One 〜RF〜
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おり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、充電、
ケーブルの異常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。
●ストーブ等高温になる場所で本品を使用したり放置したりしないでください。
●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。
●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ましては保証対象外とな
り、
当社は責任を負いかねます。

！

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。
●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。
●長期間使用しない場合はケーブルを外してください。
●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。水洗いしたり、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。

〈下記に当てはまる方は、
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 ●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 ●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
●悪性腫瘍
●声帯部分

〈下記の部位には使用しないでください〉

●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
●頭髪、
目や耳の周り、
粘膜などのデリケートゾーン

美・ル・ル one〜RF〜 機能紹介

肌の適温「42℃」
で温めながら美容成分を奥深くに

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や老廃物の排除を促します。
42℃の温かさに肌を触れさせることによってHSP(ヒートショックプロテイン)と
いうタンパク質が体内で増え、
シワやむくみを改善させるだけでなく紫外線で受
けたダメージも修復してくれます。
肌が温まることで肌が柔らかくほぐれ、美容成分が肌の奥まで届きます。

製品仕様
キャップ
ヘッド部分

ＲＦヘッド

電源ボタン
お知らせ
ランプ
充電口

サイズ：高さ120×幅57×厚さ29mm
重さ : 173g
電源 : AC100V〜240V 50/60Hz
出力 : DC5V/1A
定格電圧/定格容量 : 3.7V/900mAh
充電時間 : 4〜5時間
使用時間 : 3分×50回

充電方法
本体下部の充電口カバーを開くと、
中に充電口があります。

カバーの隙間に爪を入れて引き上げます。
●ご購入後初めて使用する場
合や長期間使用しなかった
USBポート付きのPC
場合、パワー低下や稼働時
モバイル
間が短くなった場合は、本体
バッテリー
を充電してください。
(別売)
●充電ケーブルの充電プラグ
付属のAC式
を本体の充電口に、USBコ
本体の
アダプター
ネクタをパソコンや付属の
充電口へ
U S B 式アダプター 等 の
USBポートに接続します。
●「ピー」
と音が鳴り、本体のお
充電
プラグ
知らせランプが赤色に点灯
USB
コネクタ
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。
●充電時間や稼働回数は、
本製品の使用頻度や使用モードによって異なります。
●充電が完了すると
「ピピピ」
とアラームが鳴り、
お知らせランプが緑色に変わり
ますので、
ケーブルを外してください。
●内蔵バッテリー保護のため、
ケーブルを抜いてからご使用ください。
■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。

操作方法

●操作ボタンを3秒以上長押しすると電源が
ONになり、RFが稼働します(本体正面のお知
らせランプが緑色に点灯します。)

電源ボタン
お知らせ
ランプ

肌に微弱な電流を通電させることにより内部か
らゆっくり温めるため、使い始めは発熱を感じる
まで多少時間がかかります。
また、ヘッド部分が肌に触れていない状態では
微弱電流が通電しないため、温かくなりません。

●お肌に当て続けていると、
RFにより温度が上昇します。
●操作ボタンを3秒以上長押しすると、電源がOFFになります。
3秒以上長押し

電源ON

電源OFF
3秒以上長押し

本品は、30分経過すると自動的に電源がOFFになります。

使用方法
推奨使用頻度 : 週4回まで 一日1回まで 1パーツ(両顔)6分まで
●防水ではありませんので、浴室内や水気の多い場所では使用しないでください。
●LEDライトを直接見たり長時間直視しないでください。
●ケアを行なう際は、必ず美容液またはジェルをご使用ください。乾いた肌に使用
しますと、3Dヘッドが滑りにくくなったり、肌トラブルの原因になります。
●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、刺激を感じた場合は強さレベルを下げてください。
●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。

【顎周り】
顎の中央にヘッドを当て、頬に向かっ
て持ち上げるように滑らせます。
片側3分 両側計6分

①美容ジェルを顔全体にたっぷり
塗ります。

【頬】

【フェイスライン】

口の横から耳へ、
鼻の横から耳へ、
内
側から外側に向かって滑らせます。
片側3分 両側計6分

フェイスラインから頬に向かって
持ち上げるように滑らせます。
片側3分 両側計6分

●目元は皮膚が薄くデリケートなため、お肌の様子を見ながら使用時間を調節してく
ださい。尚、眼球の真上は危険ですのでヘッド部分を当てないでください。
●お手入れが終わったら、お肌に残ったジェルをなじませ、乳液やクリームでお肌を整
えてください。
●操作ボタンを3秒以上長押しして電源を切ってください。
●ヘッド部分に残ったジェルはしっかり拭き取ってください。汚れが気になる場合は、
硬く絞った濡れ布巾や消毒用アルコール等で拭いてください。
※防水ではありません。水洗いはしないでください。 ※ベンジン・シンナー等の溶
剤類は使用しないでください。
●キャップを閉め、
ゴミ・ホコリ・高温多湿・直射日光を避けお子様の手の届かない場所
に保管してください。

●充電が切れていませんか？

内蔵充電池は特性上、電源を入れていない状態でも少しずつ
自然放電し、充電切れになる場合があります。
充電ケーブルで4時間程度充電を行い、再度電源ボタンを押
してみてください。

電源が入らない

●充電ケーブルを外していますか？
本品は、充電ケーブルをつないだままでは電源が入りません。
使用する時や充電が完了した時は、
必ずケーブルを本体から外
してください。

●操作ボタンを3秒以上長押ししていますか？
本品は、
操作ボタンを1回押しただけでは電源が入りません。3秒
以上しっかり長押ししてください。

RFの発熱が感じ
られない

●ヘッド部分がお肌にしっかり当たっていますか？
RFは微弱な電流を肌に流して通電させることで肌を内側から
温めるため、ヘッド部分が肌に触れていないと発熱しません。
また、使い始めは温まるまで多少時間がかかります。

●十分に充電されていますか？

充電残量が少ないと、使用回数が少なくなります。本品が満
充電になるまで4〜5時間充電を行ってください。

使用回数が少ない

●内蔵バッテリーの寿命
経年により内蔵バッテリーが劣化すると、充電容量が減り使用
回数が少なくなります。(バッテリーの寿命は約3年です。)

上記をご確認いただいても解決しない場合は、販売店へご連絡ください。

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。

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

※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

〒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
【保証書】

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。
●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」
■修理保証期間：販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)
の記載が無くても問題ございま
せん。
■お客様名：
ただし、お問い合わせや修理ご
■ご住所：
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
■受注番号:
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。
販売店：株式会社ビューティフルエンジェル
●この保証書は本書に明記した
販売日付：
年
月
日
印
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。

■品番：

■品名：belulu one RF

