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禁  止

必ず守る

 定格電流10A以上のコンセントを
単独で使う。
他の器具とコンセントを併用する
と、発火・感電の恐れがあります。

ねじれが戻らなくなった電源コード
は使わない。
電源コードが断線
し、火災・感電・やけ
どの 恐 れ が あり
ます。

本体に電源コードを巻きつけない。

電源コードが断線し、火災・感電・
やけどの恐れがあります。

理美容業務以外では使わない。
思わぬ事故や故障の原因になり
ます。

子供に使わせない。乳幼児に使
わない。乳幼児の手の届くとこ
ろで使わない、保管しない。

使用中、温度表示窓の表示が消
えたり、つかなかったりするとき
は使わない。

必ず交流100Vで使う。（日本国
内専用）
火災・感電・やけどの恐れがあります。

電源コードが断線している可能性が
あり、感電・ショート・発火の恐れが
あります。

電源コードや電源プラグが傷んだ
り、コンセントの差し込みがゆる
いときは使わない。

火災・感電・やけどの恐れがあります。

電源コードを傷つけない。（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
いものに近付けない・束ねない・
はさみ込まない・加工しない）

火災・感電・やけどの恐れがあります。

禁  止

安全上のご注意
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必ず守る

高温部

アイロン部裏側
も高温になるた
め触れない。

 

使用後は必ず電源スイッチを切り、
電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。

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。

アイロン部が熱い状態のときは、
ビニールなど溶けやすいものの
側に置かない。
火災の原因になります。

電源プラグを
抜く

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・
ショートの恐れがあります。

水場禁止

水につけない。水をかけない。

ショート・感電の恐れがあります。
水ぬれ禁止

ぬれた手で使わない。

ショート・感電の恐れがあります。
ぬれ手禁止

改造はしない。修理技術者以外の
人は、分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。分解禁止

 コンセントから電源プラグを抜くと
きは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、感電・ショー
ト・発火の恐れがあります。

アイロン部裏側も高温になるた
め、顔からはなし、顔や耳に触れ
ないよう注意して使う。

やけどの恐れ
があります。

使用中・使用直後のアイロン部
およびアイロン部裏側は、高温
のためさわらない。（特にアイロ
ン部側面に注意する。）

アイロン部が熱い状態で開閉ロック
をロック状態にしない。（→P.9）

やけどの恐れ
があります。

やけどの恐れがあります。

やけど・火災・故障の恐れがあります。

電源プラグ
を抜く

接触禁止

整髪以外の用途やペットには使
わない。

禁  止

感電・発火・けがの恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。損傷
したら使わない。

プレートコーティングの傷原因に
なります。

髪をはさんでいない状態でプレート
同士を強く叩かない。

毛髪を著しく傷めたり、断毛や
皮膚障害などを起こす恐れがあり
ます。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で
使わない。

多数の人が共同で使う場所（サウナ・
温泉・ジムなど）は設置しない。

毛髪を著しく傷めたり、やけどの
恐れがあります。

髪の毛をはさんだまま、開閉ロック
をロック状態にしない。（→P.８・９）
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お手入れのしかた

電源スイッチを長押し（約２秒）して切り、電源プラグをコンセントから
抜き、冷えてからお手入れをする。

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取る。

■汚れが落ちにくいとき
「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に
浸したやわらかい布をよく絞って拭き取る。

●水洗いは絶対にしない。

●アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

ご 注 意

 

禁  止

火災や周囲のも
のを変形・変色
させる原因にな
ります。

電源スイッチを入れたまま放置しな
い。布団・紙など燃えやすいものや、
熱に弱いものの上に置かない。

故障の恐れがあります。

先端部を手で持って、無理に開かな
い。また、無理に左右に動かさない。

熱による変質・変色・変形の恐
れがあります。

かつらや付け毛には使わない。

本製品は業務用です。アイロンの取
り扱い、及び操作には充分習熟し、
注意してご使用ください。

施術する際、毛髪の薬剤を洗い流し、
乾燥させてからご使用ください。

薬剤や水が本体内部に入ると故障
の原因になります。
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故障かな？と思ったら

様

　仕

品名 ヘアーアイロン 
アイロン部温度

品番 NBS1000

電源 AC

0-450W

100V 50/60Ｈｚ 電源コード長さ

消費電力 質量

寸法 高さ 67ｍｍ×幅 249ｍｍ×奥行き 31ｍｍ

こんなときは 考えられる原因 こう処置してください

初めて使用するとき、
においがする。

ヒーターによる加熱のため、多
少のにおいがすることがあり
ますが、故障ではありません。

そのままご使用ください。

電源コードがねじれて戻
らなくなった。

電源コードが断線しかけ
ている。 すぐに使用を中止し、

「テスコムサービス
  センター」にご相談
 ください。

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。

こげくさいにおいがする。

アイロン部が温まらないことがある。

その他の異常・故障がある。

電源プラグが異常に
熱い。

コンセントの差し込みが
ゆるい。

コンセントに原因がある
場合があります。
最寄りの電器店にご相談
ください。

200℃

3.0m

325g

故障かな？と思ったら

　

 

1  

こんなときは

初めて使用するとき、
においがする。

電源コードがねじれて戻
らなくなった。

（→裏表紙）

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。

こげくさいにおいがする。

アイロン部が温まらないことがある。

その他の異常・故障がある。

電源プラグが異常に
熱い。
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お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル等の注意書
に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、
お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と保証書をご持参ご
提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

●1　　　　　使用上の誤り、改造や不当な修理（他社部品の使用）による故障または損傷。
●2　　　　　お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
●3　　　　　火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による
   故障または損傷。
●4　　　　　本書の提示がない場合。
●5　　　　　本書にお買い上げ日、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。
●6　　　　　整髪以外の用途やペットへのご使用。
●7　　　　　多数の人が共同で使う場所（サウナ・温泉・ジム等）に設置してのご使用。
※取扱説明書をよくお読み下さい。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するもの
です。従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あり
ませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店
または裏表紙の「テスコムサービスセンター」にお問い合わせください。
●当製品の保証書にご記入いただいたお客様の個人情報は、修理・交換品の発送
のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ござ
いません。

2.ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼され
ることができない場合は、裏表紙の「テスコムサービスセンター」にお
問い合わせください。

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.）
5.本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。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

●ご使用前に必ず電源コードに傷・変形などがないかお確かめください。

『長年ご使用のヘアーアイロンの点検を！』

無料修理規定
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ブッシュ 

電源プラグ

リング

耐熱フェルト

コントローラー部

アイロン部

サーモロンTMという｢無機セ
ラミックコーティング剤｣を
使用。優れた熱伝導性を
有し、ヘアーアイロン用に、
滑 り の 良 さ を 追 求 し た
コーティングを施してい
ます。

本体

握りやすい薄型設計
と、滑りにくいラバー
コーティングを採用
しています。

クイックコードバンド

収納時、コードをまとめる
のに便利です。

開閉ロック

電源コードクリップ

各部のなまえとはたらき
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アイロン部を閉じた状態でロック（固定）できるので、収納に便利です。
①完全に冷えた状態でアイロン部を閉じる。
②開閉ロックをスライドさせる。

開閉ロック

ロック状態 ロック解除状態

コントローラー部

②
①

クリップ

施術中、服などに留めておくことで、
コ ード の か ら まりを 防 止 し ま す 。

リング

製品を吊るしておくことが出来ます。
※吊るした状態で無理に引っ張らないでく
ださい。リングがはじけ、お客さまに飛び
怪我をさせてしまう恐れがあります。

電源スイッチ

温度上昇ボタン温度下降ボタン

音表示
（→Ｐ10）

モード表示
（→Ｐ10）

※温度表示窓内は
 　イメージです

温度表示
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1開閉ロックをスライドさせて、
ロックを解除する。

閉じたままで電源を入れると、故障の原因になります。

2電源プラグをコンセントに差し込む。

3電源スイッチを長押し（約2秒）する。

●「ピッ」と鳴って、温度表示部に初期設定の
　200℃が表示され、LEDが赤く点滅します。

4 または ボタンを押して、温度レベルを設定する。

● 60℃～200℃まで設定できます。

● 

●温度レベルを設定した後、約2秒で
   現在温度が表示されます。

温度設定は、 を押すと上がり、

5設定した温度になると、「ピピッ」と鳴り、お知らせします。

●温度表示が青く点灯します。
●1分で約180℃まで上昇します。

6使用後は、電源スイッチを長押し
（約2秒）して切り、電源プラグを
コンセントから抜く。

7

使いかた

本体表面

ロック解除

②
①

温度表示窓にOFFと表示されます。

完全に冷えてから、アイロン部を閉じた状態
で（①）開閉ロックをスライドさせてロック状
態にし（②）、クイックコードバンドで電源
コードを巻き、湿気の少ない所で保管する。

を押すと下がります。
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温度範囲

モード

60℃から200℃までの範囲を、５℃ずつ29段階から選び設定出来ます。
※高温で施術をする際は、正しく毛髪診断を行ってからご使用ください。
   髪を傷めたり、髪がこげる恐れがあります。

ボタン・     ボタンを押すごとに、５℃ずつ設定温度を変えることが出来ます。

●ＮＯＲＭＡＬ………標準モードです。
●ＰＯＷＥＲ…………設定温度を維持するために、出力を上げるモードです。
●ＨＡＩＲ ＣＡＲＥ……出力を抑え、新生部から毛先に進むにつれ温度が下降しやすくなり、傷んだ毛先

　　　　　　　　 をいたわるモードです。

温度上昇中

温度下降中

設定温度到達

温度表示部が赤く点滅します。

温度表示部が青く点滅します。

温度表示部が青く点灯します。

使用中に　 ボタン　 ボタンを同時に押すと、モード表示部の横にある　 マークが動き3種
類のモードが切り替えられます。施術に合わせ、お好みのモードをご使用ください。

消音機能 

使用中に　 ボタンと、電源スイッチを同時に押すと、消音設定と消音設定解除が出来ます。
温度表示窓のブザーマーク　 の横に　（禁止マーク）が表示されていると消音設定、何も表示
がなければ消音設定が解除されています。

自動電源OFF機能

最終スイッチ操作後、約30分で自動的に電源がOFFの状態になります。
電源がOFFになる約10秒前に、ブザーと温度表示窓の点滅でお知らせします。

レジューム機能

施術後、プラグを抜いても、その時の設定温度・モードが保存されます。
次回電源を入れた際に、同じ温度設定・モードで起動します。

施術によるアイロン部の温度下降中に、温度表示窓が紫と青で交互に点滅します。

※アイロン部の温度下降量が少ない場合は点滅しません。
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保証書

　　年　　　　　　月　　　　　　日

品 名

品 番

保 証 期 間

★お買い上げ日

持込修理

★
販
売
店

★
お
客
様

ご芳名　　　　　　　　　　　　　　                                   様

ご住所（〒　　　　　）

お電話

住所・店名

電話

（お買い上げ日より）6ヶ月

ヘアーアイロン
保 証 対 象 本　　体NBS1000

4045-2

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840


