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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。

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。

電源プラグ
を抜く

	 使用後は必ずスイッチを「off」にし、
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。

消費電力が�000W以上の機器は、
定格電流�5A以上の電源コンセント
に単独で直接接続して使用する。
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。

禁		止

	 �40Vを超える場所で使わない。（コンセ
ントの形状、電圧を確かめてから使う。）
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・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。

禁		止

	 子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。
幼児の手の届く所で使わない、保管しない。
感電・けが・やけどの恐れがあります。

梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場
所に置かない。
頭からかぶるなどをすると口や鼻を
ふさぎ、窒息する恐れがあります。

電源プラグカバーは子供の手の届く
場所に置かない。
誤飲による事故の恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シン
ナー・ガス・整髪剤など）の近くで使わない。
爆発・火災の恐れがあります。

カーラー表面に
傷をつけない。
感電の恐れがあります。

スタンドの端子差込口に、ヘアピン・
異物などを入れない。
感電の恐れがあります。

カーラーに通電したまま　　　　　
放置しない。
火災の恐れがあります。

ヒビの入ったカーラーや、傷ついて金
属が露出したカーラーは使わない。
感電の恐れがあります。

絵表示の例

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）

（左図の場合は分解禁止）

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。

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。
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安全上のご注意
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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。
・電源コードを動かすと、電源ランプ
　が点いたり消えたりするとき。
・電源コードがねじれて戻らなくなっ
　たとき。

・電源コード・電源プラグの根元部分
　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・やけど・ショート・感電の恐
　れがあります。

水場禁止

	 浴室や湿気の多い所で使わない。保
管しない。
絶縁劣化により、感電・火災の恐れ
があります。

	 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。

ぬれ手禁止

	ぬれた手で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。

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。

必ず守る

	カーラーの高温に注意して使う。
やけどの恐れがあります。

禁		止

	製品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。

整髪以外の用途やペットには使わない。
やけど・火災・故障の恐れがあります。

不安定な場所や、熱器具の温風など
が当たる場所で使わない。
故障の恐れがあります。

禁		止

	収納バッグの上に座らない、重いも
のをのせない。
けがの恐れがあります。

付属品以外は使わない。付属の電源
コード以外は使用しない。付属の電
源コードを他の製品に使用しない。
火災・やけどの恐れがあります。

カーラーにピンやクリップを
付けたまま加熱しない。
やけどの恐れがあります。

通電端子を曲げたり、押したりしない。
スタンドに斜めに押し込まない。
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。

スイッチを入れたまま放置しない。
火災の原因になります。

落としたり、ぶつけたりしない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

接触禁止

	通電端子は、使用中に高温になるた
めさわらない。
やけどの恐れがあります。

変形 傷

禁		止
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お手入れのしかた

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

「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。

ご 注 意

●	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。

●	収納バッグは、ローションなどが付着すると落ちない場合があるので注意
する。

スイッチを「off」にして電源プラグを抜き、
冷えてからお手入れする。

仕　

様

品名 ホットカーラー

付
属
品

直径40mmカーラー 4本

品番 NBU600 直径�5mmカーラー 8本

電源
AC�00－�40V
50/60Hz

直径�0mmカーラー 6本

直径�5mmカーラー 5本

消費電力 86－5�0W 直径�0mmカーラー 5本

電源コード長さ �.0m クリップ ��個

質量 約�.7kg
ピン �6本

電源コード �本

電源コード

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

カーラー・クリップ・ピン・
スタンド・収納バッグ・収納ボックス
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故障かな？と思ったら

こんなときは 考えられる原因 処置の方法

カーラーをスタンドに
差し込んでも
温まらない。

電源コードが確実に差し
込まれていない。

確実に差し込む。

スイッチが「on」になっていない。 スイッチを「on」にする。

カーラーが確実に差し
込まれていない。（カー
ラーが浮いている）

通電端子を端子差込口
に確実に根元まで差し
込む。

スタンドの電流ヒューズ
が切れている。

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。
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、通電したり、しなかったりする。

こげくさいにおいがする。

スタンドが異常に熱い。

電源コード・電源プラグ
が異常に熱い。

スタンドの器具側プラグ
差込口に異物が入って
いる。

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。
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MEMO
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無料修理規定
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各部のなまえとはたらき

※カーラーおよびクリップは別売もしております。販売店へお問い合わせください。

電源コード

クリップ ピン

カーラー
器具側プラグ

電源プラグ

直径40mm 直径35mm

直径30mm

直径25mm 直径20mm

■付属品

適温マーク
（赤→黒に変わると使えます。）

通電端子	

器具側プラグ
差込口

（後側）

収納バッグ

収納ボックス小

カーラー

スタンド

端子
差込口

スイッチ

電源
ランプon

off

ベルトバンド

収納ボックス小

収納ボックス大

電源
プラグカバー
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1収納バッグのファスナーを開け、収納バッグのふたを開く。

2収納ボックスを上から順番に
取り出す。

収納ボックス小：クリップ・電源コード
収納ボックス小：スタンド
収納ボックス大：カーラー・ピン

3収納ボックス小から、
スタンドを取り出す。

4電源コードの器具側プラグを
スタンドの器具側プラグ差込口に、
電源プラグをコンセントに差し込む。

電源プラグは、スイッチが「off」になっていること
を確認してから、差し込んでください。

5カーラーの通電端子を、
スタンドの端子差込口に
まっすぐ差し込み、
スイッチを「on」にする。

カーラーの適温マークが
赤→黒に変わると使えます。

（約4分で使える温度になります。）

使いかた

適温マーク

まっすぐ
差し込む

端子差込口

通電端子

on

off

電源ランプ／点灯

スイッチ

①

②
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6カーラーで髪を巻く。（→P.�0）

7使用後は、スイッチを
「off」にし、電源プラグ・
器具側プラグの順に抜く。

8完全に冷めたことを確認した後、収納する。

●下図のように並べると、きれいに収納できます。

9収納ボックスを下から順番に入れる。

10収納バッグのふたを閉じ、ファスナーを閉じ、
湿気の少ない所で保管する。

ご 注 意

●	カーラーをスタンドに差し込むときは、必ずスイッチを「off」にしてから差し込む。
●	カーラーでセット中は、ヘアスプレーなどのセット剤を使わない。

on

off

電源ランプ／消灯

使いかた

収納ボックス	小

電源コード：1本

クリップ：12個

カーラー
直径40mm：4本
直径35mm：8本
直径30mm：6本
直径25mm：5本
直径20mm：5本

ピン：16本

収納ボックス	大

②

①

梱包材
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髪の巻きかた

1クシなどで髪の流れを整える。

●洗髪後は、タオルで水分をふき取り、ドライヤーで適度
に乾かしましょう。

●乾燥した髪のときは、トリートメントローションなどで
髪を少し湿らせておくと、カールがしっかりつきます。

2毛先をはさんだ指の上にカーラーを
あて、毛先が折れないように指や
クシなどで押さえながら巻き付ける。

3両手で引っ張りながら巻き込み、クリップまたはピンで固定する。
（直径20・25・30mmカーラーはピン、直径35・40mmカーラーはクリップで固定する。）

●ピンは、髪の根元で固定すると、しっか
り止まります。

●仕上げに、できあがったカールをドラ
イヤーの冷風で冷やすと、しっかりし
たカールになります。

クリップ
ご 注 意
●	カーラーから髪がはみ出さないように巻く。

●	カーラーに直接整髪料などを付けない。

アドバイス

ピンの止めかた 髪の長い人は

毛先を1ヶ所に
集 め て 巻 きま
しょう。

内巻きカール
●	根元で巻くとき、
	 ピンは内側に。

●	スソを巻くとき、
	 ピンは外側に。

外巻きカール
●	ピンは内側に
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保証書
持込修理

品　  　名 ホットカーラー
品　  　番 NBU600 保証対象 スタンド
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

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

0120-343-122
0120-106-018

本社/東京都品川区西五反田5-5-7
www.nobby-pro.jp

●部品・修理についてのお問い合わせ

●商品・お取り扱いてその他のお問い合わせ


