
温度調節スイッチ
－ボタン：設定温度下降
＋ボタン：設定温度上昇
同時押しでモード変更

表示部

矢印の方向に回して、ロック・ロック解除する。

操作部

アジャスタブルロックリング

アイロン部を手で閉じた状態で、アジャスタブルロック
リングを図のどちらかの方向に回して解除する。

ロック解除

使用中に＋と－を同時に押すと、モード表示の横にある◀マークが動き、モードが切り
替わります。

その間に－ボタンを押すと、電源ON状態が60分延長されます。

最終操作後約5秒経つと、「ピッ」と鳴って自動的にモードと温度がロックされます。

自動温度ロック機能

温度ロック後に設定を変更するときは、ーボタンを2度押ししてロックを解除してくだ
さい。

温度ロック解除方法

0302-1

「ピッ」と鳴って、温度表示窓に設定温度（初めて使う
ときは 180℃、2 回目以降は前回の最終設定温度）
が点滅表示されます。

＋または－を押して、温度を設定する。

ロック

全開
（FULL OPEN）

ロック

開閉角度調整
（ADJUSTABLE）

本体とアジャ
スタブルロック
リングの凸部
がそろう

ロック状態
（LOCK）

右に90°回すとアイロン部が全開になり
ます。
左に回すとアイロン部の開閉角度を調整
できます。
60° ：全開時の約50%
90° ：全開時の約70%
110° ：全開時の約90%

完全に冷めてから、アイロン部を閉じた
状態で、アジャスタブルロックリングを
図のどちらかの方向に回してロックし、
クイックコードバンドで電源コードを
まとめ、湿気の少ない所で保管する。

本体と
アジャスタ
ブルロック
リングの凸
部がそろう

ロック状態ロック方法

設定した温度になると、「ピッピッピッ」と鳴り、温度表示が点滅から
点灯に変わります。

アイロン部の温度により、設定温度の点灯色と点灯パターンが変わります。

温度上昇中・下降中 設定温度が白く点滅します。

設定温度到達 設定温度が白く点灯します。

温度上昇中
（POWERモード） 設定温度が赤く点滅します。（約5秒）※

アジャスタブル
ロックリング
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　補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6年です。

たこ足配線や、電源コンセントの
定格を超える使い方をしない。
発火・感電の恐れがあります。

本体に電源コードを巻き付けない。

思わぬ事故や故障の原因になり
ます。

次の状態が確認されたときは使
わない。

・電源コードが異常に熱いとき。

アイロン部が熱い状態や、髪の毛
をはさんだ状態で、アジャスタブル
ロックリングをロックしない。

修理は販売店、またはテスコム
サービスセンターにご相談ください。

人の毛髪の整髪以外の用途（かつ
ら・エクステンションなど）に使
用しない。また、乳幼児・ペットに
使用しない。

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの
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
に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参・ご提示
の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

浴室や湿気の多い所・水の近く
で使わない、保管しない。

電源コードが
断線し、火災・
感電・やけど
の恐れがあり
ます。

耐熱性のある、安定した
平らな場所に置いてください。

「石けん水」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ふき取る。

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

NBS500

高さ75mm×幅 239mm×奥行 29mm
（使用時・アイロン部が全開状態）

消費電力は、温度制御のため 0W～700Wに変動します。

32W 330g

こげ臭いにおい

「ピッピー」と3回鳴り、表示部に「E1」～「E3」と表示
が出ている。

こげ臭いにおい

アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

補助を必要とする人（子供を含む）
は、単独でこの製品を使わない。
子供の手の届く所で使わない。
子供の手の届く場所に保管しない。
使用する際は、安全に責任の負え
る人の監督・指示のもとで使うよ
うにしてください。また、子供が本
製品で遊ばないように注意してく
ださい。
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