレートは、髪を
挟んだら沈み込むクッ
ション機 能を備えてい
ます。これにより、毛 先

サラリ、まとまる
まとまる髪 へ

カールのスタイリングも、

プラズマクラスター風が、気になる静電気を

スムーズにキレイに仕上

スタイリングしやすい髪になります。
抑制※4。

がります。

クッションプレート

● スタイリング力とは、
髪にクセをつける力、髪のクセをとる力です。

NEW プラズマクラスターストレートアイロン

IB-LS7-P（ピンク系ライトパールピンク）
オープン価格
プラズマクラスター風の効果

風 で 、髪をいたわる
いたわる
［HEAT&COOL］
クッションプレートの両サイ

熱 ダメ ー ジ 抑 制

水分量低減抑制

除電効果

スタイリング力アップ

その他の特長
温度メモリー機能／自動オフ機能／
自動ロック／マルチボルテージ

180℃のアイロンで施術後の毛髪温度※2
（サーモグラフィで表面温度を測定／単位：℃）
プラズマクラスター風なし プラズマクラスター風あり

サ

ドから、シャワー状のプラ

162.5

ズマクラスター風を放出。

132.5

イ

ズ

電源コード約1.7m

117.5

クセ付けされた髪をすぐに

質

102.5

空冷し、熱ダメージを抑え

72.5

電

57.5

毛髪温度は高いまま

施術しながら
プラズマクラスター風で
空冷される

量

約450g（付属品除く）

プレート仕 様 セラミック加工（クッションプレート）

87.5

ます※1。

長さ315×幅41.5×
奥行60.8mm（付属品除く）、

147.5

源

AC100-120V、200-240V

消 費 電 力 60-90W（AC100-120V）

42.5

255-360W（AC200-240V）
アイロン 温 度

約60〜200℃
（10℃刻み）

［付属品］
収納用キャップ

（イメージ）
※1 180℃で100回施術した後、引っ張り強度を測定。
「プラズマクラスター風あり」の方が
「プラズマクラスター風なし」
よりも毛髪の引っ張り強度が大きいことから、熱ダメージが抑制
されることを確認。※2 180℃で施術直後の毛髪温度分布をサーモグラフィで観察。施術直後
の毛髪温度が
「プラズマクラスター風あり」
よりも
「プラズマクラスター風なし」の方が高いこと
から、
プラズマクラスター風によって毛髪温度が低下していることを確認。※3 120℃にセットし

3回施術した後、施術前と施術後の毛髪重量の差を測定し、水分損失量を算出。水分損失量
が
「プラズマクラスター風なし」
よりも
「プラズマクラスター風あり」
の方が少ないことから、熱に
よる水分損失後の水分補給効果を確認。※4 120℃にセットし1回施術した後、毛髪の静電気
量を測定。
「プラズマクラスター風なし」
と比較し、
「プラズマクラスター風あり」
は静電気量を
約60％抑制（2.44kV→0.88kV）。
＊一般的に、
アイロンの温度が高くなると静電気は発生しに

くくなります。
※5 毛髪にカールを形成し、
カールの半径からスタイリング力を評価。
「120℃
プラズマクラスター風あり」
と
「160℃プラズマクラスター風なし」
のカール半径が同等になっ
たことから、
より低い温度でのスタイリング力アップを確認。◆ 以上、各当社調べ。◆ 以上
の各試験において、特に記載のない場合は日本電機工業会自主基準HD-129に基づきます。

