brilliant hair
取扱説明書

美・ル・ル ブリリアントヘアー

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。

！

●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。
●本品をご使用中は、
レーザーやLEDライトを直接見たり、目に照射しないでください。特にレーザーは目
を傷めやすいため十分ご注意ください。
●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。
●電源アダプタのコードを引っ張ったり、濡れた手でプラグ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。
●本品は防水仕様ではありません。浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。やけどや
感電、故障のおそれがあります。
●万一、皮膚に異常が見られた場合は、本品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て、当社は責任を負いかねます。

警 告
！

●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、
すぐにブラシヘッドを肌から離してください。
●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。
●約4〜8時間で充電が完了します。完了後はそれ以上充電しないでください。
●充電中以外は充電ケーブル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・改造をされた際の怪我、故障、破損等につき
ましては、当社では一切その責任は負いかねます。

注 意

〈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 ●妊娠中の方 ●授乳中の方 ●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) ●他の育毛剤等で皮膚炎を起こしている方 ●特に健康がすぐれない方 ●ステロイド系
ホルモン剤等を長期間服用されている方
〈下記の部位には使用しないでください〉
●悪性腫瘍 ●切り傷 ●骨や関節の上 ●整形などでシリコンが使用されている部分
●目や耳の周り、粘膜などのデリケートゾーン
■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。■

美・ル・ル ブリリアント 機能紹介
光エステ(赤色LED)

赤色LEDの光を当てることにより、頭皮の細胞や毛根を活性化し頭皮を健やかに保つ他、頭髪の
発毛や育毛を促進します。

赤色レーザー

低出力赤色レーザー光線が頭皮深部まで活力を与え、
育毛をサポートします。

エレクトロポレーション
特殊な電気を与えることにより肌細胞に微細な孔を開け、美容液等の成分を頭皮の奥に直接届
けます。

メソセラピー

エレクトロポレーションの微弱電流との組み合わせにより、育毛剤の浸透、効果を高めます。

EMS/RF温熱に設定すると自動的に稼動します。単体使用はできません。

EMS

筋肉に刺激を与えて強制的に筋肉運動をさせることで頭皮にハリを与え、頭髪が育ちやすい環
境に整えます。
また、新陳代謝を活発にしてコラーゲンの生成を助けます。

RF温熱(ラジオ波)

高い周波数でお肌を温めます。1MHzのラジオ波による温熱効果でお肌を内側から広い範囲に
わたってじんわり温め、血行を促進し肌細胞の活性化します。

同時に稼動します。単体使用はできません。

マッサージ(Nurse)

適度な振動でマッサージし、
育毛剤の成分を素早く皮膚の奥深くに浸透させます。
また、
血行を良くして肌細胞を活性化させます。

赤色LEDと赤色レーザーの点灯パターン

赤色レーザーのみ

赤色LEDのみ

薄毛を改善したい方に

頭皮トラブルにお悩み
の方に

赤色レーザーと
赤色LED同時点灯
頭皮のトータルケアに

■選べる組み合わせ■
EMS

＋

RF温熱

EMS

マッサージ(Nurse)

EMS/RF温熱の強さレベルをL(弱)、M(中)、H(強)の
三段階から選択できます。

＋

RF温熱

赤色レーザー・赤色LED

EMS/RF温熱の強さレベルをL(弱)、M(中)、H(強)の三段階
から選択できます。
赤色レーザーと赤色LEDの点灯パターンを3パターンから選
択できます。

エレクトロポレーションとメソセラピーは、ON/OFFボタンを押すと同時に作動します。
エレクトロポレーションとメソセラピーを個別に使用することはできません。

ブラシヘッドは、型番により
形状が変わる場合がございます。

※製品仕様や外観は予告無く
変更になる場合があります。

セット内容と製品仕様

ブラシヘッド

微弱電流
誘導
サイドバー

LEDライト
赤色レーザー
アダプター

液晶
パネル
充電ケーブル

belulu brilliant本体

操作
ボタン

【本体仕様】

充電時間：4〜8時間 入力：5V/0.5A 使用電池：リチウムイオンバッテリー
高さ：190×幅45(ヘッド部分)×厚さ35mm(ボディ部分) 重さ：100g

【USB式アダプター仕様】

入力：100〜240V 50/60Ｈｚ 0.2A

充電
お知らせ
ボタン

出力：5V/1A

●ご購入後初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合、
パワー低下や稼働時間が短くなった場合は、本体を充電して
ください。
●充電ケーブルの充電ジャックを本体の充電口に、USBコネク
タをパソコンや付属のUSB式アダプターのUSBポートに接
続します。
●充電お知らせランプが赤色に点灯します。
※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。
●充電時間や稼働時間は、本製品の使用頻度によって異なりま
す。
●充電が完了すると充電お知らせランプが緑色に点灯しますの
で、
ケーブルを外してください。
●充電中以外は、
ケーブルを本体から抜いてください。

充電口

USBポート付きのPC
モバイル
バッテリー
(別売)
付属のUSB式
アダプター

本体の
充電口へ
充電
ジャック

USB
コネクタ

■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。

ボタン操作
電源のON/OFFとEMS/RF温熱モードの設定を行います。

●ON/OFFボタンを押すと電源がONになり、液晶パネルが青色に点灯して各モード名が表
示されます。
●この状態でON/OFFボタンを押すと、EMS/RF温熱モードが作動します。(強さレベル
「弱」) ON/OFFボタンを押すごとに強さレベルが上がります。
※強さレベルを設定しないと、EMS/RF温熱は作動しません。
●強さレベル「強」の状態でON/OFFボタンを押すと、電源がOFFになります。
●強さレベルを下げたい場合は、一度電源をOFFにしてから再度設定してください。
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赤色レーザー・赤色LED・マッサージ(Nurse)モードとの同時使用も可能です
EMS/RF温熱モード中にPHOTONボタンを押してください。
各モードに関しましては右の図をご参照ください。
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PHOTONボタン

赤色レーザー・赤色LEDとマッサージモードの設定を行います。

●ON/OFFボタンを押すと電源がONになり、液晶パネルが青色に点灯して各アイコンが
表示されます。
●この状態でPHOTONボタンを押すごとにマッサージ(Nurse)→赤色レーザー→赤色
LED→赤色レーザー・赤色LED同時点灯の順に切り替わります。
※赤色レーザー・赤色LEDを直視しないようご注意ください。
●赤色レーザー・赤色LED同時点灯の状態でPHOTONボタンを押すと、赤色レーザー・赤
色LEDとすべてのアイコン表示が消え、液晶パネルのみ点灯している状態になります。
●赤色レーザー・赤色LEDの変更やモードを変更したい場合は、再度PHOTONボタンを
押して設定してください。
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赤色レーザー・赤色LED点灯中は、液晶パネルの

「Photon」に「

」マークが点滅します。

EMS/RF温熱モードとの同時使用も可能です
マッサージ及び赤色レーザー・赤色LEDモード中にON/OFFボタンを押してください。
各モードに関しましては、左の図をご参照ください。

カウントダウン機能

Photon

頭皮のお手入れ時間は、各モード10分ずつが目
安です。電源をONにすると液晶パネルに時間が
表示され、10分経過すると、自動的に電源が切れ
ます。10分を一回のお手入れ時間の目安にしてく
ださい。

Time

Min

モードを選択すると、液晶パネル
の一番下に「10分」と表示され、
1分毎にカウントダウンされます。
カウントダウン中に各ボタンを押
しますと、カウントダウンがリセッ
トされます。

お手入れ方法
通常通り洗髪し、
髪をしっかり乾かしておきましょう。
●赤色レーザーや赤色LEDを直接見たり長時間直視しないでください。特に、お子様が誤って遊
ばないよう十分ご注意ください。
●普段通り洗髪し、髪をしっかり乾かした状態で行ってください。
●ケアを行なう際は、必ず育毛剤や頭髪用美容液などをご使用ください。
●本体側面の微弱電流誘導サイドバーに手が触れるように握ってください。
●ブラシヘッドは肌に対して真っ直ぐ当ててください。また、肌に強く押し付けたりこすったりせ
ず、
やさしく滑らせるようにして動かしてください。
●ご使用中、肌に異常を感じたり、肌に合わないと感じた場合はご使用を中止し、医師に相談する
か、当社へご連絡ください。

頭皮の乾燥やフケが気になる

1日1回
10分

EMS/RF温熱(＋エレクトロポレーション/メソセラピー)で徹底保湿

週3回
EMS/RF温熱(＋エレク
トロポレーション/メソセ
ラピー)で美容液の成分
を深く浸透させ、頭皮の
奥からうるおって乾燥に
よるフケを改善します。

①

頭皮用の美容液などを頭
皮にたっぷり付けます。

●頭頂部や耳の後ろなど、フ
ケが出やすい部分を重点的
に行うなど、ご自身の頭皮
の状態に合わせてアレンジ
してください。
●ケア中に美容液が足りなく
なったりブラシヘッドの滑り
が悪くなった場合は、その
都度付け足してください。

②

ON/OFFボタンでEMS/RF
温熱モードに設定したら、ブラ
シヘッドをやさしく頭 皮に当
て、髪をとかすように頭皮全体
をマッサージしてください。

③

ケアが終わりましたら、指の腹を
使って残った美容液を頭皮に揉み
込むようにマッサージしましょう。

頭髪にハリやコシがなくなってきた
EMS/RF温熱(エレクトロポレーション/メソセラピー)＋振動マッサージと、
赤色LEDで頭皮から健やかに

1日1回
各10分

EMS/RF温熱(＋エレク
トロポレーション/メソセ
ラピー)で美容液の成分
を深く浸透させ、頭皮の
奥からうるおいます。
赤色LEDで頭皮の状態
を整え、健やかな髪の成
長をサポートします。

週3回

①

頭皮用の美容液などを頭
皮にたっぷり付けます。

●頭頂部等ボリューム
を出したい部分を重
点的に行うなど、
ご自
身の頭皮の状態に合
わせてアレンジして
ください。
●ケア中に美容液が足
りなくなったりブラシ
ヘッドの 滑りが 悪く
なった場 合は、そ の
都度付け足してくだ
さい。

②

ON/OFFボタンでEMS/RF
温熱(エレクトロポレーション
/メソセラピー)を稼動させ、
PHOTONボタンで振動マッ
サージ(Nurse)モードに設定
したら、ブラシヘッドをやさし
く肌に当て、髪をとかすよう
に頭皮全体をマッサージして
ください。

③

④

一旦電源切った後再度電源を
入れ、PHOTONボタンで赤色
LEDモードに設定したら、手順
②と同様に髪をとかすように
頭皮全体をマッサージします。

ケアが 終わりましたら、指 の 腹を
使って残った美容液を頭皮に揉み
込むようにマッサージしましょう。

髪の分け目や生え際の薄毛が目立ってきた
EMS/RF温熱と振動マッサージ、赤色レーザーで発毛促進

1日1回
10分
週3回

EMS/RF温熱(＋エレク
トロポレーション/メソセ
ラピー)で育毛剤や発毛
促進剤の成分をダイレ
クトに届けます。
赤色レーザーで頭皮深
部や毛根を活性化し発
毛を促します。

①

育毛剤や発毛促進剤などを
頭皮にたっぷり付けます。

②

ON/OFFボタンでEMS/RF
温熱(エレクトロポレーション/
メソセラピー ) を 稼 動 さ せ 、
PHOTONボタンで赤色レー
ザーモードに設定したら、
ブラ
シヘッドをやさしく肌に当て、
髪をとかすように頭皮全体を
マッサージしてください。

●薄毛が気になる部分
を 重 点 的 に 行うな
ど、ご自身の頭皮の
状態に合わせてアレ
ンジしてください。
●ケア中に美容液が足
りなくなったりブラシ
ヘッドの 滑りが 悪く
なった場 合は、そ の
都度付け足してくだ
さい。

③

ケアが 終 わりましたら、指 の 腹を
使って残った美容液を頭皮に揉み込
むようにマッサージしましょう。

お手入れが終わったら
●ON/OFFボタンを2秒以上長押しして、本体の電源を切ります。
●指の腹を使って残った美容液を頭皮に揉み込むようにマッサージしましょう。
●本体のブラシヘッドに付いた美容液や育毛剤等をきれいに拭き取り、消毒用アルコールを付けたやわらか
い布やウェットティシュなどで拭いて清潔にしてください。
※シンナー・ベンジン等の溶剤類は使用しないでください。
※水洗いはしないでください。防水仕様ではありません。
●直射日光が当たる場所、高温になる場所、湿気やホコリが多い場所を避けて保管してください。また、お子
様の手が届かないようご注意ください。

＊Q&A＊
EMS/RF温熱モードが作動していないようですが？
EMS/RF温熱モードは微弱電流を皮膚に流す施術なので、振動が発生するものではありません。
ブラシヘッドをお肌に当ててしばらくすると軽いチクッとした刺激やじんわりとした熱を感じるようになります。

毎日時間をかけてお手入れしたほうが良いのでは？
本機に搭載されている機能は高い育毛・発毛・美容効果を発揮しますが、その分頻繁に使いすぎると頭皮や
頭髪に負担をかけてしまいます。
頭皮や頭髪に負担をかけずにお手入れをしていただくために、週3回のご使用をお願いしております。
同様の理由で、1日の使用時間もお手入れ手順に記載されている時間をお守りください。

指定の育毛剤や発毛促進剤、美容液等はありますか？
特にございません。
お手持ちの育毛剤や発毛促進剤、美容液等をお使いいただけます。

ブラシヘッド部分の材質は何ですか？
ブラシヘッドの表面(皮膚に触れる部分)には、
ステンレスを使用しております。
傷や腐食・サビに強く、アレルギーが起こりにくいといわれています。

表示時間が10minのままカウントダウンされないのですが・
・
・
カウントダウン中に各ボタンを押しますと、モードが変更されてカウントダウンがリセットされ、再度10分か
らスタートします。
お手入れ中はボタンを押さないようご注意ください。

液晶パネルの表示が見づらくなったり、LEDやレーザーの光が弱くなってきています。
充電残量が少なくなっています。付属の充電ケーブルを接続し、充電を行ってください。
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。 ※ご使用回数に関わらずご購入から3ヵ月以上経過し

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：045-227-5123

E-mail：shop@kireido.com

返送先

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。

〒231-0027
神奈川県横浜市中区扇町2-5-15 リラックスビル6F
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

︿修理規約﹀

【保証書】
※本体以外の付属品は消耗品の為、
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。
保証対象外となります。
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。
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。
●通信販売の場合、お客様情報やご購入履歴を店舗にて管
■品番：
■品名：belulu brilliant hair
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。
■修理保証期間：販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)
ただし、
お問い合わせや修理ご依頼の際に「受注番号」が必
■お客様名：
要となりますので、お手数ですがお客様ご自身で「受注番
■ご住所：
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
■受注番号:
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
販売店：株式会社ビューティフルエンジェル
ませんので、保証期間経過後の修理について不明な場合
販売日付：
年
月
日
印
は、当社までお問い合わせください。

