
美ルル シェル
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。

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。
●本品をご使用中は、LEDライトを直接見たり、目に照射しないでください。LEDライトを直視しますと、目を傷めるおそれ
があります。
●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、お客様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。
●使用中、痛み等があった場合は、すぐに3D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・お客様自身による修理をされた際の怪我、故障、破
損等につき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〉

●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　●声帯部分
●頭髪、目や耳の周り、粘膜などのデリケートゾーン

〈下記の部位には使用しないでください〉

ご使用前に必ずお読みください。

●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)　●化粧品等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

LED
3色＋3色ミックスカラーを搭載。色によって効能が異なるため、悩みに合わせて色を選ん
で効果的に光エステを行なうことができます。

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や老廃物の排除を促します。

振動マッサージ(VR)
スロータイプ・ノーマルタイプ2パターンの快適な振動で肌の内側に刺激を与え、血行を
促進します。

3色ミックス点灯
時短とお肌の総合
的なケアに。

3色ミックス点灯
時短とお肌の総合
的なケアに。

赤色LED
シワなどの年齢肌
対策に。コラーゲ
ンの生成サポート
効果も。

オレンジLED
シミやくすみなど
の色素沈着にアプ
ローチして効果を
発揮。

青色LED
ニキビの炎症を抑
えるとともに、ニキ
ビができにくい肌
に整える。

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筋肉が鍛えられ、筋トレと同じ効
果が期待できます。
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。

美・ル・ル キャビアップ 機能紹介

選べる組み合わせ
各機能をお好みに合わせて組み合わせて使うことができます。

光エステ ＋ RF温熱 光エステ ＋ EMS
光エステ

＋ 振動マッサージ
振動マッサージ ＋ RF温熱 振動マッサージ ＋

EMS

振動マッサージ ＋光エステ ＋ EMS ＋ RF温熱

光エステ・・・赤＋オレンジ＋青のミックス点灯、赤色・オレンジ・青色単色、3色ミックス点滅から選べます。
振動マッサージ・・・スロータイプ・ノーマルタイプの2パターンから選べます。
RF温熱・・・強さをレベル1～4の4段階設定できます。
EMS・・・強さをレベル1～4の4段階設定できます。

●本製品は充電式ではないため、電源ケーブルを抜いて
のご使用はできません。コンセントに接続した状態でご
使用ください。

●電源ケーブルの電源プラグを本体の電源口に、ACプラ
グを家庭用コンセント接続します。
●電源ボタンを2秒以上長押しすると、電源がONになり
ます。(この時点では、各モードは稼働していません。次
ページにてモード設定を行います。)

●ご使用中以外は、ケーブルを本体から外してください。
■正しく通電された状態でも稼働時間が短い場合は、内
蔵電池の寿命です。

●安全にお使いいただくため、必ずパッチテストを行ってください。
○美容液を腕の内側など皮膚の薄い部分に塗り、次ページに記載されている本製品の機能をすべて試してくだ
さい。
○異常がないことを確認してから顔のケアを行ってください。万一、皮膚に異常が見られた場合は本製品を使用
せず、当社または医師にご相談ください。

【本体仕様】
電源定格：入力AC100～240V 出力DC 12V 1.5A 50/60Hz
消費電力：最大10W　出力周波数：90KHz
LED波長:青415nm(±10)/緑530nm(±10)/赤620nm(±10)
外形:最大160×70×55mm　重量:約174g　10分で自動OFF

ACプラグ

家庭用
コンセントへ

電源プラグ

本体下の
電源口へ

製品仕様
3Dヘッド

※製品仕様は、予告なく変更される場合がございます。

LEDライト
操作ボタン

電源ケーブル

専用スタンド

電源
プラグ

ACプラグ

操作方法

RF設定ボタンRF

VR

EMS

LED
振動マッサージ
設定ボタン

電源ボタン

EMS設定ボタン

LED設定ボタン

レベルランプ

電源ランプ

電源ボタンを2秒以上長押しすると電源
がONになり、電源ランプが点灯しレベル
ランプが時計回りに順番に点灯した後、電
源ランプのみが点灯している状態になり
ます。

途中で電源を切る時は、電源ボタンを2
秒以上長押ししてください。
レベルランプが反時計回りに順番消灯し
た後、電源がOFFになります。

1回のお手入れの目安として、10分で自
動的に電源がOFFになります。

●「EMS」ボタンを1回押すと、EMSが稼働します。
●EMSボタンを押すごとに、強さレベル1→2→3→4→停止の順に切り替わ
ります。
●EMS稼働中は、電源ランプとレベルランプが点滅します。

EMS稼働中は、LEDが同時に点灯します。
ＬＥＤボタンでカラー変更が可能です。(消灯はできません)
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電源ON
(EMS稼働なし)

強さレベル1 強さレベル2

強さレベル3 強さレベル4

●「RFボタンを1回押すと、EMSが稼働します。
●RFボタンを押すごとに、レベル1→2→3→4→停止の順に切り替わります。
●RF稼働中は、電源ランプが点滅、レベルランプが点灯します。

RF稼働中は、LEDが同時に点灯します。
ＬＥＤボタンでカラー変更が可能です。(消灯はできません)
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レベル1 レベル2

レベル3 レベル4

●「LED」ボタンを1回押すと、3色ミックスモードが点灯します。
●LEDボタンを押すごとに、3色ミックス点灯→赤色単体→オレンジ単体→青色単体
→3色ミックス点滅→消灯の順に切り替わります。
●LED稼働中は、電源ランプが点滅します。

光エステ

電源ON
(ＬＥＤ点灯なし)

3色ミックス点灯 赤色単色

3色ミックス点滅 青色点灯 オレンジ単色

●電源ボタンを2秒以上押すと電源がONになり、電源ラン
プが点灯しレベルランプが時計回りに順番に点灯した後、
電源ランプのみが点灯している状態になります。
●「VR」ボタンを1回押すと、振動マッサージ(ノーマルモー
ド)が稼働します。
●VRボタンを押すごとに、ノーマルモード→スローモード→
停止の順に切り替わります。
●振動マッサージ稼働中は、電源ランプが点滅します。

振動マッサージ

複数の機能を同時に組み合わせる場合は、使用したい
機能のボタンを押してください。
(RFとEMSは同時に使用できません)

●ケアを行なう際は、必ずジェルやクリームなどをご使用ください。乾いた肌に使用しますと、3Dヘッドが滑りにくくな
り肌を傷めたり、刺激を強く感じる場合がございます。
●ヘッド部分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。
●本品はボディ用のため高い出力に設定されておりますので、顔には使用しないでください。(フェイスラインまでに留
めてください)

基本のお手入れ方法

■RF・EMS・振動マッサージ■

1箇所につき10分間じっくり行ったり、複数個所を少しずつ行うなど、ご自身のお悩みやお好みに
合わせて自由にアレンジしてください。

基本のお手入れ方法

小さく円を描きながらゆっくり動かすのがポイントです。ボディクリームなどを塗って行ってください。

おへその上下を左右に
往復

おへその周りを小さく円
を描きながら周回

おへそに向かって外側か
ら内側へ

ヒザから脚の付け根へ円を描きながら滑らせる

太もも前面 太もも裏

お腹周り

足首から膝に向かって円を描きながら滑らせる

肘から肩へ円を描くよう
に滑らせる

円を描くように下から
持ち上げる

膝下外側 膝下内側

二の腕

●LEDライトご使用時は、目を閉じてください。ＬＥＤライトを長時間直視したり、目に当てたりし
ないしないでください。
●お好みで美容ジェルや美容液等をご使用ください。
●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。

■赤色LED編■

カラーの効能を参照し、使用したいカラーに設定したら、光を肌に当ててくださ
い。 肌から1cmほど離すと、光がまんべんなく当たります。

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。

※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。

●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。

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。

〈修理規約〉

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。

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。

受注番号または注文番号

【保証書】

■品番：　　　 ■品名：belulu Shell

■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

※本体以外の付属品は消耗品の為、
　保証対象外となります。

E-mail：support@kireido.com
固定電話：0120-09-5121　携帯・スマートフォン：045-227-5121

〒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

保証期間内の修理について

返送先

氏名 購入商品 購入からの期間 故障状況


