
バリカン（プロ仕様）

お買い上げありがとうござい
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。

保証書付き

業務用

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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絵表示の例

記号は、「してはいけないこと」の内容
をお知らせするものです。

（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」
の内容をお知らせするものです。

（左図の場合は電源プラグを
コンセントから抜く）

…危険
誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う…
可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと
想定される内容を示します。

…警告
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。

…注意
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。

…警告

電源プラグを
抜く

長期間使用しない場合は、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。

必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜く。
●●電源プラグが傷んで、火災・感電・ショートの恐れがあります。

必ず交流100-240V…で使う。
●●火災・感電・やけどの恐れがあります。

安全上のご注意

●	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、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への	
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。
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…警告

禁止

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・束ねたまま使わない。
●●火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が…
確認されたときは使わない。

●● 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。

●● 電源コード・電源アダプターの根元部分が●
変形・傷んでいるとき。

●● コンセントの差し込みがゆるいとき。
●●火災・感電・やけど・ショートの恐れがあります。

電源アダプターや本体など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。

子供に使わせない。幼児の手が届く所で使わない。幼児の手が届く場所に置かない。
●●感電・けが・事故の恐れがあります。

付属のオイルを幼児の手が届く場所に置かない。
●●誤飲の恐れがあります。

本体やバッテリーを火中に投入しない。
●●火災・破裂・やけどの恐れがあります。

安全上のご注意

変形 傷
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…警告

水場禁止

浴室や湿気の多い所で使わない。置かない。
●●絶縁劣化などにより、火災・感電・ショートの恐れがあります。

水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。
●●感電・ショートの恐れがあります。

ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。
●●感電・ショートの恐れがあります。

分解禁止

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。

…注意

必ず守る

使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。
●●けが・事故の恐れがあります。

使用前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認する。
●●けが・事故の恐れがあります。

使用前、お手入れ後は、必ず刃に注油する。
●●故障の恐れがあります。

安全上のご注意
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安全上のご注意

…注意

禁止

理美容業務以外では使わない。
●●●事故・故障の原因になります。

頭皮・耳の周辺や肌のやわらかい部分に刃を強く押し付けない。
●●●けが・事故の恐れがあります。

充電スタンドの上にヘアピンやクリップなどの金属物を乗せない。
●●●やけど・ショートの恐れがあります。

アタッチメントや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。
●●●けが・事故の恐れがあります。

パーマ液やヘアスプレーなどを本体や刃に付けない。
●●●変色・変形・腐食の原因になります。

専用の電源アダプター、充電スタンド以外は使わない。
また専用の電源アダプターを別の製品に使わない。
●●火災・故障の恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使わない。
●●故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。
●●火災・感電・けがの恐れがあります。

本体の中で異物が動く音がするときは使わない。
●●感電・発火・けがの恐れがあります。

※「安全上のご注意」のイラストは、実際の商品とは異なります。
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各部のなまえとはたらき

固定刃

可動刃

ダイヤル（刈り高さ調整用）
刃の刈り高さを調整します。

充電残量ランプ
電池の残量を表示します。
（→8	ページ）

充電ランプ
充電中に点灯し、満充電に	
なると消えます。
電池の残量が少なくなると、	
点滅してお知らせします。

本体

取り外してお手入れできます。
（→13	ページ）

刃

スイッチ

本体ソケット

本体側充電端子

ON
OFF
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■…付属品

…●充電スタンド
本体・付属品（電源アダプター以外）を置くことができます。（→14●ページ）

充電スタンド底に電源コードを巻
き付けて、長さを調節することが
出来ます。

…●電源アダプター …●オイル

※	ふたを外し、先端の丸い
部分をはさみなどで切り
落としてから、お使いく
ださい。

…●掃除用ブラシ

…●アタッチメント：刈り高さ調節コーム
・4mm● ・8mm● ・12mm● ・16mm● ・20mm

※	器具側プラグ部分にたるみを持たせて、
図の矢印の方向に巻きつけてください。

各部のなまえとはたらき

電源プラグ

器具側プラグ

充電スタンド
ソケット

充電スタンド側	
充電用端子

本体差込口

電源コード
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1 スイッチが「OFF」になっていることを確認する。

2 充電する。
充電中は充電ランプが点灯し、満充電になると消えます。

…● …充電スタンドを使用する場合
①	充電スタンドソケットに電源アダプターの器具側プラグをしっかり差し込む。
②	電源プラグをコンセントに差し込む。
③	充電スタンドに本体をセットする。

…● …充電スタンドを使用しない場合
①	本体ソケットに電源アダプターの器具側プラグをしっかり差し込む。
②	電源プラグをコンセントに差し込む。

※	はじめて使うときや、半年以上使わなかったときは、満充電にしてから使って
ください。電源アダプターを接続して、交流式で使うこともできます。

充電のしかた

①差し込む

①差し込む

③

②

②
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●● ●充電には、この製品専用の電源アダプターおよび充電スタンドを使う。
●●●1 週間以上使わないときは、電源アダプターをコンセントから抜く。

充電のしかた

3 充電ランプが消えたことを確認する。
約2時間で満充電になります。1回の充電で約90分使用できます。
（ただし、使用頻度や使用方法で異なります。）

満充電 残量少

充電ランプが点滅

●…スイッチを入れた状態で長時間放置しないでください。
ニッケル水素電池の寿命が短くなります。

●…保管する場合は、必ず満充電してから保管してください。
●…長期間使用しない場合も、半年に一回程度は定期的に充電してください。

充電後の動作時間が極端に短くなってしまった場合は、一度スイッチを入れて電池を使い
切ってから充電すると、動作時間が回復することがあります。
上記動作を行っても回復しない場合は、ニッケル水素電池の寿命と考えられるので、お買い
求めの販売店または「テスコムサービスセンター」にご相談ください。（→裏表紙）

ニッケル水素電池を長くお使いいただくために

…● …充電残量ランプの見かた
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●● ●オイルを乳幼児の手の届くところに置かない。
万一オイルを飲んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせ、医師に相談する。●
また、目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。

1 スイッチが「OFF」になっていることを確認する。

2 刈り高さを選ぶ。

…● …4 ～ 20mm：アタッチメントを取り付ける。（→12…ページ）
…● …0.8 ～ 2.5mm（アタッチメントなし）：ダイヤルを回して、刃の高さを選ぶ。

ダイヤルの凸部を、使用する刈り高さの表示に	
合わせてください。

必ず守る

使いはじめる前に
刃を取り外し（→11ページ）、付属のオイルを…
図の矢印の部分に一滴ずつ注油する。
注油後は、刃を本体に取り付け、数秒間カラ運転●
してから使ってください。
（表面にオイルがにじみ出た場合は、布でふき取って●
ください。）

使いかた

合わせる
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3 スイッチを「ON」にして使う。

交流式で使うときは、電源アダプターを接続して使う。

電池の残量が少ないときは、1分以上充電してから使ってください。（→7・8ページ）

4 使用後は、スイッチを「OFF」にする。

5 お手入れをし（→13・14…ページ）、刃を本体に取り付けて湿気の少ない
所で保管する。
必ず刃に注油してから保管してください。

使いかた

差し込む

OFF
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スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源アダプターを抜いて行う。

①…ダイヤルを、「2.5mm」に合わせる。

取り付け
②…刃のフックを本体の凹部にはめる。

③…「カチッ」と音がするまで押し込む。

取り外し
②…図のように刃を押して、取り外す。

※刃を落とさないように注意してください。

刃の取り付けかた・取り外しかた

合わせる

凹部

フック
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スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源アダプターを抜いて行う。

取り付け
①…ダイヤルを、「0.8mm」に合わせる。

②…図のように、アタッチメントを刃に合わ
せて取り付け、奥までスライドさせる。

※	アタッチメントが止まるまで、しっかり	
スライドさせて取り付けてください。

ダイヤルは、0.8mmのままでお使いください。

取り外し
図のように、親指で押し上げるように外す。

アタッチメントの取り付けかた・取り外しかた

合わせる
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スイッチを「OFF」にして電源アダプターを抜いてからお手入れする。

ふき掃除（本体・各アタッチメント・電源アダプター・充電スタンド）

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは（電源アダプター・充電スタンドは除く）、「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。

ブラシ掃除（本体・刃）

①…本体から刃を取り外す。（→11…ページ）

②…付属の掃除用ブラシで毛クズなどを取り除く。

③…付属のオイルを刃に注油し、刃を本体に取り付ける。

図の矢印の部分に、一滴ずつ注油してください。

●● ●水洗いは絶対にしない。
●●●アルコール、ベンジン、除光液などでふかない。

お手入れのしかた
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充電スタンドに、本体・付属品を収納して置いておくことができます。

お手入れのしかた

本体

掃除用ブラシ

オイル

アタッチメント
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こんなときは 考えられる原因 処置の方法

仕上がりが悪い。	
通常と違う振動を感じる。	
音が大きくなった。

油分がなくなっている。
刃に注油する。（→9	ページ）

刃に注油していない。

刃の部分に毛クズが
たまっている。

毛クズを取り除く。
（→13	ページ）

刃の寿命がきた。
刃を取り替える。
お買い求めの販売店にご用命	
ください。十分にお手入れしても	

切れ味が悪い。

電源コード・電源プラグの	
根元部分が変形・傷んでいる。

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。（→裏表紙）

電源コードがねじれて	
戻らなくなった。

電源コードを折り曲げると、	
充電ランプ・充電残量ランプが
点いたり点かなかったりする。

その他の異常・故障がある。

充電してもすぐに	
使えなくなる。 ニッケル水素電池の寿命が

近づいている。

ニッケル水素電池には寿命があります。
ご購入後、すぐにこの状態になった場
合は、「テスコムサービスセンター」に
ご相談ください。（→裏表紙）

充電できない。	
（充電ランプが点灯する。） 器具側プラグの差し込みが

ゆるい。
器具側プラグをしっかりと差し込む。

充電できない。
（充電ランプが点灯しない。）

電源アダプターが	
故障している。

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。（→裏表紙）

電源コード・電源アダプター
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。

故障かな？と思ったら
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無料修理規定

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、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。

●	長年ご使用のバリカンの点検を！

こんな症状は…
ありませんか

●	電源コードや電源プラグが異常に熱く
なる。

●	こげくさい臭いがする。
●	製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
●	その他、異常や故障がある。

ご使用…
中止

事故防止のため、	
電源プラグを抜き、	
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

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。
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、落雷などの天災ならびに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	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	髪の毛を刈る目的以外の用途やペットへのご使用。

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.	ご贈答品など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。
●●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など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、第三者に提供する事は一切ございません。
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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。

仕

様

品 名 バリカン（プロ仕様）

付 属 品

充電スタンド

品 番 NBT1000 電源アダプター

電 源 AC100-240V	50/60Hz アタッチメント（4mm）

消 費 電 流 DC3.3V	2A アタッチメント（8mm）

充 電 時 間 2時間 アタッチメント（12mm）

電源コード長さ 3.0m（電源アダプター） アタッチメント（16mm）

寸 法
高さ179	×	幅 46	×	奥行き44mm
（本体のみ）

アタッチメント（20mm）

オイル

質 量 280g（本体のみ） 掃除用ブラシ
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外したバッテリー（ニッケル水素電池）は、	
リサイクル協力店へお持ちください。
貴重な資源となります。

品名：ニッケル水素電池	
(Ni-MH)

公称電圧：DC2.4V
総量：1組

この説明は、製品を廃棄するための説明です。修理をお勧めする説明ではありません。	
この製品は、お客様による修理はできません。

①…電源アダプターを外してスイッチを「ON」にし、バリカンが完全に動かなくなるまで…
バッテリーを放電させる。

バッテリーの外しかた（廃棄時）

②…刃を外し、前側のネジ（2本）を外す。

③…刃止めバネ、前ボディ、ダイヤルを外す。

④…本体裏面のネジ（4本）を外す。

⑤…本体裏面ボディを外す。

⑥…図の端子（2箇所）をニッパーで切断する。

⑦…バッテリーを取り外す。
※	外したバッテリーの＋－の端子を	
接続させない。

バッテリー

切る

本体裏面ボディ

前ボディ

刃止めバネ



4264-1

保証書

品 名 バリカン（プロ仕様）

品 番 NBT1000 保証対象 本体（刃は除く）

保 証 期 間 （お買い上げ日より）6ヶ月

★ お 買 い 上 げ 日 年 月 日

★

お

客

様

ご芳名	 様

ご住所（〒　　　　　）

お電話

★

販

売

店

住所・店名

電話

代理店様、ディーラー様へ　　★印欄は必ず記入してお渡しください。

テスコムサービスセンター	 受付時間：平日9時～17時

●…部品・修理についてのお問い合わせ  0120-343-122
●…商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ  0120-106-018

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

持込修理

本社／東京都品川区西五反田5－5－7
www.nobby-pro.jp




