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●この「取扱説明書」は本機の操作方法および使用上の注意事項について記載しています。
●本機の性能を十分発揮させ、安全で効果的なご使用をしていただくためにも、この「取扱
　説明書」を最後までお読みください。
●お読みになった後は大切に保管し、必要な時にご利用ください。

この度は、パーソナルシュレッダ ファインカット NSE-T05をお買い上げいただき誠にあり
がとうございます。

・保証書付・

NSE-T05

10.08

3

NSE-T05パーソナルシュレッダ

ファインカット

NSE-T05

逆転

細断
停止



警告

注意

注意

安全上の注意事項 安全のため必ずお守りください

●機械の設置上の注意事項

警告 ●機械のご使用上の警告事項

次のような場所への設置は避けてください。
・直射日光のあたる場所
・極端に温度や湿度が高いまたは低い場所
・ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所
・ほこりや振動の多い場所
・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所

要請事項を示します。要請事項が実施されない場合は、十分な安全を保つことが
できません。要請の内容を　　　の中に白抜き絵文字で示します。

表示された電源電圧以外で使用しないでください。またタコ足配線をしないでくださ
い。火災・感電の恐れがあります。

機械を移動させる場合は、必ず専用ACアダプターをコンセントから抜いて行ってく
ださい。コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

機械の上に重い物を置かないでください。置いた物のバランスがくずれて倒れたり、
落下してケガの原因になることがあります。

機械に乗ったり、腰かけたりしないでください。倒れて故障やケガの原因になります。

子供使用禁止。子供を本機に近づけないでください。

手、衣類、髪の毛等の巻き込みに注意してください。

トラブル時のチェックポイント
トラブルが発生した場合、以下のチェックを行ってください。

シュレッダが動かない、細断途中で止まった、細断しない

この取扱説明書には製品を安全に正しくお使いいただき、事故や損害を未然に防止するために
絵表示を使用して注意事項を注記しています。次に絵表示の内容と意味を表記しますので、理
解してから本文をお読みになり本機を使用してください。

この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示のある項目を無視して取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う
危険が想定される場合、および物的損害の発生が想定される場合を示して
います。

禁止事項を示します。禁止行為を行いますと、直接または機械の損傷の結果、ケ
ガを負う危険があります。禁止の内容を　　　の中に絵文字で示します。
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●専用ACアダプターがコンセントに差し込
まれていますか。

●専用ACアダプターをコンセントに差し込
んでください。

●シュレッダ本体に正しくダストボックスが
セットされていますか。

●シュレッダ本体に正しくダストボックスを
セットしてください。

●操作スイッチが「細断」になっていますか。●操作スイッチを「細断」にしてください。

●紙を多く入れすぎていませんか。

●定格時間の3分以上連続で細断したり、紙
づまりが繰り返し発生していませんか。

●操作スイッチを「停止」にして、約40分
程度休止してからご使用ください。

●紙がつまっていませんか。 ●4ページ【紙がつまった時は】を参照。

原因（チェックポイント） 処　　置

処　　置

●ACアダプタープラグが本体背面のACアダプ
ター入力ジャックに差し込まれていますか。

●ACアダプタープラグを本体背面のACアダ
プター入力ジャックに差し込んでください。

●操作スイッチが「停止」になっていますか。●本機は自動停止機能はありません。細断が
終了したら、操作スイッチを「停止」にし
てください。

原因（チェックポイント）

細断後停止しない

●一度に細断できる紙は2枚（A5上質紙64g/㎡）
　以下です。適量に分けて細断してください。

上記のチェックを行ってもなお不具合がある場合は、操作スイッチを「停止」
にし、専用ACアダプターをコンセントから抜いて、お買上げの販売店または
弊社にご相談ください。

注
意
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各部の名称

操作方法
1

2 操作スイッチが「停止」になっていることを確認してACアダプター
プラグを本体背面のACアダプタージャックへ確実に差し込みます。

3

安全のため、本機はシュレッダ本体にダストボックスがきちんとセットされていないと作動
しません。（作動中もシュレッダ本体からダストボックスを外すと自動的に止まります)

4 操作スイッチを「細断」にします。カッターが正回転し
細断可能状態になります。

5 投入口に細断する紙をまっすぐ中央に投入してください。
細断が終了したら操作スイッチを「停止」にします。

細断終了後は必ず操作スイッチを「停止」にしてください。本機は自動停止機能はありま
せんのでカッターが回転し続けます。

シュレッダ本体にダストボックスをセットしてください。（ダストボックススイッチが「入」になります）

空気が乾燥している時期は、静電気の影響により細断くずが飛散する場合があります
ので、ゆっくりとダストボックスを引き出してください。

巻き込みなどの原因となりますので、細断くずはダストボックスが満杯になる前に捨
ててください。

操作スイッチの説明
「細断」：カッターが正回転し細断可能な状態になります。
「停止」：カッターが停止します。
「逆転」：カッターが逆回転します。紙づまりの場合などに使用します。

紙がつまった時は

ダストボックス
スイッチ

ACアダプター入力
ジャック（本体背面）

つまっている紙を無理に引っ張ると、モーターの故障やギアの破損の原因となります。

投入した紙が多過ぎたり斜めに投入すると、細断速度が極端に遅くなったり紙がつまった状態
になります。その場合は、操作スイッチを「逆転」にします。逆回転の状態で投入口の紙を引
きに抜きます。
投入口の紙が引き抜けない場合は、操作スイッチを「細断」にすると細断が再開します。少し
細断すると、また紙づまり状態になりますので、操作スイッチの「逆転」「細断」を繰り返し、
つまっている紙を切りきるまで続けてください。

紙づまりの処置の後は、カッターに巻き付いている細断くずを取り除いてください。
5ページ【機械のお手入れ】を参照。

細断くずを捨てる時は、安全のため必ず操作スイッチを「停止」にして、専用
ACアダプターをコンセントから抜いてください。

紙の排出口にはカッターがありますので、絶対に手や指を入れないでください。
警
告長時間使用しない場合は、安全のため専用ACアダプターをコンセントから抜い

てください。

細断枚数は必ず2枚※以下でお使いください。一度にこれ以上投入すると機械
に無理がかかり故障の原因になります。※A5上質紙 64g/㎡
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紙専用のシュレッダです。紙以外の物は投入しないでください。故障の原因になります。

細断枚数はA5 2枚、A4 二つ折1枚、郵政はがき（約0.2mm）1枚以下でお使いくださ
い。これ以上の投入は機械に無理がかかり故障の原因になります。※上質紙64g/㎡

注意 ●機械のご使用上の注意事項

次のような物は投入しないでください。故障の原因になります。
・ビニール、OHPフィルム、タック紙、布
・濡れたり湿ったりしている紙
・クリップや安全ピン、ステープラの針等がついている紙
・粘着シールや粘着テープを貼っている紙

可燃スプレー（潤滑剤やエアダスター等）厳禁。発火・爆発の恐れがあります。

のぞき込み禁止。投入口から細断片が飛び出す恐れがあります。

電池投入禁止。発火・爆発の恐れがあります。

濡れた手で専用ACアダプターのプラグを抜き差ししないでください。感電の恐れが
あります。

本機に水などの液体をかけないでください。感電や故障の原因になります。

本機の分解や改造はおやめください。ケガや感電の恐れがあります。

専用ACアダプターをコンセントに接続している時には、機械の掃除等は行わないでく
ださい。機械が誤作動した場合、ケガの恐れがあります。

細断くずを捨てる時には、安全のため必ず操作スイッチを「停止」にして、専用AC
アダプターをコンセントから抜いてください。

コードに触ると通電したりしなかったりする場合は、すぐに操作スイッチを「停止」
にして、専用ACアダプターをコンセントから抜いて、弊社または販売店にご相談く
ださい。そのまま使用すると火災・感電の恐れがあります。

発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、
火災・感電の恐れがあります。すぐに使用をやめて専用ACアダプターをコンセントか
ら抜き、弊社または販売店にご相談ください。

異常や危険を感じた場合は、すぐに操作スイッチを「停止」にするか、専用ACアダ
プターのプラブを抜いてください。

主な仕様
品 番
細 断 形 状
細 断 寸 法
投 入 幅
定格電圧・周波数
定 格 消 費 電 力
最 大 細 断 枚 数
定 格 細 断 速 度
定 格 時 間
外 形 寸 法
重 量
ダストボックス容量

※改良のため、予告なく仕様・外観を変更することがあります。
※仕様の数値は、使用条件等により変化する場合があります。
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誤作動による事故防止の為、お手入れの際には必ず専用ACアダプターをコン
セントから抜いてください。

投入口や排出口には絶対に手や指を入れないでください。内部にカッターがあ
り大変危険です。

可燃性のスプレー（潤滑剤やエアダスター等）を使用しないでください。発火
・爆発の恐れがあります。

警
告

連続使用時間/モーター過熱保護機能について
本機の定格時間は3分です。定格時間以上連続で細断すると、モーター過熱保護機能により自動停止
します。この場合は操作スイッチを「停止」にして、約40分間休止してからご使用ください。

使用条件等により3分以上連続で細断できる場合がありますが、モーターに負荷がかか
りますので3分を目処にご使用ください。

機械のお手入れ

ベンジン、シンナーなどの溶剤やクレンザーなどは使用しないでください。変色・変形
の原因になります。

●シュレッダ本体、ダストボックスは、柔らかい布で乾拭きしてください。
●汚れがひどい場合には、うすめた中性洗剤を含ませた布で軽く拭いて汚れを落とし、その後洗剤
　が残らないように水拭き及び乾拭きをしてください。
●投入口や排出口に付着した細断くずは、お手持ちの掃除機等で清掃してください。

●紙づまりの処置の後やカッターに細断くずが巻き付き、一時的に細断能力が低下している場
　合は、操作スイッチの「逆転」（逆回転）と「細断」（正回転）を10秒間程度交互に繰り返し押し
　て、細断くずを取り除いてからご使用ください。

NSE-T05
クロスカット
2×10mm
156mm
100V・50/60Hz（付属の専用ACアダプター使用）
25W（50/60Hz）
A5 2枚・A4二つ折 1枚（上質紙64g/㎡）、郵政はがき（約0.2mm）1枚
1.4m/分（50・60Hz）
3分（休止時間約40分）
W236×D136×H172mm 
約2.0kg
約2.1リットル

専用ACアダプター以外は絶対に使用しないでください。火災・感電や故障の原因にな
ります。


