
家庭用

品番：TB03-SH
コードレス ストレートヘアアイロン

このたび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。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

ユーザーズガイド
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Toffy Beauty



安全上のご注意

●	 必ずお守りください（安全にお使いいただくために）
	 本書では、お使いになる方や人々への危害、財産への損害を未然に
防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、	
「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」
内容を示しています。

この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、	
「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可
能性が想定される」内容を示しています。

●次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

■ 充電用ACアダプターについて

してはいけない	
「禁止」内容です。

必ず実行していただき
たい「強制」内容です。

警告

注意

警告
ぬれた手で、ACアダプターの電源プラグを抜き差しし
ない。
感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。
火災・感電の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んでいるとき、コンセン
トの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・火災の原因となります。
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警告
付属のACアダプター以外で充電しない。
発熱、破裂、発火の原因となります。

使用後、電源コードをヘアアイロン本体に巻き付けない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

充電時、電源コードを束ねたままで使用しない。
火災・感電の原因となります。

使用中、充電中は高温になるのでヘアアイロン本体
に電源コードを近づけない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

必ず交流100V・定格15Aのコンセントを単独で使用する。
火災・感電の原因となります。また、他の器具と併用するとコ
ンセントが異常発熱して発火することがあります。

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
感電・ショート・発火の原因となります。

電源プラグにホコリが付着している場合は拭き取る。
ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災
の原因となります。

注意
充電時以外、ACアダプターをコンセントからはずす。
火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは必ず ACアダプターを持って引き
抜く。
感電やショートの原因となります。
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安全上のご注意（続き）

■ 本体の取り扱いについて

警告
分解・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。

本体を水につけたり、水をかけたりしない。
また、ぬれた手で使用しない。
ショート・感電・火災の原因となります。

浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用し
ない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの原因となります。

使用中、本体や毛髪にヘアスプレー、可燃性の整髪
料などをかけない。
火災・感電・やけどの原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使
用や保管をしない。
感電・けが・やけどの原因となります。

使用中や使用直後は、布団や紙・ポリ袋などの燃え
やすいものの上や近くに熱くなった本体を置かない。
火災の原因となります。

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温に
なる場所で充電したり、放置しない。
液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

毛布の中など熱がこもる場所で充電しない。
発熱や発火の原因となります。
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警告
引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー）の近く
で使用しない。
爆発や火災の原因となります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると火災・感電・けが・やけどの原因となります。

注意
本製品は一般家庭用のため業務用として使用しない。
火災・故障の原因となります。

落としたり、硬いものをぶつけたりしない。
破損してけがや故障の原因となります。

破損や変形があるときは絶対に使用しない。
感電・けが・故障の原因となります。

髪の乾燥など整髪以外の目的で使用しない。
また、乳幼児・ペットへは使用しない。
髪の毛を傷めたり、やけどや火災、故障の原因となります。

使用中や使用直後はプレート周辺が皮膚に触れないよ
うにする。
高温になっているので、やけどの原因となります。

持ち運びやお手入れ、保管するときは、本体が冷めて
から行う。
火災ややけどの原因となります。
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安全上のご注意（続き）

■ 充電池の取り扱いについて

警告
充電池から漏れた液が目に入った場合は、こすらずに
水で洗ったあと直ちに医師の診断を受ける。
失明の恐れがあります。

充電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、
直ちに水で洗い流す。
使用中や充電の際に本体が異常に熱くなる場合は、た
だちに使用を中止する。
充電の際に目安となる充電時間を超えても充電が完了
しない場合には、充電を中止する。
充電池の液漏れ・発熱・発煙・破裂など、発火の原因となる恐
れがあります。

注意
整髪料などがついた手で本体を触らない。
劣化の原因となります。

浴室や湿気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。

使用時以外は電源をオフにする。
電源をオンにしたまま放置すると、やけどや火災の原因となり
ます。
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使用上のご注意

■ 充電池について
● 内蔵充電池の交換はできません。本体は絶対に分解しないで

ください。
● 充放電可能回数は約 300 回です。
	 繰り返し充電することで満充電の状態から使用できる時間が
だんだん短くなります。

● 充電はある程度放電をして（使用して）から行ってください。
	 常に満充電の状態で充電していると、充電池の寿命が短くな
ります。

● 充電しないで放置していると、充電池の寿命が短くなります。
1ヵ月に 1 回、50％程度充電してください。
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各部の名称

プレートロックレバー

電源スイッチ
（本体裏側）

プレート
（セラミックコーティング）

本体を閉じた状態でプレート
ロックレバーを	 	の位置に	
動かすと、ロックすることが	
できます。

温度設定ランプ

充電ランプ

DC ジャック

ロック状態で無理に本体を
開かないでください。
故障の原因となります。

●	本体
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付属品

専用ACアダプター 専用ポーチ

オレンジ色のランプで温度の設定を表示します。

青色のランプで電池残量を表示します。
ランプ 4つ点灯 3つ点灯 2つ点灯 1つ点灯 消灯

電池 
残量 多い 少ない なし

ランプ 一番上が 
点灯または点滅

中央が
点灯または点滅

一番下が
点灯または点滅

温度設定 約 180℃ 約 160℃ 約 140℃

温度設定ランプ

充電ランプ

電源プラグ
電源コード

DC プラグ
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充電ランプ

●	 約 2時間で充電が完了します。
●	 	1 回のフル充電で、180℃設定の場合約 20分の連続使用が可
能です。

	 ※		周囲の温度が低い場合や使用方法、充電池の状態によっては、使
用可能時間が短くなる場合があります。

●	 充電が完了したら、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
	 ※		充電中は本体やACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではあ

りません。
	 ※	本製品の専用ACアダプター以外では充電しないでください。

充電方法

初めて使用する際は、ご使用前にフル充電してください。
※充電しながらのご使用はできません。
付属ACアダプターのDCプラグを本体のDCジャック
につなぎ、ACアダプターをコンセントに接続します。

DC ジャック

DC プラグ
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充電ランプ 4つ点滅 1つ点灯
3つ点滅

2つ点灯
2つ点滅

3つ点灯
1つ点滅

4つ点灯

電池残量 少ない 多い 100%

●	 充電中は充電ランプの点滅で電池残量を表示します。

11



使い方

1 電源スイッチを押して電源をオンにし、	
お好みの温度に設定します。

電源スイッチを押すごとに、温度を選択することができます。
（電源オン時は180℃の設定になります）
温度を選択すると、温度設定ランプが点滅し、加熱が始まります。
設定温度まで達すると、温度設定ランプが点灯に変わります。
※	本体が閉じた状態だと、より早く設定温度に達します。
※	加熱中、ジリジリと音がしますが、異常ではありません。

電源スイッチ 
（本体裏側）

温度設定ランプ

温度設定 
ランプ

一番上が点滅 一番下が点滅 中央が点滅

温度設定 約 180℃ 約 140℃ 約 160℃

12



3

2

使用後は、電源スイッチを長押しして電源を	
オフにします。

温度設定ランプが点灯したら、スタイリングを	
開始します。

電源がオフになるとすべてのランプが消灯します。

使用中や使用直後は、プレート周辺が
熱くなるので顔や手に直接触れないよう
ご注意ください。
やけどの原因となります。

注意
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スタイリング方法

スタイリング前のおねがい
●  家庭用パーマ液やストレートパーマ液と同様の成分が含まれて

いるもの（「チオグリコール酸」・「システイン」の成分表示があ
るもの）との併用はしないでください。

	 髪を傷める場合があります。

●  パーマやストレートパーマをかけた場合、3 ～ 4 日は使用しな
いでください。

	 髪を傷める原因となります。

●  同じ箇所に 5 秒以上使用し続けないでください。
	 髪が傷んだり焦げる場合があります。

●  ぬれた髪に、ヘアアイロンをあてないでください。
	 髪が傷む可能性があります。
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内巻き 外巻き

① 3～5cmの幅で毛束を取り、 
プレートに挟みます。

② 毛先の方へ移動させながら、 
手首を内側に回転させ、毛先ま
でアイロンを滑らせます。

① 3～5cmの幅で毛束を取り、 
プレートに挟みます。

② 毛先の方へ移動させながら、
手首を外側に回転させ、毛先
までアイロンを滑らせます。

ストレートヘア

① 3 ～ 5cm の幅で毛束を 
取り、プレートに挟みます。

② そのまま毛先に向かって 
アイロンを滑らせます。
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お手入れ・保管方法

お手入れ

● お手入れをするときは必ず電源をオフにし、AC
アダプターの電源プラグを本体から抜き、本体
の温度が十分に下がってから行ってください。

	 やけどの原因となります。
● 本体に直接水をかけたり、水に沈めたりしな

いでください。
	 故障・やけど・火災の原因となります。

注意

●	 	本体が汚れたり、整髪料が付着した場合は、薄めた中性洗剤を
含ませた布で拭きとってください。

	 ※		シンナー・ベンジン類は器具を傷めるので使用しないでくだ
さい。

保管方法
ACアダプターをはずし、製品が十分に冷めてから子どもの手の届
かない場所に保管してください。
●	 	誤動作防止のため、プレートロックレバーは必ず閉じた状態にし
てください。

●	 	ヘアピンなど他のものといっしょに保管しないでください。本体
内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

●	 	本体およびプレート面に整髪料や化粧品がついたまま放置しな
いでください。本体およびプレート面が劣化して、色落ちや故障
の原因となります。
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● 付属のポーチの使い方

本体が冷めてからポーチに収納してください。

① 本体とACアダプターを別々
のポケットに収納します。

② ふたを面ファスナー
で閉じます。

※		アイロン使用時には耐熱マットとしても使用できます。
（本製品以外では使用しないでください）

注意
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製品仕様

品名 Toffy	Beauty	コードレス	ストレートヘアアイロン
品番 TB03-SH
本体寸法 約 195(W)×37(H)×25(D)mm	（閉じた状態）
重量 約 140ｇ　※ACアダプター含まず
電源 5V	1.2A（ACアダプター充電式）
充電電池 リチウムイオン蓄電池	3.65V	2,150mAh
充電時間 約 2時間
連続使用可能時間 約 20分（180度設定の場合）
ヒーター温度設定 3 段階（約 180度→ 140度→ 160度）
生産国 中国

付属品 専用ACアダプター、専用ポーチ、	
ユーザーズガイド（保証書含む）

● 本体

※	商品改良のため、本製品の仕様やデザインは予告なく変更されることがあります。
※		この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。	
(This	appliance	is	designed	for	use	in	Japan	only	and	can	not	be	
used	in	any	other	country.)

※	「Toffy」は、（株）ラドンナ、（株）キングジムの登録商標です。

● AC アダプター
品番 AC-0512DG
入力 AC100V	50/60Hz
出力 DC5V	1.2A
電源コード長 約 100cm
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長期間ご使用のヘアアイロンは定期的な点検をお願いします
電源コードが異常に熱い。• 
電源コードに深い傷などがある。• 
電源コードを動かすと通電したりしなかっ• 
たりする。
そのほか異常や故障がある。• 

▶ このような症状が出た、発見したときには、
すぐに使用を中止してください。

お客様ご相談窓口 0570-024-389
※ IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間　10:00～18:00（土・日・祝日を除く）

個人情報のお取り扱いについて
株式会社ラドンナおよびその関係会社は、お客様
の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や
修理、その確認などのために利用し、その記録を
残すことがあります。また、個人情報を適切に管
理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由
がある場合を除き、第三者には提供しません。

商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居
されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場
合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

※お問い合せの際には品名・品番をご連絡ください。
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