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安全上のご注意
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●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

	 ACコネクターを使用した時、使用後
は必ずスイッチを「OFF」にし、電源プ
ラグを持って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

	ガスカートリッジを使用した時、使用後
は必ずスイッチを「OFF」にする。
火災の恐れがあります。

定格電流�0A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�00V-�40V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。

ガスカートリッジは、完全に使い切っ
てから捨てる。
爆発する恐れがあります。
※各自治体の処分方法をご確認ください。

禁		止

	子供だけで使わせない。　　　　
乳幼児に使わない。　　　　　　
乳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・スプレーなど）の近くで使わない。
爆発・火災の恐れがあります。

クリップと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。

ガスカートリッジは、40℃以上になる
場所に置かない。
爆発する恐れがあります。

火気に近づけない。
爆発する恐れがあります。

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。

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。
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禁		止

	スイッチを「ON」にしたまま放置し
ない。布団・紙など燃えやすいもの
の上に置かない。
火災の原因に
なります。

落としたり、ぶつけたりしない。
損傷したら使わない。
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。

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。

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。

使用中、本体に整髪用スプレーをかけ
ないでください。
やけど・火災の恐れがあります。

本体が熱い状態のときは、水タンクを着脱しない。
やけどの恐れがあります。

接触禁止

	使用中・使用直後のクリップ及びア
イロン部は、高温のためさわらない。
やけどの恐れが
あります。

スチームを直接肌に当てない。�ヵ所
に当て続けない。
やけどの恐れがあります。

スチームは見えない場合があります。
不用意に肌や手を近づけない。
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。

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。

水場禁止

	 浴室や湿気の多い所で使わない。
保管しない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・
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。

電源プラグ
を抜く

	 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。

必ず守る

	クリップとアイロン部は顔からはなし、
顔や耳に触れないよう注意して使う。
やけどの恐れがあります。



� 4

各部のなまえとはたらき

クリップレバー
クリップを開くときに押します。

クリップ

スイッチ

適温マーク
適温まで加熱されると黄色から
オレンジ色へ変化します。

■付属品 カートリッジキャップ

電源コード

電源プラグブッシュ

本体キャップ

レベル表示窓
ガスカートリッジ使用時は、ガスの残量
が確認でき、ACコネクター使用時は通
電中オレンジ色に点灯します。

水タンク
スチーム吹出口

水タンク

キャップ

ACコネクター ガスカートリッジ アイロンカバー

※4・5ページを
　参照して
　ください。

「世界の電圧と
プラグ一覧表」

世界の電圧とプラグ一覧表
海外への渡航時には、取扱説明書とともに本書を携行してください。
※この一覧は、あくまで参考案内です。

取扱説明書の「仕様」に記載されている「電源」をよくご確認の上、ご使用ください。

電圧とプラグは、必ず現地で確認してからご

使用ください。

同一国内でも地域によって電圧・プラグが

異なる場合や、本書記載内容が変更になる場

合、また、工業用などの高圧電源が引き込まれ

ている場合があります。

下記のタイプは、変換プラグが必要です。

タイプ コンセント 変換プラグ

B

B-3

BF

O

O-2

SE

※事前もしくは現地で、変換プラグをお買
い求めください。

※ホテルなどでご使用される場合、洗面所
などのシェーバー専用コンセントでは使用
できませんのでご注意ください。

Note:

Make sure to check correct 

voltage and plug shape with 

below chart before use of this 

appliance.

タイプ コンセント この商品のプラグ

A

変換プラグは必要ありません。

タイプ コンセント 変換プラグ（付属品）

C

付属の変換プラグを使います。

※一部の製品には付属しておりませんの
で、その場合は別途お買い求めください。

◆プラグとコンセントの種類

※この一覧に記載の国名, 地域名は、変わってい
る場合がありますのでご注意ください。

アイロン部

インジケーター
ガスカートリッジ使用時に、着火しているか
どうか確認する窓です。

すき間が無くなる
様に奥まで押し込
みます。

フェルト

※矢印の方向に押すと
スチームが出ます。

パッキン

滑止め
この部分を持って、取り付け・
取り外しを行ってください。

※必ず専用のガスカートリッジを使用してください。
ガス量が少なくなりましたら、テスコム専用ガスカートリッジTG4を
お買い求めください。
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2スイッチを「GAS	START」に“カチッ”と
音がするまで押し下げ、着火する。
●	インジケーター内が赤く光っているときは着火している
　状態です。着火しない時は「2」をくり返してください。

1①スイッチが「OFF」になっていることを確認する。
②本体キャップを外す。
③カートリッジキャップを外したガスカートリッジ
　を本体にまっすぐ差し込み、止まるところまで
　右に回してセットする。
④本体キャップを取り付ける。

使いかた
やけど防止のために、必ずヘアーバンドなどを使用し、首
筋から肩にかけてタオルなどで保護してください。

ガスカートリッジ使用時

②外す

④戻す

③セット

ガス
カートリッジ

本体キャップ

【着火についてのお願い】
着火しにくい場合は、下記方法にて行なってください。
①着火ボタンは、ゆっくりと3回以上押す。
②スイッチをOFFにして、ガスカートリッジを取り付けなおす。
③①、②を行っても着火しない場合は、お客様ご相談窓口にご相談ください。
※高度の高い地域（海抜1000m以上）等でご使用される場合には、着火しにくい場合

がありますが、故障ではありません。
※着火しないままONの状態にしておくと、ガスが出続けてしまいます。
　着火しない場合は、必ずOFFにしてください。
※低温環境下（約5℃以下）では、着火しにくい場合があります。

3スイッチから指をはなし、「ON」の
位置になっていることを確認する。

　　※スイッチから指をはなすと、「GAS	START」から「ON」にもどります。

●	適温マークがオレンジ色に変わりはじめたら使用できます。

※冬期、または気温の低い場所でのご使用は、温まるまでの時間が長くなります。
20℃以上の場所でのご使用をおすすめします。

※通常約5分で色が変わりはじめます。

適温マーク
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使いかた

2電源プラグをコンセントに差し込む。

3スイッチを「ON」にする。
●	適温マークがオレンジ色に変わりはじめたら使用できます。

1①スイッチが「ＯＦＦ」に
　なっていることを確認する。
②本体キャップを外す。
③ACコネクターをセットする。
●イラストの向きに挿入し、
　すき間が無くなる様に奥までしっかり押し込む

ACコネクター使用時

4使用後は、スイッチを「OFF」にする。
●	ACコネクター使用後は、電源プラグを持ってコンセントから抜く。

　●ガスカートリッジ使用後は、ガスカートリッジを本体から外す。
　　ガスカートリッジには、カートリッジキャップを取り付け、

　　本体には本体キャップを取り付ける。

5①完全に冷えてから、水タンクの水を必ずすてる。
②アイロンカバーをかぶせ、湿気の少ない所で保管する。
※	アイロンカバーに熱いままでも収納できます。

ご 注 意

●	使用後は、タンクの水を必ずすてる。また、長期間使わないときは、タンク
内に水分が残らないよう、しっかり乾かす。汚れ・カビの恐れがあります。

●	本体に電源コードを巻きつけない。電源コードが断線する恐れがあります。
●	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。
●	クリップを手で持って、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。
　

使用後　共通

※	冬期、または気温の低い場所でのご使用は、
　温まるまでの時間が長くなります。
　20℃以上の場所でのご使用をおすすめします。
※通常約3分で色が変わりはじめます。

適温マーク

②外す

ACコネクター
本体
キャップ

③セット
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1水タンクに水を入れる。
※取り付け方向を確認して取り付けてください。

⑤	キャップのフェルトを湿らせる。

④水道水を入れる

①	引き
抜く 水タンク ②回す

③外す

キャップ

⑧	奥までしっかり
　取り付ける。

⑦回す

⑥	
合わせて
差し込む

●	使用直後の水タンク部は高温です。冷めてから外してください。
●	水道水以外は入れない。故障の原因になります。
●水タンクからあふれた水は、きれいにふき取って取り付けてください。
※	キャップをしっかり閉める。	

本体の中にキャップが残って使用できなくなります。

水タンク使用時

使いかた

水タンクはこの点より上
まで水が入っている状態
でお使いください。
それ以下になりますと、ス
チームが止まらなくなる
場合があります。
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髪の巻きかた

1スイッチを「ON」にし、適温マークがオレンジ色に変わりはじ
めるまで待つ。（→	P.4～�）

2�cm程度の幅で毛束をとってはさみ、
毛先まですべらせる。

ガスカートリッジ使用時に、アイロンに巻く髪の
量が多いと、火が消える場合があります。

3毛束を巻いて水タンクを押し、そのま
ま約�秒間静止する。そのまま水タンク
を押さないで約�秒間静止する。

髪質などに合わせて、クセづけ時間を調整してください。
スチームは見えない場合がありますので、不用意に
肌や手を近づけないでください。
やけどの恐れがあります。
●水タンクを押すときは、顔・首・頭皮から3cm以上離してください。
●水タンクを続けて何回か押していると、スチームが出なくなる場合があります。
　少し待ってお使いください。

4クリップを開き、
アイロンを髪からはなす。 クリップレバー

ご 注 意

●	前髪をカールするときは、スチームを出さない。やけどの恐れがあります。
●	顔、首筋、頭皮にスチームが当たらないように十分注意し、水タンクを押す。
●	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。
●	同じ所に10秒以上続けて使わない。髪を傷める原因になります。
●	ぬれた髪には使わない。うまくカールがつかない原因になります。
●	整髪料との併用はしない。やけど・火災の原因になります。
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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。

お手入れのしかた
スイッチを「OFF」にして付属品を外し本体キャップを取り
付け、冷めてからお手入れする。

�

仕　

様

品名 ポータブルスチームアイロン 本体形式 THG��0

アイロン部温度
（周囲温度�0℃の場合）

�40℃
熱源 ブタンガス
着火法 圧電素子

電源コード長さ �.�m 燃料の重量 ��g
電源 AC�00V-�40V 水タンク容量 �.�ｍｌ
消費電力 ��W

付属品
アイロンカバー・ACコネクター・ガスカー
トリッジ・世界の電圧とプラグ一覧表

重量
�90g（ACコネクター装着時）
�90ｇ（ガスカートリッジ装着時）アイロン径 ��mm

寸法 高さ��×幅��0×奥行き40ｍｍ
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電源プラグがコンセントにきちんと取り付けられていない。 電源プラグをしっかりコンセントに取り付ける。

こんなときは 考えられる原因 こう処置してください

初めて使用するとき、
においがする。

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。

スチームの量が少ない、出ない。
水がない(少ない)。 水を入れてください。

フェルトが目詰まりしている。 「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（→P.�0）

アイロンがあたたまらない。

ガスカートリッジ・ACコネク
ターのセットのしかたが悪い。 きちんとセットする。

ガスカートリッジの燃料が
無いか、故障している。

新しいガスカートリッジ
に交換する。

ACコネクターが故障している。
本体が故障している。

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.�0）

電源コードを折り曲げたり、
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。

こげくさいにおいがする。

ACコネクター使用時に、レベル表示窓の
表示が消えたり、つかなかったりする。

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。 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。

水タンクや製品から
水がもれる。

水タンクとキャップがしっか
りセットされていない。

正しくセットしてください。
（→P.4）

水タンクやキャップにヒビや傷がある。 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.�0）その他の異常・故障がある。

使用中に、
ガスの臭いがする。

火が消えている。 すぐにOFFにして、
着火しなおしてください。

髪の巻きすぎです。巻く量
を減らしてください。



アフターサービスについて
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