
取扱説明書

保証書付き

ヘアサロン技術者専用
〇本品のご使用には、毛髪や頭皮の状態を
　診断し、的確に施術するための専門的な
　知識・技術・用具が必要です。
〇一般の方 ( 理・美容師以外の方 ) が使用
　した場合、毛髪を傷めたり、断毛・やけど
　の恐れがあります。

For PRO
保管用

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。
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お買い上げいただきありがとうございました。ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず
保管してください。

温度調節スイッチ
－：設定温度下降／温度ロック解除
＋：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。
完全に冷めた状態でアイロン部を手で閉じる。

操作部

アジャスタブルロックリング

最終操作後約60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、ブザーと表示部の点滅でお知らせします。
その間にいずれかのスイッチを押すと、電源ON状態が60分延長されます。

温度ロック後に設定を変更するときは、温度調節スイッチの－側を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

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

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%

自動温度ロック後、表示部に実測温度（5℃刻み）が表示されます。
（設定温度到達後は実測温度は表示されません。設定温度を変更すると実測温度が
表示されます。）

アジャスタブル
ロックリング

操作部

使用中に温度調節スイッチの＋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。

設定温度を維持するために、施術中に温度の低下を検出すると一時的に
出力を上げるモードです。
温度上昇中は約5秒間、表示部の設定温度が赤く点滅します。
（アイロン部の温度低下が少ない場合は、変化しません）

標準モードです。

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または交換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
の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「テスコムサービスセンター」にお問い
合わせください。

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。

今後のサービス向上のため、右記の QR コードまたは URL から
アンケートにご協力くださいませ。ご協力いただいた方の中から
抽選で謝礼品をプレゼントいたします。

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ロックを解除する。

ロック解除1

2

「ピッ」と鳴って、表示部に設定温度（初めて使うとき
は180℃・NORMALモード、2回目以降は前回の
最終設定）が表示されます。

3

温度調節スイッチを押して、温度を設定する。

※高温で施術をする際は、正しく毛髪診断を行って
からお使いください。
　髪を傷めたり、こがす恐れがあります。
※かつら・つけ毛（エクステンション）には、高温で
使用しないでください。熱による変質・変形の恐
れがあります。

4

設定した温度になると、設定温度が表示され、
「ピッピッピッ」と鳴ってお知らせします。

5

レバーレバーを押すと、電源プラグが楽に
抜けます。

6

完全に冷めてから、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
に回してロックし、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7

本社／東京都品川区西五反田5ー5ー7　工場／長野県松本市和田4217ー1
TEL 0120-106-018www.nobby-pro.jp

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

収納時、電源コードを
まとめるのに便利です。

※吊るした状態で引っ張らないでくだ
さい。リングが破損して飛び、けが
をする恐れがあります。

最終操作後約5秒経つと、「ピッ」と鳴ってモードと温度がロック
され、表示部に温度ロックマークが表示されます。

自動温度ロック機能

施術後、電源プラグを抜いても、そのときの設定温度・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。

温度ロックマーク

https://questant.jp/q/NBS501

※付属品・消耗品
（耐熱フェルト）を除くNBS501

アレンジアイロン

（お買い上げ日より）1年



安全上のご注意 安全上のご注意 故障かな？と思ったら 無料修理規定

お手入れのしかた

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

使用後は必ず電源を切り、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。
コンセントに差したまま放置しな
いでください。
電源プラグは根元まで確実に差
し込む。
発煙・発火・感電の恐れがあります。

思わぬ事故や故障の原因になり
ます。

やけど・火災・ショート・感電の
恐れがあります。
電源コードや電源プラグが破損し
ている場合は、販売店またはテス
コムサービスセンターに修理を依
頼してください。

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。

整髪以外の用途や、乳幼児・ペット
には使わない。

電源コード・
電源プラグが
異常に熱い。

1. 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、商品と保証書または販売証
明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。
本書記載内容に基づき無料修理致します。

2. 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。
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、輸送などによる故障または損傷。
③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障
または損傷。

④電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣
化などによる製品の不具合。

⑤お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
　（例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸込口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリ
の吸込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など）

⑥本書の提示がない場合。
⑦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。

⑧毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットへのご使用。
⑨多数の人が共同で使う場所（サウナ・温泉・ジムなど）に設置してのご使用。
※取扱説明書をよくお読みください。

3. 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。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などで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、「テスコムサービスセンター」にお問い合わせ
ください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご
購入されたお客様の保証期間が適用されます。

5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合
がありますのでご了承ください。

6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間
は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 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。
●補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

●長年ご使用のアレンジアイロンの点検を！
電源プラグにホコリが付着しない
ように、定期的に掃除をする。
火災・感電の恐れがあります。

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。

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・はさみ込まない・加工
しない・束ねたまま使用しない。
火災・感電の恐れがあります。

図記号の例誤った扱いをすると、死亡または重傷
を負う可能性が想定される内容を示
します。
誤った扱いをすると、人が傷害を負う
可能性や物的損害のみの発生が想定
される内容を示します。

浴室や湿気の多い所・水の近く
で使わない。保管しない。

「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。

乾いたやわらかい布で汚れやスタイリング
剤をふき取る。

NBS501
アレンジアイロン

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 335g

こげ臭いにおいがする。

「ピッピー」と3回鳴り、表示部に「E1」～「E3」と表示
が出ている。

アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

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。

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、安全に責任を負え
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。

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
原因になります。
耐熱性のある、安定した平らな場所
に置いてください。

アイロン部を同じ箇所に連続して
あて続けない。
やけどや毛髪を著しく傷める恐れ
があります。

落としたり、ぶつけたりしない。
破損したら使用しない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で
使わない。
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。

熱に弱いウィッグやつけ毛（エクス
テンション）には使わない。
熱による変質・変形や、アイロン部に
からみつく恐れがあります。ウィッグ
の耐熱性・仕様・使いかたを必ず
確認してからお使いください。

多数の人が共同で使う場所（サウ
ナ・温泉・ジムなど）に設置しない。

使用中・使用直後の高温部は、
熱くなっているのでさわらない。
肌に触れさせない。
また、幼児の手の届く場所に置か
ない。
やけどの恐れがあります。

本製品は業務用です。アイロンの
取り扱い、および操作には習熟
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。
本体に薬剤や水がついたときは、
ふき取ってください。
本体内部に入ると故障の原因に
なります。

※安全上のご注意のイラストは実際の
商品とは異なる場合があります。

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
　必ずお守りください。
●注意事項は次のように区分しています。

（　部）

アイロン部最高温度

こげ臭いにおいがする。
事故防止のため、
電動プラグを抜き、
販売店に点検・修理
をご相談ください。
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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、安全に責任を負え
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。

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
原因になります。
耐熱性のある、安定した平らな場所
に置いてください。

アイロン部を同じ箇所に連続して
あて続けない。
やけどや毛髪を著しく傷める恐れ
があります。

落としたり、ぶつけたりしない。
破損したら使用しない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で
使わない。
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。

熱に弱いウィッグやつけ毛（エクス
テンション）には使わない。
熱による変質・変形や、アイロン部に
からみつく恐れがあります。ウィッグ
の耐熱性・仕様・使いかたを必ず
確認してからお使いください。

多数の人が共同で使う場所（サウ
ナ・温泉・ジムなど）に設置しない。

使用中・使用直後の高温部は、
熱くなっているのでさわらない。
肌に触れさせない。
また、幼児の手の届く場所に置か
ない。
やけどの恐れがあります。

本製品は業務用です。アイロンの
取り扱い、および操作には習熟
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。
本体に薬剤や水がついたときは、
ふき取ってください。
本体内部に入ると故障の原因に
なります。

※安全上のご注意のイラストは実際の
商品とは異なる場合があります。

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
　必ずお守りください。
●注意事項は次のように区分しています。

（　部）

アイロン部最高温度

こげ臭いにおいがする。
事故防止のため、
電動プラグを抜き、
販売店に点検・修理
をご相談ください。



安全上のご注意 安全上のご注意 故障かな？と思ったら 無料修理規定

お手入れのしかた

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

使用後は必ず電源を切り、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。
コンセントに差したまま放置しな
いでください。
電源プラグは根元まで確実に差
し込む。
発煙・発火・感電の恐れがあります。

思わぬ事故や故障の原因になり
ます。

やけど・火災・ショート・感電の
恐れがあります。
電源コードや電源プラグが破損し
ている場合は、販売店またはテス
コムサービスセンターに修理を依
頼してください。

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。

整髪以外の用途や、乳幼児・ペット
には使わない。

電源コード・
電源プラグが
異常に熱い。

1. 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、商品と保証書または販売証
明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。
本書記載内容に基づき無料修理致します。

2. 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。
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、輸送などによる故障または損傷。
③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障
または損傷。

④電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣
化などによる製品の不具合。

⑤お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
　（例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸込口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリ
の吸込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など）

⑥本書の提示がない場合。
⑦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。

⑧毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットへのご使用。
⑨多数の人が共同で使う場所（サウナ・温泉・ジムなど）に設置してのご使用。
※取扱説明書をよくお読みください。

3. 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。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などで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、「テスコムサービスセンター」にお問い合わせ
ください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご
購入されたお客様の保証期間が適用されます。

5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合
がありますのでご了承ください。

6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間
は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 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。
●補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

●長年ご使用のアレンジアイロンの点検を！
電源プラグにホコリが付着しない
ように、定期的に掃除をする。
火災・感電の恐れがあります。

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。

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・はさみ込まない・加工
しない・束ねたまま使用しない。
火災・感電の恐れがあります。

図記号の例誤った扱いをすると、死亡または重傷
を負う可能性が想定される内容を示
します。
誤った扱いをすると、人が傷害を負う
可能性や物的損害のみの発生が想定
される内容を示します。

浴室や湿気の多い所・水の近く
で使わない。保管しない。

「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。

乾いたやわらかい布で汚れやスタイリング
剤をふき取る。

NBS501
アレンジアイロン

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 335g

こげ臭いにおいがする。

「ピッピー」と3回鳴り、表示部に「E1」～「E3」と表示
が出ている。

アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

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。

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、安全に責任を負え
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。

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
原因になります。
耐熱性のある、安定した平らな場所
に置いてください。

アイロン部を同じ箇所に連続して
あて続けない。
やけどや毛髪を著しく傷める恐れ
があります。

落としたり、ぶつけたりしない。
破損したら使用しない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で
使わない。
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。

熱に弱いウィッグやつけ毛（エクス
テンション）には使わない。
熱による変質・変形や、アイロン部に
からみつく恐れがあります。ウィッグ
の耐熱性・仕様・使いかたを必ず
確認してからお使いください。

多数の人が共同で使う場所（サウ
ナ・温泉・ジムなど）に設置しない。

使用中・使用直後の高温部は、
熱くなっているのでさわらない。
肌に触れさせない。
また、幼児の手の届く場所に置か
ない。
やけどの恐れがあります。

本製品は業務用です。アイロンの
取り扱い、および操作には習熟
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。
本体に薬剤や水がついたときは、
ふき取ってください。
本体内部に入ると故障の原因に
なります。

※安全上のご注意のイラストは実際の
商品とは異なる場合があります。

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
　必ずお守りください。
●注意事項は次のように区分しています。

（　部）

アイロン部最高温度

こげ臭いにおいがする。
事故防止のため、
電動プラグを抜き、
販売店に点検・修理
をご相談ください。



安全上のご注意 安全上のご注意 故障かな？と思ったら 無料修理規定

お手入れのしかた

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

使用後は必ず電源を切り、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。
コンセントに差したまま放置しな
いでください。
電源プラグは根元まで確実に差
し込む。
発煙・発火・感電の恐れがあります。

思わぬ事故や故障の原因になり
ます。

やけど・火災・ショート・感電の
恐れがあります。
電源コードや電源プラグが破損し
ている場合は、販売店またはテス
コムサービスセンターに修理を依
頼してください。

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。

整髪以外の用途や、乳幼児・ペット
には使わない。

電源コード・
電源プラグが
異常に熱い。

1. 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、商品と保証書または販売証
明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。
本書記載内容に基づき無料修理致します。

2. 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。
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、輸送などによる故障または損傷。
③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障
または損傷。

④電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣
化などによる製品の不具合。

⑤お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
　（例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸込口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリ
の吸込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など）

⑥本書の提示がない場合。
⑦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。

⑧毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットへのご使用。
⑨多数の人が共同で使う場所（サウナ・温泉・ジムなど）に設置してのご使用。
※取扱説明書をよくお読みください。

3. 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。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などで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、「テスコムサービスセンター」にお問い合わせ
ください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご
購入されたお客様の保証期間が適用されます。

5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合
がありますのでご了承ください。

6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間
は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 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。
●補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

●長年ご使用のアレンジアイロンの点検を！
電源プラグにホコリが付着しない
ように、定期的に掃除をする。
火災・感電の恐れがあります。

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。

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・はさみ込まない・加工
しない・束ねたまま使用しない。
火災・感電の恐れがあります。

図記号の例誤った扱いをすると、死亡または重傷
を負う可能性が想定される内容を示
します。
誤った扱いをすると、人が傷害を負う
可能性や物的損害のみの発生が想定
される内容を示します。

浴室や湿気の多い所・水の近く
で使わない。保管しない。

「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。

乾いたやわらかい布で汚れやスタイリング
剤をふき取る。

NBS501
アレンジアイロン

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 335g

こげ臭いにおいがする。

「ピッピー」と3回鳴り、表示部に「E1」～「E3」と表示
が出ている。

アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

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。

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、安全に責任を負え
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。

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
原因になります。
耐熱性のある、安定した平らな場所
に置いてください。

アイロン部を同じ箇所に連続して
あて続けない。
やけどや毛髪を著しく傷める恐れ
があります。

落としたり、ぶつけたりしない。
破損したら使用しない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で
使わない。
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。

熱に弱いウィッグやつけ毛（エクス
テンション）には使わない。
熱による変質・変形や、アイロン部に
からみつく恐れがあります。ウィッグ
の耐熱性・仕様・使いかたを必ず
確認してからお使いください。

多数の人が共同で使う場所（サウ
ナ・温泉・ジムなど）に設置しない。

使用中・使用直後の高温部は、
熱くなっているのでさわらない。
肌に触れさせない。
また、幼児の手の届く場所に置か
ない。
やけどの恐れがあります。

本製品は業務用です。アイロンの
取り扱い、および操作には習熟
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。
本体に薬剤や水がついたときは、
ふき取ってください。
本体内部に入ると故障の原因に
なります。

※安全上のご注意のイラストは実際の
商品とは異なる場合があります。

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
　必ずお守りください。
●注意事項は次のように区分しています。

（　部）

アイロン部最高温度

こげ臭いにおいがする。
事故防止のため、
電動プラグを抜き、
販売店に点検・修理
をご相談ください。



安全上のご注意 安全上のご注意 故障かな？と思ったら 無料修理規定

お手入れのしかた

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

使用後は必ず電源を切り、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。
コンセントに差したまま放置しな
いでください。
電源プラグは根元まで確実に差
し込む。
発煙・発火・感電の恐れがあります。

思わぬ事故や故障の原因になり
ます。

やけど・火災・ショート・感電の
恐れがあります。
電源コードや電源プラグが破損し
ている場合は、販売店またはテス
コムサービスセンターに修理を依
頼してください。

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。

整髪以外の用途や、乳幼児・ペット
には使わない。

電源コード・
電源プラグが
異常に熱い。

1. 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、商品と保証書または販売証
明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。
本書記載内容に基づき無料修理致します。

2. 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。
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、輸送などによる故障または損傷。
③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障
または損傷。

④電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣
化などによる製品の不具合。

⑤お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
　（例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸込口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリ
の吸込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など）

⑥本書の提示がない場合。
⑦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。

⑧毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットへのご使用。
⑨多数の人が共同で使う場所（サウナ・温泉・ジムなど）に設置してのご使用。
※取扱説明書をよくお読みください。

3. 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。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などで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、「テスコムサービスセンター」にお問い合わせ
ください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご
購入されたお客様の保証期間が適用されます。

5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合
がありますのでご了承ください。

6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間
は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 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。
●補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

●長年ご使用のアレンジアイロンの点検を！
電源プラグにホコリが付着しない
ように、定期的に掃除をする。
火災・感電の恐れがあります。

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。

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・はさみ込まない・加工
しない・束ねたまま使用しない。
火災・感電の恐れがあります。

図記号の例誤った扱いをすると、死亡または重傷
を負う可能性が想定される内容を示
します。
誤った扱いをすると、人が傷害を負う
可能性や物的損害のみの発生が想定
される内容を示します。

浴室や湿気の多い所・水の近く
で使わない。保管しない。

「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。

乾いたやわらかい布で汚れやスタイリング
剤をふき取る。

NBS501
アレンジアイロン

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 335g

こげ臭いにおいがする。

「ピッピー」と3回鳴り、表示部に「E1」～「E3」と表示
が出ている。

アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

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。

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、安全に責任を負え
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。

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
原因になります。
耐熱性のある、安定した平らな場所
に置いてください。

アイロン部を同じ箇所に連続して
あて続けない。
やけどや毛髪を著しく傷める恐れ
があります。

落としたり、ぶつけたりしない。
破損したら使用しない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で
使わない。
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。

熱に弱いウィッグやつけ毛（エクス
テンション）には使わない。
熱による変質・変形や、アイロン部に
からみつく恐れがあります。ウィッグ
の耐熱性・仕様・使いかたを必ず
確認してからお使いください。

多数の人が共同で使う場所（サウ
ナ・温泉・ジムなど）に設置しない。

使用中・使用直後の高温部は、
熱くなっているのでさわらない。
肌に触れさせない。
また、幼児の手の届く場所に置か
ない。
やけどの恐れがあります。

本製品は業務用です。アイロンの
取り扱い、および操作には習熟
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。
本体に薬剤や水がついたときは、
ふき取ってください。
本体内部に入ると故障の原因に
なります。

※安全上のご注意のイラストは実際の
商品とは異なる場合があります。

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
　必ずお守りください。
●注意事項は次のように区分しています。

（　部）

アイロン部最高温度

こげ臭いにおいがする。
事故防止のため、
電動プラグを抜き、
販売店に点検・修理
をご相談ください。



安全上のご注意 安全上のご注意 故障かな？と思ったら 無料修理規定

お手入れのしかた

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

使用後は必ず電源を切り、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。
コンセントに差したまま放置しな
いでください。
電源プラグは根元まで確実に差
し込む。
発煙・発火・感電の恐れがあります。

思わぬ事故や故障の原因になり
ます。

やけど・火災・ショート・感電の
恐れがあります。
電源コードや電源プラグが破損し
ている場合は、販売店またはテス
コムサービスセンターに修理を依
頼してください。

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。

整髪以外の用途や、乳幼児・ペット
には使わない。

電源コード・
電源プラグが
異常に熱い。

1. 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、商品と保証書または販売証
明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。
本書記載内容に基づき無料修理致します。

2. 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。
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、輸送などによる故障または損傷。
③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障
または損傷。

④電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣
化などによる製品の不具合。

⑤お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
　（例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸込口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリ
の吸込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など）

⑥本書の提示がない場合。
⑦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。

⑧毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットへのご使用。
⑨多数の人が共同で使う場所（サウナ・温泉・ジムなど）に設置してのご使用。
※取扱説明書をよくお読みください。

3. 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。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などで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、「テスコムサービスセンター」にお問い合わせ
ください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご
購入されたお客様の保証期間が適用されます。

5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合
がありますのでご了承ください。

6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間
は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 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。
●補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

●長年ご使用のアレンジアイロンの点検を！
電源プラグにホコリが付着しない
ように、定期的に掃除をする。
火災・感電の恐れがあります。

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。

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・はさみ込まない・加工
しない・束ねたまま使用しない。
火災・感電の恐れがあります。

図記号の例誤った扱いをすると、死亡または重傷
を負う可能性が想定される内容を示
します。
誤った扱いをすると、人が傷害を負う
可能性や物的損害のみの発生が想定
される内容を示します。

浴室や湿気の多い所・水の近く
で使わない。保管しない。

「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。

乾いたやわらかい布で汚れやスタイリング
剤をふき取る。

NBS501
アレンジアイロン

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 335g

こげ臭いにおいがする。

「ピッピー」と3回鳴り、表示部に「E1」～「E3」と表示
が出ている。

アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

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。

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、安全に責任を負え
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。

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
原因になります。
耐熱性のある、安定した平らな場所
に置いてください。

アイロン部を同じ箇所に連続して
あて続けない。
やけどや毛髪を著しく傷める恐れ
があります。

落としたり、ぶつけたりしない。
破損したら使用しない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

パーマ液を毛髪に塗布した状態で
使わない。
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。

熱に弱いウィッグやつけ毛（エクス
テンション）には使わない。
熱による変質・変形や、アイロン部に
からみつく恐れがあります。ウィッグ
の耐熱性・仕様・使いかたを必ず
確認してからお使いください。

多数の人が共同で使う場所（サウ
ナ・温泉・ジムなど）に設置しない。

使用中・使用直後の高温部は、
熱くなっているのでさわらない。
肌に触れさせない。
また、幼児の手の届く場所に置か
ない。
やけどの恐れがあります。

本製品は業務用です。アイロンの
取り扱い、および操作には習熟
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。
本体に薬剤や水がついたときは、
ふき取ってください。
本体内部に入ると故障の原因に
なります。

※安全上のご注意のイラストは実際の
商品とは異なる場合があります。

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
　必ずお守りください。
●注意事項は次のように区分しています。

（　部）

アイロン部最高温度

こげ臭いにおいがする。
事故防止のため、
電動プラグを抜き、
販売店に点検・修理
をご相談ください。



取扱説明書

保証書付き

ヘアサロン技術者専用
〇本品のご使用には、毛髪や頭皮の状態を
　診断し、的確に施術するための専門的な
　知識・技術・用具が必要です。
〇一般の方 ( 理・美容師以外の方 ) が使用
　した場合、毛髪を傷めたり、断毛・やけど
　の恐れがあります。

For PRO
保管用

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

安全上のご注意

お手入れのしかた

故障かな？と思ったら

仕様

無料修理規定

各部のなまえとはたらき

使いかた

保証書

1・2・3

3

4

4

6

7・8

9・10

裏表紙

各部のなまえとはたらき 使いかた

2372-1

お買い上げいただきありがとうございました。ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず
保管してください。

温度調節スイッチ
－：設定温度下降／温度ロック解除
＋：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。
完全に冷めた状態でアイロン部を手で閉じる。

操作部

アジャスタブルロックリング

最終操作後約60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、ブザーと表示部の点滅でお知らせします。
その間にいずれかのスイッチを押すと、電源ON状態が60分延長されます。

温度ロック後に設定を変更するときは、温度調節スイッチの－側を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

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

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%

自動温度ロック後、表示部に実測温度（5℃刻み）が表示されます。
（設定温度到達後は実測温度は表示されません。設定温度を変更すると実測温度が
表示されます。）

アジャスタブル
ロックリング

操作部

使用中に温度調節スイッチの＋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。

設定温度を維持するために、施術中に温度の低下を検出すると一時的に
出力を上げるモードです。
温度上昇中は約5秒間、表示部の設定温度が赤く点滅します。
（アイロン部の温度低下が少ない場合は、変化しません）

標準モードです。

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または交換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
の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「テスコムサービスセンター」にお問い
合わせください。

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。

今後のサービス向上のため、右記の QR コードまたは URL から
アンケートにご協力くださいませ。ご協力いただいた方の中から
抽選で謝礼品をプレゼントいたします。

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ロックを解除する。

ロック解除1

2

「ピッ」と鳴って、表示部に設定温度（初めて使うとき
は180℃・NORMALモード、2回目以降は前回の
最終設定）が表示されます。

3

温度調節スイッチを押して、温度を設定する。

※高温で施術をする際は、正しく毛髪診断を行って
からお使いください。
　髪を傷めたり、こがす恐れがあります。
※かつら・つけ毛（エクステンション）には、高温で
使用しないでください。熱による変質・変形の恐
れがあります。

4

設定した温度になると、設定温度が表示され、
「ピッピッピッ」と鳴ってお知らせします。

5

レバーレバーを押すと、電源プラグが楽に
抜けます。

6

完全に冷めてから、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
に回してロックし、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7

本社／東京都品川区西五反田5ー5ー7　工場／長野県松本市和田4217ー1
TEL 0120-106-018www.nobby-pro.jp

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

収納時、電源コードを
まとめるのに便利です。

※吊るした状態で引っ張らないでくだ
さい。リングが破損して飛び、けが
をする恐れがあります。

最終操作後約5秒経つと、「ピッ」と鳴ってモードと温度がロック
され、表示部に温度ロックマークが表示されます。

自動温度ロック機能

施術後、電源プラグを抜いても、そのときの設定温度・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。

温度ロックマーク

https://questant.jp/q/NBS501

※付属品・消耗品
（耐熱フェルト）を除くNBS501

アレンジアイロン

（お買い上げ日より）1年



取扱説明書

保証書付き

ヘアサロン技術者専用
〇本品のご使用には、毛髪や頭皮の状態を
　診断し、的確に施術するための専門的な
　知識・技術・用具が必要です。
〇一般の方 ( 理・美容師以外の方 ) が使用
　した場合、毛髪を傷めたり、断毛・やけど
　の恐れがあります。

For PRO
保管用

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

安全上のご注意

お手入れのしかた

故障かな？と思ったら

仕様

無料修理規定

各部のなまえとはたらき

使いかた

保証書

1・2・3

3

4

4
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9・10

裏表紙

各部のなまえとはたらき 使いかた
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お買い上げいただきありがとうございました。ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず
保管してください。

温度調節スイッチ
－：設定温度下降／温度ロック解除
＋：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。
完全に冷めた状態でアイロン部を手で閉じる。

操作部

アジャスタブルロックリング

最終操作後約60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、ブザーと表示部の点滅でお知らせします。
その間にいずれかのスイッチを押すと、電源ON状態が60分延長されます。

温度ロック後に設定を変更するときは、温度調節スイッチの－側を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

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

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%

自動温度ロック後、表示部に実測温度（5℃刻み）が表示されます。
（設定温度到達後は実測温度は表示されません。設定温度を変更すると実測温度が
表示されます。）

アジャスタブル
ロックリング

操作部

使用中に温度調節スイッチの＋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。

設定温度を維持するために、施術中に温度の低下を検出すると一時的に
出力を上げるモードです。
温度上昇中は約5秒間、表示部の設定温度が赤く点滅します。
（アイロン部の温度低下が少ない場合は、変化しません）

標準モードです。

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または交換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
の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「テスコムサービスセンター」にお問い
合わせください。

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。

今後のサービス向上のため、右記の QR コードまたは URL から
アンケートにご協力くださいませ。ご協力いただいた方の中から
抽選で謝礼品をプレゼントいたします。

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ロックを解除する。
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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。

温度ロックマーク

https://questant.jp/q/NBS501

※付属品・消耗品
（耐熱フェルト）を除くNBS501

アレンジアイロン

（お買い上げ日より）1年



取扱説明書

保証書付き

ヘアサロン技術者専用
〇本品のご使用には、毛髪や頭皮の状態を
　診断し、的確に施術するための専門的な
　知識・技術・用具が必要です。
〇一般の方 ( 理・美容師以外の方 ) が使用
　した場合、毛髪を傷めたり、断毛・やけど
　の恐れがあります。

For PRO
保管用

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

安全上のご注意

お手入れのしかた

故障かな？と思ったら

仕様

無料修理規定

各部のなまえとはたらき

使いかた

保証書

1・2・3

3

4

4

6

7・8

9・10

裏表紙

各部のなまえとはたらき 使いかた

2372-1

お買い上げいただきありがとうございました。ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいた
だき、正しくご使用ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず
保管してください。

温度調節スイッチ
－：設定温度下降／温度ロック解除
＋：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。
完全に冷めた状態でアイロン部を手で閉じる。

操作部

アジャスタブルロックリング

最終操作後約60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、ブザーと表示部の点滅でお知らせします。
その間にいずれかのスイッチを押すと、電源ON状態が60分延長されます。

温度ロック後に設定を変更するときは、温度調節スイッチの－側を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

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

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%

自動温度ロック後、表示部に実測温度（5℃刻み）が表示されます。
（設定温度到達後は実測温度は表示されません。設定温度を変更すると実測温度が
表示されます。）

アジャスタブル
ロックリング

操作部

使用中に温度調節スイッチの＋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。

設定温度を維持するために、施術中に温度の低下を検出すると一時的に
出力を上げるモードです。
温度上昇中は約5秒間、表示部の設定温度が赤く点滅します。
（アイロン部の温度低下が少ない場合は、変化しません）

標準モードです。

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または交換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
の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「テスコムサービスセンター」にお問い
合わせください。

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。

今後のサービス向上のため、右記の QR コードまたは URL から
アンケートにご協力くださいませ。ご協力いただいた方の中から
抽選で謝礼品をプレゼントいたします。

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ロックを解除する。

ロック解除1

2

「ピッ」と鳴って、表示部に設定温度（初めて使うとき
は180℃・NORMALモード、2回目以降は前回の
最終設定）が表示されます。

3

温度調節スイッチを押して、温度を設定する。

※高温で施術をする際は、正しく毛髪診断を行って
からお使いください。
　髪を傷めたり、こがす恐れがあります。
※かつら・つけ毛（エクステンション）には、高温で
使用しないでください。熱による変質・変形の恐
れがあります。

4

設定した温度になると、設定温度が表示され、
「ピッピッピッ」と鳴ってお知らせします。

5

レバーレバーを押すと、電源プラグが楽に
抜けます。

6

完全に冷めてから、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
に回してロックし、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7

本社／東京都品川区西五反田5ー5ー7　工場／長野県松本市和田4217ー1
TEL 0120-106-018www.nobby-pro.jp

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

収納時、電源コードを
まとめるのに便利です。

※吊るした状態で引っ張らないでくだ
さい。リングが破損して飛び、けが
をする恐れがあります。

最終操作後約5秒経つと、「ピッ」と鳴ってモードと温度がロック
され、表示部に温度ロックマークが表示されます。

自動温度ロック機能

施術後、電源プラグを抜いても、そのときの設定温度・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。

温度ロックマーク

https://questant.jp/q/NBS501

※付属品・消耗品
（耐熱フェルト）を除くNBS501

アレンジアイロン

（お買い上げ日より）1年


