取扱説明書
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。
この取扱説明書をよくお読みの上、
ご使用ください。
なお、本書の末尾に保証書が付いていますので大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください。

！

警
告

●使用電圧、ACアダプターなどは、必ず本書に指定されている条件のものをご使用ください。
●本品の破損、故障、変形、
コードの断線など不具合がある場合は、
ご使用を中止してください。
●万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、直ちに本体の電源を切り、
ご使用を中止してください。
●充電アダプターのケーブルを引っ張ったり、濡れた手でコネクタ部分を触らないでください。
●ストーブ等高温になる場所で本品や電源アダプタを使用したり放置したりしないでください。
●濡れた手でのご使用や、水気及びホコリ等が付着したままのご使用はお避けください。
●本品は完全防水ではありません。万一のやけどや感電、故障防止のため、浴室など湿気の多い場所での使用や、入浴
しながらのご使用はお避けください。
●万一、皮膚に異常が見られた場合は、使用を中止して医師に相談してください。
●下記のリストをよくご確認いただき、該当する方は本品を使用しないでください。
●本品の分解、改造、お客様ご自身による修理などは絶対にしないでください。本品及び付属品の故障、破損の原因に
なります。これらが起因する本品や付属品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社では一切その責任は負
いかねます。

！

注
意

●皮膚の弱い部分への過度のご使用はお避けください。
●使用中、痛み等があった場合は、
ご使用を中止してください。
●落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。
●充電中以外は充電アダプターを本体から外してください。
●本品の水洗いはしないでください。汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾でやさしく拭いてください。ベンジン、
シン
ナー、
アルコール等の溶剤類で拭かないでください。
●上記の注意・警告に従われない場合など、誤ったご使用・分解・改造、修理等をされた際の怪我、故障、破損等に関しま
しては保証対象外となり、当社では一切その責任は負いかねます。

〈下記にあてはまる方は、
ご使用をお避けください〉
●急性疾患 ●有熱性疾患 ●血圧異常 ●伝染病疾患 ●心臓疾患 ●医用電子器具を使用さ
れている方（ペースメーカーなどの体内植込式医用電子機器、
人工心肺などの生命維持用電子機、
心電
図などの装着型医用電子機器） ●皮膚ガン病歴がある方 ●糖尿病および他の疾患による皮膚異常
疾患者の方 ●皮膚のトラブル（アトピー性皮膚炎の方、過度の日焼けで肌が炎症を起こしている方、
ニキビが化膿し炎症を起こしている方、
アレルギー体質で特に肌が敏感な方) ●化粧品による皮膚炎
を起こしている方

〈下記の部位には使用しないでください〉
●悪性腫瘍 ●切り傷 ●整形などでシリコンが使用されている部分
周り、粘膜などのデリケートゾーン

●声帯部分●頭髪、
目や耳の

■ご購入後初めて使用する場合は、本体を約1時間充電することをおすすめします。■

充電方法
●ご購入後初めて使用する場合や長期間使用しなかっ
USBポート付きのPC
た場合、パワー低下や稼働時間が短くなった場合は、
モバイル
本体を充電してください。
バッテリー
●充電ケーブルの充電ジャックを本体の充電口に、
(別売)
USBコネクタをパソコンや付属のUSB式アダプ
ター等のUSBポートに接続します。
付属のAC式
●「ピッ」
と音が鳴り、
本体の「Power ・ Charge」のバッ
アダプター
本体の
クライトが赤色に点灯します。
充電口へ
※充電中は本体が多少熱くなる場合がありますが、異
常ではありません。
充電
●充電時間や稼働回数は、本製品の使用頻度や使用
ジャ
ック
USB
モードによって異なります。
コネクタ
●充電が完了するとバックライトが緑色に変わりますの
で、
ケーブルを外してください。
●充電しながらのご使用はできません。充電中以外は、
ケーブルを本体から抜いてください。
■充電に適した室温は、15〜30℃です。低温での充電は電池の寿命が短くなる原因になりますので、適温
下で充電を行なってください。また、約0℃以下では充電スピードが低下する場合があります。
■内蔵電池保護のため、長期間ご使用されない場合でも月に1回充電を行なってください。
■正しく充電された状態でも稼働時間が短い場合は、
電池の寿命です。

ケアを行う前に
●超音波発生の確認を行ないます。お肌を水で濡らし、
ピーリングヘッド
を軽く当ててゆっくり滑らせます。ピーリングヘッドの先端からミスト
が出たら、超音波が発生しています。ミストが少ない場合は、水を多め
に付けてください。
※お部屋の明るさや背景の色の影響で、
ミストが見えにくい場合があ
ります。
進行方向
●必ず洗顔をし、肌を清潔な状態にしてください。
●ニキビや吹き出物、炎症等がないか確認してください。ある場合は、そ
の箇所への使用はお避けください。
●イオンモード・パッティングモードを行う際は、
美容液または化粧水を用
意します。肌の奥まで浸透させるため、無添加のものをおすすめして
おります。
●安全にご使用いただくため、必ずパッチテストを行います。美容液または化粧水を腕など皮膚の薄い部分
に塗り、次ページの機能を全て試して異常が起こらないか確認してください。万一、異常が起きた場合は、
本製品を使用せず医師にご相談ください。
よくあるお問い合わせ：使用中、美顔器を持っている手にピリピリとした刺激や痛みを感じます。漏電ですか？
漏電ではありません。本品は持ち手の金属部に微電流を流し、
肌のバリアゾーンを抜けて皮膚の深部まで美容成分
を浸透させるもので、人によっては刺激を感じる場合があります。微電流は人体には無害ですが、気になる場合は
超音波レベルを下げてお使いください。

操作方法

Peeling・Lifting

ピーリングモード・
パッティングモード

Power・Charge

電源ON・充電お知らせ

Ion+・Ion-

プラスイオンモード・
マイナスイオンモード
操作ボタン
電源ON/OFFと
モード選択

●操作ボタンを軽く押すと電源がONにな
電源ON
り、
各モードのバックライトがゆっくり点滅
します。※長押しすると電源が入りません。
●この状態で操作ボタンを押すと、ウォー
Peeling・Lifting
ターピーリングモードが作動します。
●操作ボタンを押すごとに、
「ウォーターピー
Power・Charge
リング」→「パッティング」→「プラスイオン
(イオン導出)」→「マイナスイオン(イオン
Ion+・Ion導入)」の順にモードが切り替わります。
●Power ・ Chargeランプは、
電源がONに
全バックライ
ト点滅
なっている間は常に点灯しています。
●操作ボタンを2秒以上長押しすると、電源
がOFFになります。

ウォーターピーリング

パッティング

イオン導出

イオン導入

Peeling・Lifting

Peeling・Lifting

Peeling・Lifting

Peeling・Lifting

Power・Charge

Power・Charge

Power・Charge

Power・Charge

Ion+・Ion-

Ion+・Ion-

Ion+・Ion-

Ion+・Ion-

Peeling・Lifting点灯 Peeling・Lifting点滅

Ion+点灯

Ion−点滅

【お手入れ時のご注意】

基本のお手入れ方法
イオン導出とウォーターピーリングは
どちらを先に行っても構いません。

1. イオン導出

●普段通り洗顔を行い、水気をしっかり拭き取ってください。(ウォーターピーリングとイオン導出で顔を濡らしますが、洗顔後は一度水を拭き取ることをおすすめします)
●乾いた肌への使用は絶対にしないでください。肌トラブルの原因になります。
●ピーリングヘッドは肌の同一部分に留めず、移動させて使用してください。
●ピーリングヘッドが滑りにくい場合は、水及び美容液・化粧水を追加してください。
●ピーリングヘッドを肌に強く押し当てないでください。
●ご使用時は、腕時計やジュエリー等の貴金属類は外してください。
●ご使用中、痛み等の異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。

洗顔で落としきれなかった肌や毛穴の奥の細かい汚れを、プラスイオンの力で吸引します
ッドの
ングヘ
ピーリ 注意！
向きに

①

通常通り洗顔し、
水気をしっ
かりふき取ってください。

②

顔全体を水またはふき取り化粧水で濡らし
ます。
※乾いた肌への使用は絶対にしないでく
ださい。

【推奨使用頻度】 週2〜３日 一日約10分を1回

③

進行方向
上記のボタン操作を参照して
イオン導出モードを稼動させ
ます。
イオン誘導サイドバーを握っ
てピーリングヘッドの先端をやさしく肌に当て、
ピーリング
ヘッドを引くように顔全体に滑らせます。

●「ピーリングヘッドの動かし方」
を参照し、
ケアを行ってください。小鼻の脇など、汚れが気になる部分を重点的に行うなど、
ご自身のお肌の状態に合わせてアレンジするのもおすすめです。
●ケア中に水やふき取り化粧水が足りなくなったりピーリングヘッドの滑りが悪くなった場合は、その都度足してください。
●ピーリングヘッドに汚れが付いた場合は、その都度、清潔なタオルかティシュペーパーで拭き取ってください。
●ケア終了後は、顔やピーリングヘッドに残った水またはふき取り化粧水をしっかり拭き取ってください。

2. ウォーターピーリング

ミスト状にした水でさらに細かい汚れや皮脂、古い角質を除去します
ッドの
ングヘ
ピーリ 注意！
に
き
向

①

イオン導出で残った水や
ふき取り化粧水をしっかり
拭き取ってください。

②

顔全体を水または精製水で濡らします。
※乾いた肌への使用は絶対にしないでく
ださい。

【推奨使用頻度】 週2〜３日 一日約10分を1回

進行方向

③

上記のボタン操作を参照して
ウォーターピーリングモードを稼
動させます。イオン誘導サイド
バーを握ってピーリングヘッドの
先端をやさしく肌に当て、
ピーリングヘッドを押すように顔全
体に滑らせます。

●「ピーリングヘッドの動かし方」
を参照し、
ケアを行ってください。小鼻の脇など、汚れが気になる部分を重点的に行うなど、
ご自身のお肌の状態に合わせてアレンジするのもおすすめです。
●ケア中に水や精製水が足りなくなったりピーリングヘッドの滑りが悪くなった場合は、その都度足してください。
●ピーリングヘッドに汚れが付いた場合は、その都度、清潔なタオルかティシュペーパーで拭き取ってください。
●ケア終了後は、顔やピーリングヘッドに残った水またはふき取り化粧水をしっかり拭き取ってください。

3. イオン導入

マイナスイオンの力で美容成分をお肌の奥に浸透させます
ッドの
ングヘ
ピーリ 注意！
に
向き

①

ウォーターピーリングで
残った水や精製水をしっか
り拭き取ってください。

②

美容液・ジェル、化粧水などをピーリング
ヘッドに乗せる、
または顔全体に塗ります。
※乾いた肌への使用は絶対にしないでく
ださい。

【推奨使用頻度】 毎日 一日約10分を1回

③

上記のボタン操作を参照してイ
進行方向
オン導入を稼動させます。
イオン誘導サイドバーを握って
ピーリングヘッドの先端をやさ
しく肌に当て、
ピーリングヘッドを引くように顔全体に滑らせ
ます。

●「ピーリングヘッドの動かし方」
を参照し、
ケアを行ってください。口元など、乾燥が気になる部分を重点的に行うなど、
ご自身のお肌の状態に合わせてアレンジするのもおすすめです。
●ケア中に美容液・ジェル、化粧水が足りなくなったりピーリングヘッドの滑りが悪くなった場合は、その都度足してください。
●ケア終了後は、顔に残った美容液・ジェル、化粧水をしっかりなじませ、乳液やクリーム等でフタをして脂分を補いましょう。
●続けてパッティングを行う場合は、拭き取らなくても構いません。

4. パッティング

+α

マイクロカレントと適度な微振動マッサージで、ツヤ肌を目指しましょう
ッドの
ングヘ
ピーリ 注意！
向きに

①

ウォーターピーリングで
残った水や精製水をしっか
り拭き取ってください。

②

美容液・ジェル、化粧水などをピーリング
ヘッドに乗せる、
または顔全体に塗ります。
※乾いた肌への使用は絶対にしないでく
ださい。

【推奨使用頻度】 週2〜３日 一日約10分を1回

③

上記のボタン操作を参照して
進行方向
パッティングモードを稼動させ
ます。
イオン誘導サイドバーを握って
ピーリングヘッドの先端をやさしく肌に当て、
ピーリングヘッ
ドを引くように顔全体に滑らせます。

●「ピーリングヘッドの動かし方」
を参照し、
ケアを行ってください。口元や目元など、乾燥が気になる部分を重点的に行うなど、
ご自身のお肌の状態に合わせてアレンジするのもおすすめです。
●ケア中に美容液・ジェル、化粧水が足りなくなったりピーリングヘッドの滑りが悪くなった場合は、その都度足してください。
●ケア終了後は、顔に残った美容液・ジェル、化粧水をしっかりなじませ、乳液やクリーム等でフタをして脂分を補いましょう。

ピーリングヘッドの動かし方
基本的な動かし方です。気になる部分を重点的にケアするなど、
ご自身のお肌の状態に合わせてアレンジしてください。

フェイスラインのお手入れ
●顔の中心から外側に向かって滑らせます。
①あごから耳の手前まで
②口元からこめかみまで
③鼻側面からこめかみまで
④眉の上から髪の生え際まで

④

③
②
①

鼻周りのお手入れ
①鼻の横から中央まで、鼻の形に添うよう
にして動かします。
②鼻の先端から上に向かって滑らせます。
③①と②を1セットにして左右交互に2〜3
分行います。

②

①

②

①

口周りのお手入れ
【あご】
下あごから口元へ

【頬】
口元から頬骨まで

【口周り】
あごから鼻の横へ

保 証 期 間 内 の 修 理について

保証期間内の修理につきましては、修理費用無償にて対応させていただきます。

受注番号または注文番号

氏名

購入商品

購入からの期間

故障状況

上記の項目を添えて、お電話またはメールにてご連絡ください。

TEL：050-4560-1423

E-mail：support@kireido.com

※ご使用回数に関わらずご購入から3ヵ月以上経過した場合は、
修理品の往復送料をお客様にご負担いただきます。
※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により有償にて修理させていただきます。
※その他ご不明な点がございましたらご連絡ください。

返送先
【保証書】

※本体以外の付属品は消耗品の為、
保証対象外となります。

本書は本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書ご提示の上、修理を依頼してください。

〈修理規約〉
1.取り扱い説明書に従った正常な使用状況で故障した場合は修理対応致します。
2.保証期間内に故障して修理をお受けになる場合は、商品と本書をご提示の上、
ご依頼ください。
3.次のような場合には、保証期間内でも有償になります。
a.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 b.お買い上げ後の移動、落下や輸送上の故障。
c.火災、地震、
落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。 d.本書の提示がない場合。
e.本書にお客様名、
お買い上げ日の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4.本書は、
日本国内においてのみ有効です。

■品番：

■品名：belulu AquaRufa

■修理保証期間：販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)
■お客様名：
■ご住所：
■受注番号:
販売店：株式会社ビューティフルエンジェル
販売日付：
年
月
日
印

●通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を
店舗にて管理している為「お買い上げ日」
「店
舗印」の記載が無くても問題ございません。
ただし、お問い合わせや修理ご依頼の際に「受
注番号」が必要となりますので、お手数ですが
お客様ご自身で「受注番号」を書き留めていた
だきますようお願い申し上げます。
●この保証書は本書に明記した期間、条件のも
とにおいて修理をお約束するものです。(本体
のみ)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の
で、保証期間経過後の修理について不明な場
合は、当社までお問い合わせください。

