
内側

安全にお使いいただくために
この注意事項は、 正しく本製品をご使用の際に、 危害や損害を未然に防ぐため、 必ずお守りください。

　注　意

投げたり、 落としたり、 強い衝撃を与えないでください。破損・故障の原因になります。

使用中や使用直後はヒータープレート部を、 絶対に触らないでください。 高熱により
やけど ・ けがの恐れがあります。 特に乳幼児には触らせないよう、 ご注意ください。

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。

ご使用後のプレート部は高温のため、 置き場所には充分ご注意ください。また通電した
まま絶対に放置しないでください。 周囲のものを変色 ・ 変形させたり火災の恐れがあり
ます。

コードを束ねたまま使用しないでください。
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、 コードを持って移動しないでください。
コードが断線し、 故障 ・ 火災の原因になります。

整髪以外の目的で使用しないでください。 また乳幼児へのご使用もしないでください。
火災の原因になることがあります。

１５０℃以上の高温で、 毛髪のお手入れをする際は、 充分にご注意ください。
数秒手を止めると、 髪を焦がしたりダメージを与えてしまう恐れがあります。

ご使用前に、 毛髪の水分を拭き取ってください。
水分が多いと水蒸気が発生し、 皮膚や頭皮をやけどする恐れがあります。

使用時に何か異常があった場合は、 すみやかにプラグをコンセントから抜いてください。

コンセントからプラグを抜く際は、 電源コードを持たずに必ずプラグを持って抜いてくだ
さい。 そうしない場合、 感電やショートして発火することがあります。

注意 取扱を誤ると損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。

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

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が描かれているものもあります。
< 左図の場合は分解禁止 > が描かれています。

この記号は < 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 < 左図の場合は感電注意 > が描かれています。

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ＡＣプラグをコンセントから
抜いてください > が描かれています。

■誤った使い方をした時、 生じる危害や損害の程度を、 次の絵表示で区分し説明しています。

■誤った使い方をした時、 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。

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。

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。
コードが破損し、 感電 ・ 発熱 ・ 発火の原因になることがあります。

スプレー缶ガス等、 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。

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

ご使用後は必ずスイッチを切り、 プラグをコンセントから抜いてください。
事故や故障の原因になることがあります。

国内で定格 15Ａ以上 ・ 海外で 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。）

電源プラグは確実に根元まで差込んでください。 （※火災・感電の原因になります。）

濡れた手で差込プラグ、 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。 （※ショート ・感電の原因になります。）

　警　告

ご 使 用 方 法

お 手 入 れ 方 法

アフターサービス

汚れは、 ぬるま湯か中性洗剤に浸けた柔らかい布をかたくしぼって拭き、

さらに乾いた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。

※収納する場合は、 プレート温度が熱い状態で収納すると、 周辺の物が

　 焦げたり、 溶ける恐れがありますので絶対にしないでください。

5. 御使用後はスイッチを 「ＯＦＦ」 にして、 電源

プラグをコンセントから抜き、 プレートの温度が

充分に冷めたこと確認してから保管してください。

※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。
※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。

4. 毛束を指で少し取り、 プレート部分で挟みます。

毛先に向かって滑らせます。

3. 電源スイッチをスライドさせて 「ＯＮ」 にする。

約１分で、 ご使用になれます。

通電時は電源ランプが点灯します。

2. 差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。

1. 髪の水分は拭き取ってください。

使用中の髪をはさむ時は、 指や肌に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。

　注　意

毛髪を挟んだまま手を止めたり、 スライドさせる際に過度の圧力をかけないでください。

高温で操作を誤ると毛髪が焼けたり、 断毛を起こす恐れがあります。

ご使用毎にプレート部はきれいに拭き取ってください。 トリートメント類がプレート部に蓄

積するとホコリの付着や、 焦げ付きで、 滑り性能の低下の原因になります。

使用前に正しく毛髪診断を行い、 傷みかけや傷んだ毛髪には使用しないでください。

また、 既に縮毛矯正を施した部分への使用は毛髪保護のためにも避けて下さい。

　注　意

　警　告
丸洗いをしないでください。　※ショート感電の恐れがあります。

ご注意
海外でご使用の場合は、 地域により電圧やプラグの形状が異なるため充分確認のうえ

100V ～ 240V の範囲でご使用ください。
※市販のプラグアタッチメントをお求めの上ご使用ください。

コードを本体に巻きつけて保管しないでください。
※コードに負担がかかり故障の恐れがあります。

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場合があります。

子供や乳幼児の手が届く場所に保管しないでください。
※やけど、 ・ 感電 ・ けがをする恐れがあります。

　注　意

１．本製品には１年間の保証がついております。

３．保証期間内における修理ご依頼の際は、お買い上げの販売店へ保証書をご提示ください。

４．保証期間経過後の修理については、  お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって
　　機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

５．この商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後６年間です。なお補修用性能
　　部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品をいいます。

２．修理のご依頼前に本取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検後に異常がある場合は、
　　お買いあげの販売店に故障内容をくわしくお知らせいただき、ご依頼ください。
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取扱説明書
保 証 書 付

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくために、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
なお、お読みになられたあとも、いつでも見られるように大切に保管してく
ださい。

保証期間内に故障し、 無料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。 ただし、 送料はお客様ご自身の負担となります。

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、 無料修理の対象といたします。 （保証期間はお買い上げ日より１年間です。）

消耗部品 （本体、 コード、 ヒーター等） の交換は有料となります。

＊この保証書は、 本書に明示した期間、 条件下において無料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は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

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、 無料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、 有料となります。

　　　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過酷な条件の下で使用されて生じた故障または損傷。

　　　④保証書のご提示がない場合。

　　　⑤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もの、

　　　　 あるいは字句等を書き換えられた場合。

　　　⑥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本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。

４）　本書は再発行いたしませんので、 紛失しないように大切に保管してください。

３）　本書は日本国内において有効です。 This warranty is valid only in japan.

仕　　様

品　名

型　番

消費電力

熱源方式

設定温度

本体サイズ

重　量

材　質

スマートミニアイロン 電　源 ＡＣ１００Ｖ -２４０V
５０/６０Ｈｚ

耐熱ケース

ＮＣＤ－１１００ 電源コード

付属品

約１.４５ｍ

０～２０Ｗ

約１５５ｇ　（コード込）

ＰＴＣヒーター

最高温度　国内 ： 約１７０℃/ 海外 ： 約１８０℃

本体 ：ＰＡ樹脂　　　　プレート ： セラミックコーティング

約Ｗ１５４×Ｄ１８×Ｈ４７ｍｍ
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持　込保証書

保証・無料修理規定

保証期間　１年
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* ご販売店様へお願い　　必ず所定事項を記入の上お客様にお渡しください。

セラミック
コーティングプレート

電源スイッチ

耐熱ケース

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