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安全上のご注意

� �

必ず守る

	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。
やけどの恐れが
あります。

禁		止

	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。

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。

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の上に
置かない。
火災の原因に
なります。

接触禁止

	使用中・使用直後のアイロン部及び
アイロン部裏側は、高温のためさわ
らない。
やけどの恐れが
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、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

	 使用後は必ず切替スイッチを「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

	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。

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。

アイロン部が温まらないときは使わない。
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。

禁		止

	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。

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。

本体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。

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。

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。

水ぬれ禁止

	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。

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。

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。

禁		止

高温部

アイロン部裏側も高温
になるため触れない
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切替スイッチ

HIGH…120℃

LOW…90℃

OFF…切

各部のなまえとはたらき

ブッシュ

電源コード

電源プラグ

アイロン部
髪にやさしいナノセラミック
コーティングを施しています。

本体

適温マーク
設定温度になると、
ピンク色→白色に変わり
ます。
※ランプではありません
　ので、点灯しません。

クイックコードバンド

1電源プラグをコンセントに差し込む。

切替スイッチが「OFF」になっていることを確認し
てから差し込む。

2切替スイッチを「LOW」または「HIGH」
にする。

3適温マークが、ピンク色→白色に変わ	
りはじめたら使用できます。（→P.5）

4使用後は、
切替スイッチを「OFF」にし、
電源プラグをコンセントから抜く。

5完全に冷えてから、クイックコードバンドで電源コードをまとめ、アイ
ロン部にラバーストラップを取り付け、湿気の少ない所で保管する。

ご 注 意

●切替スイッチを入れたまま長時間放置しないでください。
　適温マークが変質し、色が変わらなくなることがあります。
●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。
●本製品には変換プラグが付属されておりませんので、A2プラグ地域以外でご使

用の際は、変換プラグを別途ご用意ください。
　

使いかた

HIGH

LOW

OFF

適温マーク

■待ち時間の目安	

約�分 （室温25℃ /100V/HIGH使用時の場合）

※ 冬期、または気温の低い場所およびLOWでの
ご使用は、温まるまでの時間が長くなります。

HIGH：120℃　　LOW：90℃
（周囲温度30℃ /100V 使用時の場合）

収納時、コード
をまとめるの
に便利です。

■付属品

ラバーストラップ

保管時に両側のアイロン部
を留めるのに使います。
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● 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。

● 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。

● 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。

● 使用中および使用直後は、アイロン部及びアイロン部

 裏側を絶対にさわらない。

 やけどの恐れがあります。

髪のクセの伸ばしかた

1ブラッシングして、髪のからまり・ほつれなどを取り除く。

2ヘアクリップなどでブロッキングする。（→P.8）

3少量（�～�cm）の幅で毛束を取り、
アイロン部の中央にはさむ。

4髪の根元から毛先に向けて、
ゆっくりとまっすぐに
両手でしっかり押さえながら
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。

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。

側面(アイロン部)

5仕上げに、ヘアークリームや
ワックスなどで髪を整える。

ご 注 意

髪のクセの伸ばしかた

アイロン部及び
アイロン部裏側
に触れない

ご 注 意

● 本体の先端を触る際はやけどに注
意してください。
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お手入れのしかた

切替スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、
冷えてからお手入れする。

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。

コツ

髪
を
き
れ
い
に
伸
ば
す
た
め
に

髪をよく乾かしてから、
図の部分の毛束に分けて、
ヘアクリップで止めていきます。

1左右に�等分する。

2左右をそれぞれ小さく分ける。

3後頭部を上下に�等分する。

4分けた毛束を
ねじりながら丸め、
ヘアクリップなどで止める。

 

■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。

ブロッキングのしかた



8 �

お手入れのしかた

切替スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、
冷えてからお手入れする。

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。

コツ

髪
を
き
れ
い
に
伸
ば
す
た
め
に

髪をよく乾かしてから、
図の部分の毛束に分けて、
ヘアクリップで止めていきます。

1左右に�等分する。

2左右をそれぞれ小さく分ける。

3後頭部を上下に�等分する。

4分けた毛束を
ねじりながら丸め、
ヘアクリップなどで止める。

 

■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。

ブロッキングのしかた



�0 ��

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。

電源コードがねじれて
戻らなくなった。

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。

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。

こげくさいにおいがする。

アイロンが温まらないことがある。

その他の異常・故障がある。

適温マークの色が変わらない。

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。

故障かな？と思ったら

仕　

様

品名 ヘアーアイロン アイロン部温度

HIGH	：��0℃
LOW	：�0℃

（周囲温度�0℃ /�00V
使用時の場合）

形名 THS5 電源コード長さ �.5m

電源
AC�00V-�40V
50/�0Hz

重量 ��0g

消費電力 �5W 寸法
高さ88×幅���×
奥行き��mm
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アフターサービスについて

0120-343-122

0120-106-018



ヘ
ア
ー
ア
イ
ロ
ン
　

THS5

www.tescom-japan.co.jp 3472-2

�


