弾力
水分/油分

美・ル・ル 肌チェッカー

43 % 28 %

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。
尚、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

●使用電池は、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、電池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。
●濡れた手で肌センサーや電池接触部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「ご確認ください」をよくお読みになり、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、電池を抜いて保管してください。
●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。

【ご確認ください】
※本品は体内に微弱な電流を通して測定します。ペースメーカーなど、体内に機器を装着さ
れている方のご使用は、
機器に影響を及ぼすおそれがありますので絶対におやめください。
（計測に使用している電流は非常に微弱なため、身体に刺激を与えることはありません。妊
娠中の胎児にも影響はありません。）
※極度にお肌が荒れている場合やお肌が炎症を起こしている場合はご使用をお控えください。

美・ル・ル スキンチェッカー 機能紹介
美ルル スキンチェッカーは、高い精度でお肌の状態を測定できる家庭用
肌質測定器です。

結果が一目で分かる液晶パネル

大きな文字と分かりやすいイラストのアイコンで、お肌の状態がすぐに分
かります。
肌状態によって液晶パネルのランプの色が変わる機能付き。

水分・油分測定

肌センサーをお肌に当てるだけでお肌の水分量と油分量を測定し、結果
を％表示で分かりやすくお知らせします。

肌状態測定

ハリやキメなどの肌状態を測定します。測定結果は5段階評価で表示され
ます。
肌状態をアイコンで5段階表示
弾力
水分/油分

43 % 28 %

水分量

油分量

測定データ自動保存機能

10回分の測定データを自動的に保存します。
データチェックボタンを押すと過去10回までのデータを見ることができる
ので、お肌の状態の変化をよりしっかりチェックすることができます。

蛍光剤チェックブラックライト

化粧品やパックなどに、お肌に悪影響を与えるといわれている蛍光剤が
入っているかを調べることができるブラックライトを搭載しています。
蛍光剤が含まれていると、
ブラックライトを当てた際に反応して蛍光剤が
発光します。

製品仕様

※製品仕様は、予告なく変更される場合がございます。

肌センサー
【本体表】

【本体裏】

弾力

水分/油分

液晶パネル
電池ケース/カバー

データボタン/
ブラックライトボタン
電源ボタン/
測定ボタン

ブラックライト

サイズ：高さ122×幅34×厚さ25mm 重さ : 37g(乾電池含まず)
使用電源 : 単4電池 2個 推奨使用温度/湿度 : 5℃〜40℃/70％以下

●ボタン操作を行ったり測定を行うと、
液晶パネルのライトが緑色または赤色に
点灯します。何も操作されないまま10秒経過しますと、
ライトが消灯します。
●何も操作されないまま4分が経過しますと、
自動的に電源がOFFになります。
電池
電 池カバー 下 の
ツマミを押し上げ
ると、電池カバー
が開きます。

−

単4電池を2個入
れ、電池カバーを
閉じてください。

＋

電池の向きにご注
意ください。

＋

−

液晶パネル表示
弾力
水分/油分

43 % 28 %

肌状態をアイコンで5段階表示

油分量

水分量

アイコン

肌の状態

非常にキメ
が乱れ、
ハリ
が失われて
いる

キ メ が 乱 普通の状態 キメが整い
ハリがある
れハリが失 のお肌
われかけ
ている

非常にキメが
整っていて、
ふっくらとハ
リがある

【肌状態と液晶パネルの点灯カラー】

水分量・油分量・弾力・キメなどを総合的に判断し、肌状態が良い時は緑色に、悪
い時は赤色に点灯します。
下記に記載の表示は一例です。お肌の状態により表示が変わります。

弾力
水分/油分

弾力

45 % 26 %

水分/油分

水分量・油分量のバランスが良く、
しっとり
としてキメ・ハリのある理想的なお肌です。

弾力
水分/油分

24 % 2 1 %

深刻な水分不足と皮脂不足が起き、キメ・
ハリも無くなっているの状態です。まずは
水分をたっぷり補うお手入れをしましょう。

弾力

29 % 45 %

水分/油分

一見うるおっているように見えますが、実
はお肌の奥が乾燥して皮脂が過剰分泌さ
れているインナードライの状態。深層保湿
を行いましょう。

39 % 63 %

皮脂が過剰に分泌されているオイリー肌。
皮脂分泌を抑えるお手入れを行いつつ、
保湿もしっかり行いましょう。

【水分・油分量の理想的な数値とバランスの目安】
お肌の水分量・油分量の理想的な比率は、
水分8 : 油分2、
水分量は40〜50％
が最も良いお肌の状態と言われています。
この比率が崩れたり、
水分量が極端に減ったりすると、
お肌のキメが乱れ乾燥肌、
皮脂が過剰に分泌されるベタつき、
インナードライなどの肌トラブルが起こりや
すくなります。
ご自身のお肌の状態をきちんと知ることで、無駄なく最適なお手入れを施すこ
とができます。

春・秋

水分 : 35％〜55％
油分 : 16％〜25％

【頬・口周り】

水分 : 35％〜55％
油分 : 16％〜28％

【目元】

水分 : 35％〜55％
油分 : 16％〜28％

【額】

水分 : 35％〜60％
油分 : 16％〜30％

【頬・口周り】

夏

水分 : 35％〜60％
油分 : 16％〜30％

【目元】

水分 : 35％〜55％
油分 : 16％〜30％

【額】

水分 : 30％〜50％
油分 : 16％〜28％

【頬・口周り】

冬

季節や気温︑湿度などにより︑お肌の状態や基準となる数値が変化
します︒
一般的に夏は皮脂分泌過多︑冬は水分不足になりがちです︒

【額】

水分 : 30％〜50％
油分 : 16％〜28％

【目元】

水分 : 35％〜50％
油分 : 16％〜30％

肌質測定を行う
より正確な測定結果を得るために、室温の環境で汗をかいていない状態、体毛が生
えていない場所、
またメイクをしていない状態で測定してください。

弾力
水分/油分

①キャップを外し、電源ボタンを
1回押します。

弾力
水分/油分

弾力

88 % 88 %

水分/油分

88 % 88 %

②「ピー」と音が鳴って電源がONになり、液晶パネルのライトが緑
色→赤色の順にします。
この時、
液晶パネル内のすべてのアイコンが表示されます。

弾力
水分/油分

-- % -- %

③液晶パネルのライトが消灯し、表示
が上記のような状態になったら測定
可能です。

弾力

__ __

水分/油分
弾力
水分/油分

__ __

測定中は、液晶パネル内の4本の線
が時計回りに回ります。

④肌センサーをお肌に押し当て
ます。約3秒で測定が完了し、
「ピー」
と音が鳴ります。

弾力
水分/油分

肌センサーをお肌にしっかり押し当て
ていなかったり、測定完了前に離して
しまうと正しく測定できず、
「 Err」とエ
ラー表示がでます。電源ボタンを1回
押すと一旦リセットされますので、再度
お肌にしっかり押し当ててください。

自動保存された測 定データを見る

弾力
水分/油分

-- % -- %

①電源をONにした状態、
または
測定が完了した状態で、デー
タボタンを1回押します。

弾力
水分/油分

弾力

01

水分/油分

42 % 27 %

②1個目の測定データが表示されます。液晶パネルの
ライトも点灯します。
弾力
水分/油分

弾力

02

水分/油分

2 1 % 35 %

③データボタンを押すごとに、新しい順に測定データが
表示されます。(最大10件まで)

ブラックライトの 使 用

弾力

※ブラックライトの光源を直視しな
いでください。

水分/油分

-- % -- %

①電源をONにした状態、
または測定が完了した状態でブラックライトボタ
ンを3秒以上長押しすると、
本体下部のブラックライトが点灯します。
②蛍光剤が含まれているかチェックしたい物に光を当ててください。
③もう一度ブラックライトボタンを3秒以上長押しすると、
ブラックライトが
消灯します。

測定が終わったら
●電源ボタンを3秒以上長押しして電源をOFFにします。
●肌センサーは、硬く絞った濡れ布巾や消毒用アルコールなどで拭いて清潔に保ってください。
●ゴミやホコリ、高温多湿、直射日光を避け、
お子様の手が届かない場所に保管してください。
●長期間使用しない場合は、電池を抜いて保管してください。

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。

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。

E-mail：support@kireido.com
固定電話：0120-09-5121 携帯・スマートフォン：045-227-5121
※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
■品番：
■品名：belulu SkinChecker
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
■修理保証期間：販売日から1年間(ご使用回数に関わらず)
ざいません。
■お客様名：
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
■ご住所：
手数ですがお客様ご自身で「受注番号」を
■受注番号:
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期間、条件
販売日付：
年
月
日
印
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。

