
取扱説明書

NTCD40

ビューティーコラーゲンドライヤー

Beauty Collagen Hair Dryer

 



①本体
②グリップ：折りたためます
③電源コード ④電源プラグ
⑤フード：取り外しできます
⑥クールショットスイッチ

⑦切替スイッチ
⑧イオンダイヤル
⑨スカルプケアスイッチ
⑩インレットメッシュ（吸込口）
⑪吹出口

⑫吹出口（冷却風吹出口）
⑬イオン吹出口
⑭コラーゲンボックスカバー
⑮イオンランプ
⑯コラーゲンボックス

①Main unit 
②Grip:Foldable
③Power cord ④Power plug
⑤Concentrator:Removable
⑥Cooling shot switch

⑦Speed Control Switch
⑧Ion dial
⑨Scalp care switch
⑩Inlet mesh
⑪Air outlet

⑫Cooling air outlet
⑬Ion outlet
⑭Collagen box cover 
⑮Ion lamp
⑯Collagen box
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グリップを折りたたんだり開くときに、 ■ 部に指を置かない。
（A：グリップを開くとき　B：グリップを折りたたむとき）
●指などをはさみ、けがの恐れがあります。

③

②

①

・取り外しかた

・取り付けかた

①

②

BA
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ビューティーコラーゲンドライヤー

NTCD40
AC 220-240V 50/60Hz

1350-1600W

120℃　※2－温風時
（周囲温度30℃の場合）

高さ 282 × 幅 229 × 奥行き 95 mm（フード付き）

品名 電源コード長さ 2.0m

品番 質量 680g （フード付き）
電源 付属品 フード・コラーゲンボックス

消費電力
安全装置

温度過昇防止装置
（サーモスタット・

温度ヒューズ）温風温度

寸法

様

　仕

Safety Features

　

Beauty Collagen Hair Dryer 

NTCD40

AC 220-240V 50/60Hz

1350-1600W

120°C  *2 hot-air mode
( When ambient temperature is 30°C)

2.0 m

680g (Concentrator attached)

Concentrator, collagen box

Overheating prevention device 
(thermostat, thermal fuse)

Product Number

Height: 282 × Width: 229 × Depth: 95 mm (with Concentrator attached)

680
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●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。取扱い説明書にはない、正しくない使用方法で使用された
　場合、製造元では一切の責任を取りかねます。
　特に「安全上のご注意」(17～ 19P) は必ずお読みください｡
●取扱説明書は、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。

………………………………… 20

…………………… 17～19

………………… 22

安全上のご注意

故障かな？ と思ったら

使いかた

………………………………… 14

………………… 11-13

………………………… 16

……………………………… 8

…………………… 5～7

……………………… 10
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Confirm that the speed control switch is at OFF, 
and insert the power plug into a socket.

Set the speed control switch at “1,” “2,” or “3,” and apply air to hair.

After use, set the speed control switch at OFF and pull the power  
plug out of the socket. Wait until the hair dryer cools down, 
and then store it in a place with low humidity.

8



Set the speed control switch at OFF, unplug the cord, wait until it cools down, and then start maintenance procedures.

Collagen box

We recommend replacing the collagen box about once every two years.
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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。
● 人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。

警告

注意

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。危険

図記号の例

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。

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。

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。

必ず交流220－240Vで使う。
●火災・感電・やけどの恐れがあります。

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。

警告

本体内部が真っ赤になったり、煙が出る、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。

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。
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この記号は、本
製品を水の近く
で使用してはい
けない事を示す
ものです。

●

●

ぬれた手で使わない。
●ショート・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すぐに使用を中止する。
● 使用中に風が出たり出なかったりするとき。
●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。

●危険を避けるため、電源コードが損傷した場合、製造業者、代理店、また
はそれに類する資格を持った人が交換してください。

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。

●

スイッチを入れたまま放置しない。
ベッド・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。
火災や熱による変質・変形の恐れがあります。

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。

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。幼児の手の届く場所に保管しない。
●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・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。

使用中に吹出口をのぞき込まない。
●風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。

スプレー式整髪剤と同時に使わない。
●発火・やけどの恐れがあります。

吸込口・吹出口をふさがない。
●火災・やけどの恐れがあります。

吸込口・吹出口から、ヘアピン・異物などを入れない。
●火災・感電の恐れがあります。

警告

本製品をバスタブ、シャワー、洗面
台、その他水の入った容器の近くで
使用しない。
浴室でドライヤーを使用する場合は、
水の近くではドライヤーのスイッチが
オフになっていても危険なため、使用
後はコンセントから抜いてください。
さらなる安全のため、浴室の配電回路
に定格漏洩電流が30mA以下の残留電
流検知装置（RCD）を取りつけること
を推奨します。
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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。

資格を持った人以外、ドライ
ヤーを修理したり分解したり
しないでください。

注意

警告

毛髪乾燥・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。

かつらやつけ毛（エクステンション）には使わない。
●熱による変質・変形の恐れがあります。

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。

使用中・使用直後のフードおよび吹出口は、高温のためさわらない。
また肌に触れさせない。
●やけどの恐れがあります。

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。

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。

使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにする。
● 髪の毛が切れたり、やけど・故障の恐れがあります。

。アタッチメントの取り付け・取り外しは、完全に冷めてから行う
● やけどの恐れがあります。

本製品は、安全について責任を負える人によって使用法を監視または事前
に指導された場合を除き、身体的、感覚的、精神的能力が低下した人（子
供を含む）や事前の経験や知識が無い人が使用できるよう設計された製品
ではありません。
子供が本製品で遊ばないよう注意を払ってください。

金属製のネックレスなどを身につけている場合、十分注意する。
● 温風で熱せられ、やけどする恐れがあります。

使いかた

1

4

2

切替スイッチが「OFF」になっていることを確認して
電源プラグをコンセントに差し込む。

切替スイッチを｢1｣｢2｣｢3」のいずれかにして、髪に風をあてる。3

スカルプケアスイッチで風の温度を選ぶ。

｢1」･･･髪のセットに適しています。
｢2」･･･洗髪後の乾燥に適しています。

●

●

●

｢HOT」･･･高温の風で素早く乾かせます。
｢SCALP」･･･風温が下がり、髪と頭皮をいたわりながら乾かせます。

●

●

｢3」･･･早く乾燥させたいときに適しています。●

イオン吹出口から出るマイナスイ
オンの量を調節します。

イオンダイヤルの位置により、
イオンランプの色が変化します。

イオンダイヤル

LOW
( 少 )

HIGH
( 多 )

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。完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管する。

クールショットスイッチを押すたびに温風/冷風が切り替わります。
温風でヘアースタイルを整えたあと冷風を髪に10～15秒あてると、セットが
長持ちします。

注意

●

●

●

●

●

●

髪から10㎝以上離して使う。髪が傷む恐れがあります。
１ヶ所に温風をあてるのは20～ 30秒以内にする。やけどの恐れがあ
ります。
ヘアーカラーリング剤のついた手でさわらない。塗装などがはげる恐
れがあります。
本体にタオルをかけて使うなど、空気の吸込みを妨げるような使いか
たをしない。火災・やけど・故障の恐れがあります。
使用中に髪の毛が吸込口に吸込まれないようにする。髪の毛が切れた
り、やけど、故障の恐れがあります。
グリップを折りたたんだり開くときに、指をはさまないように注意す
る。（２ページ）
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コンセントの
差し込みがゆるい。電源プラグが異常に熱い。

故障かな？と思ったら

考えられる原因 処置の方法こんなときは

電源コードが
断線しかけている。

安全装置が正常に
動作していない。

本体や温風が異常に熱い。
本体内部が真っ赤に
なったり煙が出る。

電源コードがねじれて
戻らなくなった。

電源コード・電源プラグの
根元部分が変形・傷んでいる。

風が出たり、
出なかったりする。

電源コードが断線している。風が出ない。

本体の中で異物が動く音がする。

インレットメッシュが破損した。

吸込口にホコリや髪が
付着している。
吸込口をふさいでいる。

温風になったり
冷風になったりする

吹出口から火花が見える。
（火花は安全装置の動作に
よるものです。）

コンセントに原因がある場合
があります。すぐに使用を中
止してください。

コラーゲン・マイナス
イオンの効果が
感じられない。

ホコリや髪を取り除く。
ふさがないように使う。
それでも直らないときは、化
粧箱に表示の連絡先、又はテ
スコム電機㈱（裏表紙）にご
相談ください。

すぐに使用を中止し、化粧箱
に表示の連絡先、又はテスコ
ム電機㈱（裏表紙）にご相談
ください。

使用環境によって発生しない場合があります。
また、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

コラーゲンボックス

コラーゲンボックスの効果は約２年です。
2年を目安にコラーゲンボックスの交換をおすすめします。

お手入れのしかた

本体

切替スイッチを｢OFF｣にして電源プラグを抜き冷めてからお手入れする。

注意 本体の水洗いは絶対にしない。
アルコール・ベンジン・シンナーなどを使わない。

吸込口　●インレットメッシュ

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、「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。

 注意
● インレットメッシュ裏面から

掃除機で吸わない。
● 水洗い後は十分に乾燥させる。

 

インレットメッシュを取り外す。（→2ページ）
軽くはたいてホコリなどを落とす。 
落ちにくいときは、掃除機で吸い取るか、 
水またはぬるま湯で軽く押し洗いする。

インレットメッシュ表面より、掃除機等で
ホコリやごみを吸い取る。

インレットメッシュを外した本体吸込口は、髪の毛やホコリなどを、
やわらかいブラシなどで取り除く。

1.コラーゲンボックス
　カバーを開く

2.コラーゲンボックス
　を交換する

3.閉じる

21



コンセントの
差し込みがゆるい。電源プラグが異常に熱い。

故障かな？と思ったら

考えられる原因 処置の方法こんなときは

電源コードが
断線しかけている。

安全装置が正常に
動作していない。

本体や温風が異常に熱い。
本体内部が真っ赤に
なったり煙が出る。

電源コードがねじれて
戻らなくなった。

電源コード・電源プラグの
根元部分が変形・傷んでいる。

風が出たり、
出なかったりする。

電源コードが断線している。風が出ない。

本体の中で異物が動く音がする。

インレットメッシュが破損した。

吸込口にホコリや髪が
付着している。
吸込口をふさいでいる。

温風になったり
冷風になったりする

吹出口から火花が見える。
（火花は安全装置の動作に
よるものです。）

コンセントに原因がある場合
があります。すぐに使用を中
止してください。

コラーゲン・マイナス
イオンの効果が
感じられない。

ホコリや髪を取り除く。
ふさがないように使う。
それでも直らないときは、化
粧箱に表示の連絡先、又はテ
スコム電機㈱（裏表紙）にご
相談ください。

すぐに使用を中止し、化粧箱
に表示の連絡先、又はテスコ
ム電機㈱（裏表紙）にご相談
ください。

使用環境によって発生しない場合があります。
また、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

コラーゲンボックス

コラーゲンボックスの効果は約２年です。
2年を目安にコラーゲンボックスの交換をおすすめします。

お手入れのしかた

本体

切替スイッチを｢OFF｣にして電源プラグを抜き冷めてからお手入れする。

注意 本体の水洗いは絶対にしない。
アルコール・ベンジン・シンナーなどを使わない。

吸込口　●インレットメッシュ

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、「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。

 注意
● インレットメッシュ裏面から

掃除機で吸わない。
● 水洗い後は十分に乾燥させる。

 

インレットメッシュを取り外す。（→2ページ）
軽くはたいてホコリなどを落とす。 
落ちにくいときは、掃除機で吸い取るか、 
水またはぬるま湯で軽く押し洗いする。

インレットメッシュ表面より、掃除機等で
ホコリやごみを吸い取る。

インレットメッシュを外した本体吸込口は、髪の毛やホコリなどを、
やわらかいブラシなどで取り除く。

1.コラーゲンボックス
　カバーを開く

2.コラーゲンボックス
　を交換する

3.閉じる
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