一般家庭用

マイナスイオン

ヘアーアイロン
形名：ITH501
取扱説明書
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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。

絵表示の例
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。

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、
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。

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）

電源プラグ
を抜く

必ず守る

使用後は必ずスイッチを切り、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。
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。
必ず交流100V-240Vで使う。コンセン
トの形状・電圧を確かめてから使用する。
火災・感電・やけどの恐れがあります。

禁 止

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・挟み込まない・加工しない）
火災・感電の恐れがあります。



禁 止

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。
使用中、温度レベル表示部の表示が
消えたり、
つかなかったりするときは
使わない。
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。
水分蒸発穴を内側にして使わない。
（→P.6）
顔や頭皮に高温の蒸気が当たって、
やけどの恐れがあります。
かつらや付け毛には使わない。
熱による変質・変色・変形の恐れが
あります。

安全上のご注意

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。
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。

必ず守る

高温部

触れない。

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。
禁 止

落としたり、ぶつけたりしない。損傷したら使わない。
感電・発火・けがの恐れがあります。

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。

水場禁止

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。
アイロン部
裏側も高温
やけどの恐れが
になるため
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。

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。

業務用として使わない。
また、不特定
多数の人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

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。

髪の毛をはさんだまま、開閉ロック
ボタンをLOCK
（ロック）
にしない。
毛髪を著しく傷めたり、やけどの恐れがあります。

ぬれた手で使わない。
ショート・感電の恐れがあります。

アイロン部が熱い状態で開閉ロックボタン
をLOCK（ロック）
してポーチに収納しない。
やけど・火災の恐れがあります。

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。

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。
火災や周囲のものを変形・
変色させる原因になります。

水ぬれ
禁止

ぬれ手禁止

分解禁止

電源プラグ
を抜く

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。
故障の恐れがあります。

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。
接触禁止

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。）
やけどの恐れがあります。



各部のなまえとはたらき
水分蒸発穴
髪の余分な水分を水分蒸発穴
から逃し、湿った髪を乾かしな
がらストレートにします。
（高温の蒸気が出ますが、
スチーム
を発生するものではありません。
）

アイロン部
ナノシルバー配合
セラミックコーティング

マイナスイオン吹出口

ボタン

温度レベル表示部

ボタン

お好みの温度を、5℃
ごとの17段階（90℃
～ 170℃）から選べ
ます。

電源スイッチ
本体
電源プラグ

■温度目安
温度
（約）
赤色表示
（DRY）
青色表示
（WET）

用途

90℃～ 乾いた髪
135℃ （初めて使うとき）
140℃～ 適度に濡れた
170℃ 髪（→P.5）

電源コード

ブッシュ
コードバンド
開閉ロックボタン

収納時、コードをまとめ
るのに便利です。

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。

■自動電源OFF機能について

ロック

電源スイッチを入れ、約30分経つと、自動で電源
がOFFになります。

■付属品

Cタイプ変換プラグ ポーチ
コンセントの形
状がCタイプの
ときに使います。



携帯に便利
です。

ロック
解除

使いかた
1 アイロン部を軽く合わせた状態で、開閉ロック
ボタンを押してOPEN
（ロック解除）
にする。

閉じたままで電源を入れると、
故障の原因になります。

2 コンセントの形状・電圧を確認してか

ら電源プラグをコンセントに差し込む。
（
「世界の電圧とプラグ一覧表」
別紙参照）
■コンセントの形状が
Cタイプのとき
Cタイプ変換プラグ（付属）
をお使いください。

3 電源スイッチを長押し（約2秒）する。

140℃が点滅表示

●
「ピッ」と鳴って、温度レベル表示部に初期設定
の140℃が点滅表示されます。
●通電中、本体を置くときは、必ずスイッチ部を上向きにしてください。
側面は高温のため、
台が変色・変形する恐れがあります。

4

または

ボタンを押して、
温度レベルを設定する。

●90℃～ 170℃まで設定できます。
●温度レベルは、 を押すと上がり、 を押すと下がります。
●初めて使うときや、
乾いた髪に使うときは、
「DRY」
（90℃～ 135℃）
の設定でお使いください。
●
「WET」
（140℃～ 170℃）で使うときは、同じ所
にとどめて使わない。
髪がこげる原因になります。

5 設定した温度になると、「ピピッ」と鳴り、お知らせします。
温度表示が点滅から点灯に変わります。

●約1分で使える温度になります。
（140℃の場合）



使いかた

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 完全に冷えてから、アイロン部を軽く合わせた状態で開閉ロッ

クボタンをLOCK
（ロック）
にし、コードバンドでコードを巻き、
ポーチに収納し、
湿気の少ない所で保管する。
（使用直後ポーチに収納しない。
）
Ḫ フタをする
ḧ

表面

裏面

ḫ

ḩ

Ḩ
コードバンド

ポーチに本体を収納する

裏ポケットに
コードを収納する

髪のクセの伸ばしかた
1 洗髪後、乾いたタオルで髪全体をよく拭
いて、
半乾き程度まで乾かす。
■乾いた髪をしっかり
伸ばしたいとき
水やストレート用のヘアケアローションなど
で髪を適度に湿らせます。

2 ブラッシングして、髪のからまり・ほつれなどを取り除く。
3 必要に応じてヘアクリップなどでブロッキングする。（→P.7）


髪のクセの伸ばしかた

4 5 ～ 6cmの幅で毛束を取り、水分蒸発穴を
外側にして、
アイロン部の中央にはさむ。
やけど防止のため、首筋から
肩にかけて、タオルなどで保
護してください。

水分蒸発穴を必ず外側
にする（高温の蒸気が出
ます。
スチームを発生す
るものではありません）

ご 注 意
● 水分蒸発穴を内側にして使わない。
顔や頭皮に蒸
気が当たって、
やけどの恐れがあります。
●「パチパチ」と音がしたら、髪の水気をさらに取っ
てから使う。
髪の水分が多いと、高温の水滴がはじ
け飛び、
やけどの恐れがあります。
● アイロン部周辺を絶対にさわらない。
やけどの恐
れがあります。
上下のこの部分
に触れない

5 髪の根元から毛先に向けて、

水分蒸発穴

ゆっくりとまっすぐに片手で
移動させる。

●髪が引っかかったときは、髪をはさみ直し、
やり直します。
●髪のクセの程度に合わせて、数回くり返し
ます。

クセ・うねり
高温の蒸気が出る

6 仕上げに、ヘアークリームやワックスなどで
髪を整える。

髪が湿っているときは、
ドライヤーなどで乾かします。
髪は、
必ず半乾きにしてから使う。
髪の水分が多すぎると、
高温
の水滴
（蒸気）
が飛び散ってやけどをする恐れがあります。



髪のクセの伸ばしかた
ご 注 意
● 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤（
「チオグリ
コール酸アンモニウム」
・
「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しな
い。
還元剤でキューティクルを傷めることがあります。
● ひどく傷んだ髪には使わない。
● 同じ所に5秒以上続けて使わない。
髪を傷める原因になります。
● ストレートパーマをかけた場合、
3・4日は使わない。
髪を傷める原因になります。
● ヘアカラーで毛染めした場合は、
2 ～ 3日経ってから使う。
● ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで充分に洗い流し、髪を完全
に乾かしてから使う。
髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してヘアーアイ
ロンを傷めることがあります。
● このヘアーアイロンは、クセ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛に対する効果はありません。
● クセ伸ばし効果は、
クセ毛の程度・髪質により個人差があります。
● 塗装がはげる恐れがあるので、
ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。
● かつらや付け毛には使わない。
熱による変質・変色・変形の恐れがあります。

ブロッキングのしかた

髪をきれいに伸ばすために

コツ



図のように、
毛束に分けて、
クリップで止めます。
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1 左右に

3 後頭部を上下に6等分する。
3

8

4

9

5

10

4 分けた毛束をねじりながら丸

2等分する。

め、ヘアクリップなどで止める。

2 左右をそれぞれ小さく
分ける。

2

7
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■髪のクセを伸ばす順番
後頭部の下段からはじめます。
⑤→④→③→②→①
⑩→⑨→⑧→⑦→⑥の順。

お手入れのしかた
電源スイッチを長押し
（約2秒）
して切る。
電源プラグを抜き、
完全に冷えてからお手入れする。

本体・ポーチ
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。

ご 注 意
● 水洗いは絶対にしない。
● アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

Q&A
洗髪後、
タオルで
Q 乾かさないで使うと
どうなりますか？

Q 両手を使って、
髪のクセを伸ばす
と、
しっかり伸ばせ
ますか？

濡れた髪に使うと、危険で
A す。
高温の水滴が飛び散っ
て、やけどをする恐れがあ
りますので、タオルなどで
髪を半乾き程度まで乾か
す必要があります。
（→P.5）

A アイロン部周辺は高温のた
め、触れるとやけどをする恐
れがあります。クセを伸ばす
ときは、アイロン部周辺には
触れないでください。
（→P.6）



故障かな？と思ったら
こんなときは
初めて使用するとき、
においがする。

考えられる原因

こう処置してください

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。

電源コードが断線しかけ
ている。
すぐに使用を中止し、
「お客様ご相談窓口」
に
ご相談ください。
（→P.10）

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。

以下の人には効果が現れに
くいことがあります。
縮毛の人・髪のクセが強い
人・髪が細く軟らかい人・
髪が短い人・縮毛矯正をか
けて間もない人・もともと
髪質がしっとりしている人

マイナスイオンの効果
が感じられない。

仕 様



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。

品名

マイナスイオン ヘアーアイロン

形名

ITH501

電源

AC100-240V  50/60Hz 電源コード長さ 1.8m

アイロン部温度

消費電力 0～500W-0～850W 質量

170℃
（周囲温度30℃の場合）

360g

寸法

高さ 80×幅 276×奥行き 35mm

付属品

Cタイプ変換プラグ、
ポーチ、
世界の電圧とプラグ一覧表
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ÔÅÌ
ÆÁØ

¹ᵻ±·

°²¶³²¶´¸·°
°²¶³²µ°¸°¸

Ȏ±´±°°³±ǽూ̱᥆ֿࡺԖᛴ̡Օႎµᴪµᴪ·
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ǴȧΈႊҰȾ॒ȭໃɽ˂ʓˁɬɮʷʽȾϾȽȼȟȽȗȞ
ǽȝᆬȞɔȢȳȨȗǿ

Ȅི୳εျްȅ
ȝ៳ȗ˨ȥஓȞɜίᜳఙᩖ˹ȾǾᝢంǾటͶʳʣʵȽȼɁาంȾिȶȲඩࢠȽΈႊৰȺ᪩ȪȲ
کնȾɂǾటంᜤᢐю߁ȾژȸȠǾȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȟི୳εျȗȲȪɑȬɁȺֿףȻటίᜳంɥȧધՎȧ
૬ᇉɁ˨Ǿȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȾȧΗᭅȢȳȨȗǿ
±® ίᜳఙᩖюȺɕඒɁɛșȽکնȾɂ୳εျȻȽɝɑȬǿ
ḧΈႊ˨ɁɝǾᣲɗ˪छȽεျȾɛɞ᪩ɑȲɂૺϾǿ
Ḩȝ៳ȗ˨ȥऻɁᕶ˩ǾऀȶᠰȪǾᢡᣞȽȼȾɛɞ᪩ɑȲɂૺϾǿ
ḩཌདǾ٥Ǿ෩ǾᕶȽȼɁۿདȽɜɆȾуɗႱࢠ٢ȽȼɁ۶ᛵىȾɛɞ᪩ɑȲɂૺϾǿ
ḪഈөႊȻȪȹɁΈႊǾ˵ǾᓗᓔɋɁଃᢐȽȼˢᓐ࣍ႊ͏۶ȾΈႊȨɟȲکնɁ᪩ɑȲɂૺϾǿ
ḫటంɁ૬ᇉȟȽȗکնǿ
ḬటంȾȝ៳ȗ˨ȥஓǾȝറջǾ៧ۨࣆջɁᜤоɁȽȗکնȕɞȗɂޏբɥంȠ૰țɜɟȲکնǿ
²® ȧᢆࠊɁکնɂ̜ҰȾȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȾȧᄾᝬȢȳȨȗǿ
³® ȧ᠙ኌֿȽȼȺటంȾᜤоȪȹȕɞȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȾεျɥΗᭅȨɟɞȦȻȟȺȠȽȗکնɂǾ
Ȉȝ
റȧᄾᝬሻՠȉȾȝץȗնɢȮȢȳȨȗǿ
´® టంɂஓటّюȾȝȗȹɁɒӛȺȬǿᴥÔèéó ÷áòòáîôù éó öáìéä ïîìù éî Êáðáî®ᴦ
µ® టంɂѓᄉᚐȗȲȪɑȮɦɁȺጦ܅ȪȽȗɛș۾ҒȾίከȪȹȢȳȨȗǿ

マイナスイオン ヘアーアイロン ITH501

ȊᩋࢳȧΈႊɁʢɬ˂ɬɮʷʽɁཟ೫ɥᴞȋ

Ǵεျʫʬ

ǴȦɁίᜳంɂటంȾᇉȪȲఙᩖǾస͔ɁɕȻȾȝȗȹི୳εျɥȝጙశȬɞɕɁȺȬǿिȶȹȦɁίᜳ
ంȾɛȶȹȝറɁศऺ˨Ɂ൏ҟɥҤ᪅ȬɞɕɁȺɂȕɝɑȮɦɁȺǾίᜳఙᩖጽᤈऻɁεျȽȼȾȷȗ
ȹȧ˪ɁکնɂǾȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆɑȲɂఊ߆ɝɁȈʐʃɽʪୈࣆˁ؆ഈȉȾȝץȗնɢȮȢȳȨȗǿ
ǴίᜳఙᩖጽᤈऻɁεျǾᛃεႊॴᑤֿɁίఙᩖȾȷȗȹᝊȪȢɂȈɬʟʉ˂ɿ˂ʝʃȾȷȗȹȉɁᬱ
ɥȧᜄȢȳȨȗǿ
ǴछᛏֿɁίᜳంȾȧᜤоȗȲȳȗȲǾȝറɁρ̷ষڨɂǾεျˁ̬૰ֿɁᄉᣞɁɒȾΈႊȪdȰɟ͏۶
ɁᄻᄑȺΈႊȪȲɝǾቼ˧ᐐȾ૬ΖȬɞ̜ɂˢҒȧȩȗɑȮɦǿ

ί ᜳ ం
ֿǽջ

ʨɮʔʃɮɴʽ ʢɬ˂ɬɮʷʽ ढǽջ ÉÔÈµ°±

ίᜳఙᩖ

ȝ៳ȗ˨ȥࢳఌஓɛɝ

±ࢳᩖ
റ

ȧͳᴥȎǽǽǽǽǽǽǽǽǽᴦ

ȝᝈ

Ƕ ៧ ۨ ࣆ

Ƕ ȝ  റ

ȧᓺջ

ίᜳߦ៎

టͶ

Ƕȝ៳ȗ˨ȥࢳఌஓ
ͳˁࣆջ

ᝈ

టᇋᴬూ̱᥆ֿࡺԖᛴ̡Օႎµ˂µ˂·
ࡾکᴬᩋᅇైటࢍኊ´˂±˂²°

0454-4

www.tescom-japan.co.jp

