
保証書付

このたびはヴィーナスカールヘアアイロンをお買い上げ
いただき､ありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

取扱説明書

業務用カールヘアアイロン業務用カールヘアアイロン

Professional

P R O F E S S I O N A L   C U R L   H A I R   I R O NP R O F E S S I O N A L   C U R L   H A I R   I R O N

We assist you for challenging the hairstyle.

And we can make your hair with highest gloss very quickly.

We assist you for challenging the hairstyle.

And we can make your hair with highest gloss very quickly.

NCD-032/038

シリーズ

ご使用の前に知っておいていただきたいこと
●本製品は毛髪を一時的にカールするものです｡パーマのように継続的な効果は

   ありません。

●効果は個人差があります。

●ヒートプレートをスライドさせる際に過度の圧力をかけたり､1 箇所に当て続けないで

　 ください｡操作を誤ると毛髪を傷めたり断毛を起こす恐れがあります。

●ストレートパーマやパーマをかけた場合､3 ～ 5 日は使用を控えてください｡

　 髪を傷める原因になります。

●洗髪後の濡れた髪には使用しないでください｡水分が多すぎると水蒸気が発生し､

　 頭皮などにやけどをする恐れがあります｡濡れている場合は､しっかり乾かしてから

　 ご使用ください。
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安全上のご注意 ここに示した注意事項は､お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので､「警告」「注意」の 2 つに分けて

お知らせしています｡いずれも安全に関する重要な内容ですので､必ずお守りください。

◆表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や

　損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

◆お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

取扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。警告

警告

取扱いを誤ると傷害を負う可能性または物質的損害のみが発生すると想定される
内容を示します。

注意

このような絵表示は､してはいけない 「禁止」 内容です。
図の中に具体的な禁止内容､左図の場合は 〈分解禁止〉 が書かれています。

この記号は 「注意 ( 危険･警告を含む )」 を促す内容があることを告げるものです｡
図の中に具体的な注意内容､左図の場合は 〈水場で使用禁止〉 が書かれています。

この記号はかならず守っていただく 「強制」 内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容､左図の場合は 〈差し込みプラグをコンセントから抜いて
ください〉 が書かれています。

絶対に分解や修理･改造を行わないでください｡火災や発火の恐れがあります。

電源コードを無理に曲げたり､上に物を載せたりしないでください。
電源コードが破損し､発熱･発火･感電の原因になることがあります｡

交流 100 ～ 240V 以外では使用しないでください。 　
感電･火災の原因になることがあります。

スプレー缶等､引火性の物の側で使用しないでください。
爆発や火災の恐れがあります。

ご使用後は必ず電源を切り､差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
故障や事故の原因になることがあります。

水につけたり､水をかけたりしないでください｡ ※（ショート･感電の原因になります。）

定格 15A 以上･海外では 30A 以上のコンセントを単独でご使用ください。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
※（火災の原因になります。）

本製品は浴室など､湿気の多い場所では使わないでください。
※（ショート･感電の恐れがあります。）

運送途中の衝撃等により本製品が破損したり､取り付け部品が外れている場合が
ありますので､ご使用前に必ず本書で確認して正しい状態でご使用ください。
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ここに示した注意事項は､お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので､「警告」「注意」の 2 つに分けて

お知らせしています｡いずれも安全に関する重要な内容ですので､必ずお守りください。

注意

直射日光の当たる場所や､高温多湿な場所に置かないでください。 　
変形･故障の原因になります。

浴室や､湿気の多い場所に保管しないでください。
※（故障や絶縁劣化により感電することがあります。）

コンセントから差し込みプラグを抜く際は､必ず差し込みプラグを持って抜いてください。
電源コードが破損し､発熱･発火･感電の原因になることがあります。

濡れた手で差し込みプラグ､コントロール部などを絶対触らないでください。
また､水などで濡らさないでください｡故障や感電の恐れがあります。

使用中や使用直後は､ヒートプレート部に触れないでください。
やけどの恐れがあります。

電源コードを束ねたまま使用しないでください。
電源コードが発熱し､故障･火災の原因になります。

持ち運ぶ際は､電源コードを持って移動しないでください。
電源コードが断線し､故障･火災の原因になります。

落としたり､ぶつけたりして破損した場合は使用をおやめください。
故障や事故の原因になります。

毛髪の手入れ以外の使用､幼児への使用はしないでください。
やけどや故障･火災の恐れがあります。

使用時､異常を感じた場合は､すみやかに差し込みプラグをコンセントから抜いて
ください。

本製品は室内専用です。

子供だけで使わせたり､幼児の手の届くところでのご使用や放置はしないでください｡
けが･感電･火災の恐れがあります。

安全にお使いいただくために
本製品は業務用を目的として開発されております｡ヘアアイロンの取扱い及び操作には
充分に習熟し､注意してご使用ください。

ヘアアイロンをすべらせる際に過度の圧力をかけたり､1 箇所に当て続けないでください｡
操作を誤ると毛髪を傷めたり､断毛を起こす恐れがあります。

施術前に正しく毛髪診断を行い､傷んだ毛髪･傷みかけた毛髪には使用しないでください｡
また､毛髪保護の為にも既に縮毛矯正を施した部分への連続使用は避けてください。
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施術する際は､毛髪の薬液を洗い流し､乾燥させてからご使用ください。
薬液が本体内部に入ると故障や事故の原因となります。

髪を挟む際は､ヒートプレートを閉じた状態のまま頭皮や顔に近づけないでください。
やけどの恐れがあります。

使用時､ヒートプレートの近くに手を添えないでください。
やけどの恐れがあります。

通電したまま放置しないでください｡ヒートプレートは高温になりますので､火災や周囲のもの
を変色･変形させる恐れがあります。

電源コードが破損した場合は､直ちに使用をやめてご購入店に修理を依頼してください。

異常や不具合を感じた場合は､直ちに使用をやめてご購入店にご相談ください。
そのまま使用されますと事故や故障の原因になることがあります。

毛髪の手入れ以外に使用しないでください。

施術の際は､水分が多すぎると水蒸気が発生し､頭皮などにやけどをする恐れがあります｡
十分に注意してください。

＊安全の為､約 60 分経過後自動電源 OFF となります。

＊初めてのお客様は電源を入れずに OFF の状態で
　練習してください。

温度設定

120℃～ 150℃

温度設定

60℃～ 200℃

通常はこの範囲でご使用ください

専門の技術者等､熟練された方のみ
必要に応じてご使用ください

異常を感じた場合は､使用を中止してください。
そのまま使用されますと､故障や事故の原因になることがありますので､異常を感じた場合
は直ちに使用をやめて購入店にご相談ください。

！

使用中･使用後は､プレートとスタ
ンドが高温になっております｡やけ
どの恐れがありますので､十分に気
をつけてください｡
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本体の名称

一般の方は設定温度 120℃～ 150℃の範囲でご使用ください。

毛髪の水分をよく拭き取ってからご使用ください。

故障の原因になりますので､ご使用前は薬液を一旦流し､髪の水分を拭き取

ってください。

本体のヒートプレート部は､高温になります。

温度を確認してからご使用ください。

●使用温度は必ずお守りください｡本製品は業務用を目的として開発されております。

アイロンの取扱および操作には十分に習熟し､注意してご使用ください。

●高温で使用すると､髪が焼ける恐れがあります。

●水分が多いまま使用すると水蒸気が発生し､頭皮や皮膚をやけどする恐れがあります。

●設定温度に達しないもしくは､設定温度より上がりすぎた場合はただちに使用を中止

してください｡（制御回路の故障が考えられ､毛髪が焼けたりする恐れがあります。）

（温度表示ディスプレイで現温度を確認してください。）

この商品は業務用です｡一般のご家庭での高温域でのご使用は毛髪に損傷を

与えやすい為､特にご注意ください｡髪質の細い方､染色･漂白等をされている方

は設定温度を 150℃以下でご使用ください。

使用上のご注意

ﾋｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ（ﾐﾗｰｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 電源ﾎﾞﾀﾝ
360 度回転ｺｰﾄﾞ

HOLDﾎﾞﾀﾝ

ｽﾀﾝﾄﾞ

温度設定ﾎﾞﾀﾝ
温度表示ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
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差し込みプラグ電源ｺｰﾄﾞ



2. 差し込みプラグを根元までしっかり差し込んでください。
（海外でご使用の場合は専用プラグをご使用ください。）

3. 電源ボタンを約 2秒間押し続けると電源が入ります。

（次回使用時は前回最後の設定温度より開始します｡（温度メモリー機能））

1. 髪の水分はよく拭き取ってください。

【ご注意】
安全の為､電源を入れてから約 60 分を経過すると､自動的に電源が OFF に
なります。

 ※ご使用中に本体持ち手が若干熱を帯びることがあります｡プレート部の

　　熱伝導によるもので､ご使用に差支えありません。

4． 温度表示ディスプレイにヒートプレートの現温度が表示され､設定した    

　　 温度に到達するとディスプレイが赤点滅から青点灯に変わります。

 5. 温度設定ボタン (HIGH/LOW) で温度調節を行ってください｡温度設定ボ

タンを一度押すごとに 10℃単位で調節できます。

（温度調節を大幅に変更される時は温度設定ボタンを長押しして､ご希望

の設定温度に変更ください｡（60℃～ 200℃まで設定できます。））

 7. 使用後は電源ボタンを約 2 秒間押し続けると電源が切れます。

　　必ず電源ボタンを OFF にしてから差し込みプラグを抜いてください。

使用中に髪を挟む際は､指や肌にヒートプレートが触れないようにご注意ください。

けが･やけどの原因になります。

※ヘアアイロンの余熱で髪が熱くなっているのでご注意ください。

　注　意
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 6. 使用時に HOLD ボタンを約 3 秒間押し続けると液晶ディスプレイに　　　　

　　　(HOLD) 表示が点灯し､全てのボタン操作を無効化することができます｡

　解除する場合は､再度 HOLD ボタンを約 3 秒間押し続けてください｡



4． 温度表示ディスプレイにヒートプレートの現温度が表示され､設定した    

　　 温度に到達するとディスプレイが赤点滅から青点灯に変わります。

・ 慣れないうちは､アイロンに巻く毛束の量を少なくしてはじめてみましょう。

　使い方に慣れてきたら､少しずつ増やしていきます。

　基本的には多く取りすぎない事。

・ 毛髪の水分をよく拭き取ってからご使用ください。

●水分が多いまま使用すると水蒸気が発生し､頭皮や皮膚をやけどする

　 恐れがあります。

業務用アイロンの為､温度が高くなります。
専門の技術者でない方は､まず始めに電源を入れずに練習しましょう。

・ 髪を真上に引っ張る感じで持ち上げ､根元に
　アイロンをはさみ､90 度内側 / 外側に回転させ
　毛先までふんわりかけていく。

・ 髪を少しとり､毛先から根元に向けて巻いていきます｡
　* 温度が高いので､同じ場所をはさみ続けないでください｡

・ 襟足部分の髪を少し取り､手首を外側に回転させ
　毛先まですべらせる。
　襟元など火傷にご注意下さい。
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本体の保管

保管は電源ボタンを OFF にし､差し込みプラグを抜いた後､ヒートプレートの温度が
十分に下がった事を確認してから保管してください。

お手入れ

お手入れは電源ボタンを OFF にし､差し込みプラグを抜いた後､ヒートプレートの温度が
十分に下がった事を確認してから行ってください。

●ご使用毎にヒートプレート部に付着した薬液を綺麗に拭き取るようにしてください。

●ぬるま湯か中性洗剤を湿らせた布で拭き取った後､柔らかい布で乾拭きしてください。

・ 薬液が付着すると焦げ付きの原因になります。 　
　またホコリが付着して､滑り性能の低下を招きますので
　ご注意ください。

注意

・ 水のかかりやすい場所に置かないでください。
　また､ヒートプレート･スタンドが冷めるまでビニール等溶けやすい物の
　近くに置いたり､収納･保管しないでください。

警告

・ 電源コードを本体に巻きつけて保管しないでください。
　電源コードに負担がかかり故障の恐れがあります。
・ 施術時以外は電源を切り､差し込みプラグをコンセントから抜いてください｡
　温度がかかり続けた場合､本体の劣化を早め､割れ､ゆがみ等の原因になります。

注意
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・ シンナー､ベンジン､アルコール､磨き粉などで拭かないでください。
　樹脂や印刷部分が変色､変質する恐れがあります。
・ 化学ぞうきん等でこすったり､長時間接触させたまま放置すると変質
   したり印刷がはげたりすることがありますのでご注意ください。
・ 水洗いはしないでください。
・ 電源コードのよじれに注意してください。
・ 本体は吊り下げないでください。 （断線の原因になります）

注意



お手入れは電源ボタンを OFF にし､差し込みプラグを抜いた後､ヒートプレートの温度が
十分に下がった事を確認してから行ってください。

アフターサービスについて
（１）　保証書

　●この製品には保証書がついています。

　保証書は､お買い上げの販売店の　「店名･お買い上げ日」 などの記入を確認の上､内容を

　よくお読みになり､大切に保管してください｡保証期間は､お買い上げ日より 1 年間です。

（２）　修理を依頼されるとき

　●保証期間内は ・ ・ ・

　分解せずにお買い上げの販売店に修理をご依頼ください｡保証書の記載内容により

　修理いたします｡　

　保証書のご提示なき場合は､有償修理となる場合がありますのであらかじめ御了承願います。

　●保証期間が過ぎているときは ・ ・ ・

　お買い上げの販売店にご相談ください｡修理により使用できる場合は､お客様のご要望により

　有償修理いたします。

（３）　補修用性能部品の最低保証期間

　●本製品の補修用性能部品 （製品の性能を維持するために必要な部品） の最低保証期間は、

　製造打切り後 6 年です。

（４） ご使用中に普段とは変わった状態になりましたら､直ちに使用を中止しお買い上げの販売店

　に点検･修理をご依頼ください。

　●お客様ご自身での分解･改造は危険です｡修理には特殊な技術が必要です。

（５）　修理サービスについてご不明な場合

　●修理サービスや製品についてのご相談は､お買い上げの販売店にご依頼ください。

MADE IN CHINA
※品質改良の為､予告なく仕様を変更する場合があります。

※設定温度は､室温 25℃時の目安です｡周囲温度･電圧等の条件により､多少変わる場合があります。

約 329mm×47mm×63mm 重　　　量  約 409g （コード込）

60℃～ 200℃NCD-032( 直径 32mm)  品      番

電      源

定格消費電力

本体サイズ

0 ～ 138W

AC100-240V　50/60Hz 約 2.6m

PTCﾋｰﾀｰ

設定温度

ヒータータイプ

電源コード

60℃～ 200℃

約 329mm×51mm×70mm

NCD-038( 直径 38mm)  

重　　　量  約 498g （コード込）

品      番

電      源

定格消費電力

本体サイズ

0 ～ 255W

AC100-240V　50/60Hz 約 2.6m

PTCﾋｰﾀｰ

設定温度

ヒータータイプ

電源コード

仕　様
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MEMO
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We assist you for challenging the hairstyle.
And we can make your hair with highest gloss very quickly.
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４）本書は再発効いたしませんので､紛失しないように大切に保管してください。

保証・無償修理規定

保証期間内に故障し､無償修理を受ける場合には製品と本保証書をご提示の上､お買い上げ
の販売店にご依頼ください。

１）本品は取扱説明書､その他の注意書きに従った正常な状態で保証期間内に故障した
　　場合には､お買い上げの販売店を通じ､無償修理をさせていただきます。
２）本製品の保証期間内であっても以下の場合の修理は､有償となります。
　　①お買い上げ後の落下や輸送上の故障及び損傷。
　　②天災などの不可抗力ならびに火災､災害､異常電圧などによる故障及び損傷。
　　③保証書の提示がない場合。
　　④保証書に購入年月日､店名または氏名､販売店名の記入がない場合。
　　　あるいは字句等を書き替えられた場合。
　　⑤消耗部品（本体･コード･ヒーター等）の交換。
３）本製品の保証期間内であっても以下の場合の修理はお断りすることがございます。
　　①当製品の目的用途以外の使用または､不当な修理や改造による故障及び損傷。

５）本書は日本国内においてのみ有効です。
＊この保証書は､本書に明示した期間､条件の下において無償修理をお約束するものです。
　従ってこの保証書によって､お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
　保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は､お買い上げの販売店までお問い合わせください。

業務用カールヘアアイロンNCD-032/038

保証書

持　込

保証期間　1年

この製品は､厳密な品質管理及び､検査を経て出荷されておりますが､万一製造上の不備に
よる初期不良､または保証期間内での本品に付属の取扱説明書に従った､正常な使用状態
での故障に関して､無償の修理対象といたします。消耗部品（本体･コード･ヒーター等）
の交換は有償となります。 （保証期間はお買い上げ日より 1年間です。）

－ご販売店様へ－必ず＊項目を記入の上､お客様にお渡しください。

Lot.No

＊お客様の個人情報のお取扱いについて
当社は当商品の保証書及び電話相談におけるお客様の氏名､住所などの個人情報は修理･交換の商品発送
のみに使用し､それ以外に使用したり当社以外の第三者に個人情報を開示･提供いたしません。

http://www.allgo.co.jp/s_iron/top.php
TEL : 06-6968-5556

ハナテン

〒538-0044 大阪市鶴見区放出東 1-4-2


