
1 安全上のご注意 -正しくお使いいただくために-
ご使用前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくお使いください。

【表示と意味】

！

警告！

注意！

【絵表示の意味】

表 示 意 味

！

！

危険

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、お客様自身や他の方への危害や財産等への損
害を未然に防止するものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される危害や損害の程度を表していま
すので、必ずよく読み、指示に従ってください。取扱説明書は、本製品を安全に正しくお使いいただくために必要
です。本製品を人に貸す、または差し上げる場合は、必ず本書を一緒にお渡しください。

取り扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示します。

「危険・警告・注意」を表します。具体的な注意内容は図の中や近くに絵または文章で記載しています。

「禁止事項」を表します。具体的な禁止内容は図の中や近くに絵または文章で記載しています。

「行為の強制・指示」(必ず行うこと)を表しています。具体的な指示内容は図の中や近くに絵または文章
で記載しています。

取り扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。
※物的損害とは、家屋、家財、及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

取り扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

ご使用前に

危険

禁止

！

●下記のような医療用電子機器をお使いの方は、本製品を使用しないでください。
○ペースメーカー等の体内植込式医療用電子機器　○人工肺等の生命維持用医療電子機器
○心電図等の装着型医療電子機器　○その他、体内の装着している医療用電子機器
※医療用電子機器の誤作動をまねくおそれがあります。

警告

禁止

！

●下記に当てはまる方は、本製品のご使用をお避けください。

※事故や肌、身体に異常が起きるおそれがあります。

○急性疾患がある方　○有熱性疾患がある方　○結核性疾患の方　○血友病疾患の方
○血圧異常の方　○悪性腫瘍がある方　○伝染病疾患の方　○心臓疾患の方　○狭心症の方
○3ヵ月以内に放射線治療や化学療法を受けたことがある方　○多発性硬化症の方
○紫班病など内出血しやすい方　○皮膚ガン病歴がある方　○てんかんをお持ちの方
○糖尿病及び他の疾患による皮膚異常疾患の方　○妊娠中・妊娠直後の方　○授乳中の方
○顔面神経痛をお持ちの方　○ケロイド体質の方　○アトピー性皮膚炎の方
○過度の日焼けをしている方　○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　○化粧品や化学繊維等でかぶれた経験がある方
○ステロイド系ホルモン剤の長期服用や肝機能障害で毛細血管の拡張を起こしている方　
○事故等により頭部や眼科的後遺症がある方　○海水浴や大衆浴場へ行く前の方
○本品を使用する前後6週間以内に他の脱毛を行う、または行った方
○本品を使用する前後1週間以内に美白化粧品やビタミンAが含まれた化粧品等を使用する、またはさ
れた方
○乳幼児　○自分の意思で動いたり、意思表示ができない方
○その他、医師の治療を受けている時や療養中、身体に異常がある場合

ご使用場所・電源

●本製品は防水仕様ではありません。浴室など水がかかりやすい場所での使用や充電はしないでください。
やけどや感電、故障のおそれがあります。
●台所やストーブなど火気、高温の近くや車内、直射日光が当たる場所での使用や保管はしないでくだ
さい。事故や感電、故障のおそれがあります。
●コードやプラグにホコリやゴミが付着したまま使用しないでください。火災、感電、ショート、やけどのお
それがあります。

●使用電圧、ケーブルなどは、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。守らないと火
災や感電、ショート、やけどのおそれがあります。

●使用中以外や保管する際は、コードを本体及びコンセントから抜いてください。プラグを抜くときはコー
ドを引っ張らず、プラグ本体を持って引き抜いてください。コードを引っ張りますと、断線やショート、感
電のおそれがあります。

警告

禁止

！

警告

必ず守る

！

！

●ご使用時は、以下の事項をお守りください。
○初めて使用される方や肌が敏感な方は、目立たない部分で使用時間を短くしたり、出力レベルを低く
設定するなど様子を見ながら使用してください。守らないと肌トラブルや事故のおそれがあります。

○身に着けている貴金属類にフラッシュが当たりますと危険です。ご使用時は、貴金属類は外してください。
○脱毛箇所への過度のご使用はお避けください。※守らないと腫れたり、赤みがでる場合があります。
●本製品に通電させたまま長時間放置しないでください。事故やトラブルのおそれがあります。
●使用前に操作ボタンをすべて操作し、本体が正常に作動するか確認を行ってください。万一、損傷、異
常等がある場合は使用せず、弊社へご連絡ください。守らないと、事故や体調不良を起こすおそれが
あります。

注意！

必ず守る
！

準備及びご使用時

●必ず本製品の使用目的(体及び体の脱毛・ケア)に沿ってご使用ください。事故や体調不良を起こすお
それがあります。

●説明書で定められた手順で操作してください。事故や体調不良、故障を起こすおそれがあります。
●使用時間や使用頻度は本書の指示に従ってください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。

●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。
●本製品は家庭用機器です。業務目的でのご使用はしないでください。事故や体調不良起こすおそれが
あります。

●本体やコードの破損、故障、変形、断線など不具合がある場合や異常に発熱する場合、コンセントやプ
ラグへの差し込みが緩い場合は、使用しないでください。火災、感電、ショート、やけどのおそれがあり
ます。
●濡れた手で本体やコード、プラグを触ったり、コンセントを抜き差ししないでください。感電やショート、
事故のおそれがあります。

●本製品を使用し、痛みや不調を感じたり、発疹、発赤、かゆみ等皮膚症状が現れた場合やその他皮膚に
異常を感じた時は直ちにご使用を中止し、当社にご連絡いただくか専門医にご相談ください。守らない
と肌トラブルや体調不良を起こすおそれがあります。
●本製品のご使用中に異臭や異常発熱した時は直ちに使用を中止し、点検のため当社にご連絡ください。
守らないと事故や故障、ケガのおそれがあります。

警告

必ず守る

！

！

禁止

警告

必ず守る

！

！

お手入れ・保管

●乳幼児や自分で意思表示ができない人の手の届かない場所に保管してください。守らないと事故やケ
ガ、故障のおそれがあります。
●本体のお手入れをする際は必ず電源を切り、充電中や稼働中は行わないでください。守らないと感電
などの事故のおそれがあります。

●本体や付属品の分解、改造、お客様ご自身での修理は絶対にしないでください。発火や異常動作によ
る事故やケガのおそれがある他、修理の対象外となります。本製品の不具合につきましては、必ず当社
へご連絡ください。

●充電や保管は高温多湿、振動、直射日光の当たる場所を避け、涼しくて安全な場所で行ってください。
守らないと事故や故障の他、製品の劣化を早めます。

●本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体の条例に従い処分してください。地球環境のため、放
置はしないでください。

●本体や付属品を洗浄する際は、シンナー、ベンジン、ガソリンなどの揮発油や薬品類、研磨剤を含んだ
洗剤、熱湯を使用しないでください。変色、変質や傷がつくおそれがあります。汚れがひどい場合は、水
で薄めた中性洗剤に布を浸してよく絞り、やさしく汚れを拭き取ってください。その後、乾いた布で仕
上げてください。

●本体や付属品を熱器具に近付けたり、電子レンジや高圧容器に入れないでください。発熱、発火、故障等
の原因になります。

●本体や付属品を高い所から落としたり、叩いたり強いショックを与えないでください。また、上記が原因で
本体や付属品が損傷した場合は使用しないでください。ケガや故障のおそれがあります。

●本製品や付属品を水につけたり、水洗いしないでください。感電やショート、事故、故障のおそれがあり
ます。

禁止

警告

必ず守る

！

！

禁止

注意

下記の【表A 使用可能な肌色表】をご参照ください

必ず守る

！

！

！ ！

※本品の使用が可能な肌の方でも、シミやホクロが多い場合はご使用いただけない場合がございます。

肌の色

【表A】 OK OK OK OK
要注意

発光レベルを低く
設定してください

使用不可
やけどの危険が
あります

褐色明るい肌色 やや明るい肌色 小麦色
茶褐色

淡黄白色
標準的な色

濃褐色
黒褐色

本品は、ムダ毛やムダ毛の元になる毛根など色素が濃い部分に熱ダメージを与えて脱毛します。
下記の表で肌の色が濃褐色・黒褐色に該当する方は、やけどの危険があるため、本品の脱毛機能をご使用いただけません。

脇 使用不可

使用不可

使用不可

使用不可

使用不可

レベル3～5
3～4回照射

レベル3～5
2回照射

レベル3～5
2～3回照射

レベル3～5
2～3回照射

レベル3～5
3～4回照射

レベル3～4
3～4回照射

レベル3～4
2～3回照射

レベル3～4
2～3回照射

レベル3～4
2～3回照射

レベル3～4
3～4回照射

レベル3～4
3～4回照射

レベル2～3
2～3回照射

レベル2～3
2～3回照射

レベル2～2
2～3回照射

レベル2～3
2～3回照射

レベル2～3
3～4回照射

レベル2～3
2～3回照射

レベル2～3
2～3回照射

レベル2～2
2～3回照射

レベル2～3
2～3回照射

レベル1～2
2～3回照射

レベル1～2
2～3回照射

レベル1～2
2～3回照射

レベル1～2
2～3回照射

レベル1～2
2～3回照射

腕

脚

顔

口周り

【表B】
肌の色

照射箇所
褐色小麦色

茶褐色
淡黄白色
標準的な色

濃褐色
黒褐色明るい肌色 やや明るい肌色
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■下記に詳しい照射周期が記載されておりますので、ご参照ください。■

効果的に脱毛を行うには、毛が生え変わる周期に合わせた施術が必要になります。

成長期(3ヵ月～数年)

フラッシュの効果があるのは
この成長期の毛だけ！

退行期(2～3週間) 休止期休止期 毛には、毛根が活動停止して毛が生えない状態の「休
止期」、毛根が細胞分裂して毛が伸びる「成長期」、成
長が止まり自然に毛が抜ける「退行期」があり、これ
らが混在しています。
フラッシュが効果を発揮するのは毛根が活発になっ
ている成長期の毛のみ。
1度目の照射で今生えている毛は抜け落ちますが、
しばらくすると休止期を終えた毛が伸びてきます。
このタイミングで2度目の照射を行い、さらに
退行期→休止期を経た毛が伸びてきたタイミング
で3度目の照射を行う、といった感じで定期的にフ
ラッシュ照射を行うことで、徐々に毛が生えにくく
なっていきます。

開始から5回目までは2～3週間に1度、6回目以降は4～6週間に一度の照射が目安です。
毛の周期は場所や人により異なりますので、毛が伸びてきたと感じたら照射してください。

1度目のフラッシュを照射
すると、今生えているAの毛
根にダメージを与えます。

Cが伸びてきたところで2
度目の照射を行います。

Cは抜け落ちます。Bが成長
期に入り、伸びてきますので
3度目の照射を行います。

Aが成長期に入りますが、1
度目の照射で毛根が破壊さ
れているため、細く弱々しい
状態で伸びてきます。

Aは抜け落ちます。
休止期の毛Cは影響を受け
ないので、成長を始めます。

A
成長期の毛 B

退行期の毛
C

休止期の毛

A B C A B C A B CA B C

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 ClearVeil

■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。

〒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

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

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。

美・ル・ル クリアベール

家庭用光脱毛器

～ClearVeil～

取扱説明書

2 セット内容・名称 ※製品仕様や外観・内容は予告無く変更になる場合があります。

【本体仕様】
●入力電力：36W　　
●定格電圧：100V～240V
●定格周波数：50Hz/60Hz
●保存温度：0～45℃
●使用温度：5～35℃

脱毛器本体

電源コード ポーチ
保護メガネ

★別売りで「アクネケア」「エイジングケア」のカー
トリッジを販売しております。

持ち手裏側に、電源コード差
込口があります。

照射口

カートリッジ

照射ボタン

お知らせランプ 液晶パネル/操作ボタン

肌色センサー

3 使用方法

本体に通電させる

レベル設定を行う

肌色検出を行う

●電源コードのプラグを脱毛器本体下部のコード
差込口に差し込みます。

●ACプラグを家庭用コンセントに差し込みます。
●正しく通電されると、お知らせランプが赤色に
点滅します。

※通電だけしている状態です。電源は入っていま
せん。

※カートリッジが装着されていない状態で通電さ
せないでください。

操作ボタンを押すごとに、照射レベルが下図のように切り替わります。
別紙の【表B 肌の色別レベル設定】を参照し、照射レベルを設定してください。

①操作ボタンを2秒以上長
押しすると電源がONにな
り、お知らせランプが赤色
に点灯して液晶ディスプレ
イに残りショット数が表示
されます。

②肌色センサーを腕など肌面積が
広い箇所にしっかりと当ててくだ
さい。
　肌色センサーの密着が弱かっ
たり、斜めやセンサーがすべて
覆われていない状態ですと、検
出が行われません。

③肌の色が適切と判断されると
ファンが稼働してお知らせラ
ンプが赤色・緑色交互に点滅
し、液晶ディスプレイに照射レ
ベルが表示されます。

プラグ ACプラグ
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本品は安全装置により、機器が肌を検知していない状態ではフラッシュを照射できません。

カートリッジ側

肌色センサー側

4 脱毛を行う

脱毛を行う前の準備

フラッシュ照射時は強い光が出ます。
光は一瞬ですが、なるべく直視しないようにご注意ください。

フラッシュ照射を行う

●照射箇所を清潔にし、よく乾かしておいてください。
●脱毛を行う際の毛の長さは、2～3mmを推奨しております。
　毛が長い場合はシェーバー等で長さを整え、短い場合は2～3mm程度まで伸ばしてください。
※ワックスや毛抜き、電気針、脱毛剤等は使用しないでください。
●ジェルや化粧水等は不要です。
●ほくろやシミが濃い・多い場合は、絆創膏等でカバーしてください。色素が濃い部分に熱が集中し、やけどを
起こすおそれがあります。

照射口は肌に対して垂直に、照射口全体を肌が覆うようにしっかり当ててください。
照射口の一部が肌に当たっていなかったり、斜めになっていると、肌検知ができません。

●カートリッジ側を脱毛箇所にしっかり当て、お知らせランプが緑色に点灯したら照射可能状態です。
●本体グリップ部分の照射ボタンを押すとフラッシュが照射され、脱毛が行われます。
●フラッシュ照射後はお知らせランプが赤色／緑色交互に点滅しカートリッジ内冷却モードが自動で稼働
するため、数秒ほど操作ができなくなります。照射口を肌から離してお待ちください。
●お知らせランプの点滅が止まったら、次の照射が可能です。
●別紙の【表B】を参照しながら、続けて照射を行ってください。
　本品は、一度肌色検出が完了すると続けて照射を行うことができます。
●照射後、熱さが続く場合は、クーリングパック等で冷却してください。

照射ボタン
★

肌色センサー側

カートリッジ側

5 脱毛が終わったら

6 カートリッジの付け替え

お肌

●脱毛後の肌は、非常にデリケートな状態になってい
ます。クーリングパック等で冷却し、化粧水やクリー
ム等で保湿を行ってください。
●脱毛後に外出する場合は、必ずSPF30＋＋以上の
日焼け止めを塗ってください。

脱毛器本体

●操作ボタンを2秒以上長押しして電源を切り、プラグ
を抜いてください。
●本体や照射口はウェットティシュや硬く絞った濡れ布
巾でやさしく拭いてください。
※防水ではありませんので、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。
●清潔を保つため、箱等に入れゴミやホコリがつかな
いように保管してください。

●直射日光や高温多湿を避け、お子様の手が届かな
い場所に保管してください。

カートリッジ左右の滑り止めを持って引っ張
ると、カートリッジが外れます。

交換するカートリッジを用意し、向きを確認
して本体に装着します。
カチッと音がするまでしっかり差し込んでく
ださい。

ご希望のお手入れに合わせて、カートリッジを付け替えることができます。

カートリッジの種類は、カートリッジ裏側に貼っているシールの文字で見分けることができます。

【AC】 アクネケア用
ニキビの炎症を抑える
他、ニキビができにく
い肌に整えます。

【SR】 エイジングケア用

(別売り) (別売り)

肌を活性化し、気にな
る年齢肌に直接アプ
ローチします。

【HR】 脱毛用
フラッシュ光で毛根に
熱ダメージを与えて効
果的に脱毛。

必ず電源を切り、コードを抜いた状態で行ってください。

HR AC SR

交換
カートリッジ

カートリッジの
端子

端子差込口

滑り止め

7 アクネケア・エイジングケア

●アクネケア用またはエイジングケア用カートリッジを装着し、電源
コードをつないで電源をONにします。
●【使用方法】の「肌色検出を行う」「レベル設定を行う」を参照し、レベ
ルを設定を行います。

●【脱毛を行う】を参照し、カートリッジの照射口をニキビまたは年齢が
気になる部分に当て、照射ボタンを押します。
●フラッシュ照射後はお知らせランプが赤色／緑色交互に点滅しカート
リッジ内冷却モードが自動で稼働するため、数秒ほど操作ができなく
なります。照射口を肌から離してお待ちください。
●お知らせランプの点滅が止まったら、次の照射が可能です。
●照射後、熱さが続く場合は、クーリングパック等で冷却してください。

ケアが終わったら

●ビタミンCが含まれたパック等で冷却し、化粧水やク
リームで保湿を行ってください。
●ケア後に外出する場合は、必ずSPF30＋＋以上の
日焼け止めを塗ってください。

●操作ボタンを2秒以上長押しして電源を切り、プラグ
を抜いてください。
●本体や照射口はウェットティシュや硬く絞った濡れ布
巾でやさしく拭いてください。
※防水ではありませんので、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。
●清潔を保つため、箱等に入れゴミやホコリがつかな
いように保管してください。
●直射日光や高温多湿を避け、お子様の手が届かな
い場所に保管してください。

お肌 脱毛器本体

★

8 故障かな？と思たら　-よくあるお問い合わせ-

コードのつなぎ方が間違っていたり、接続が不十分ですと通電できませんので電
源が入りません。
【通電方法】を参照し、正しく接続してください。

●電源コードは正しく接続されていますか？

カートリッジが装着されていなかったり、カートリッジの差し込みが不十分ですと
安全装置が稼働し、電源が入りません。
カートリッジを「カチッ」を音がするまでしっかり装着してください。

●カートリッジはしっかり装着されていますか？

操作ボタンを軽く押しただけでは電源は入りません。
2秒以上長押ししてください。

●操作ボタンを長押ししていますか？

ケーブルの断線、もしくは本体の初期不良および故障が考えられますので、当社
へご連絡ください。

【解決しない場合は】

本体の初期不良及び故障が考えられますので、当社へご連絡ください。
【解決しない場合は】

通電しない
電源が入らない

【表A】で肌の色が濃褐色や黒褐色に該当する場合はやけど防止の観点から使用
できないため肌検知できません。

●肌の色が別紙の【表A】の「濃褐色」「黒褐色」に該当していませんか？

肌検知ができない

本体の初期不良及び故障が考えられますので、当社へご連絡ください。
【動作確認しても作動していない場合は】

照射口の一部が肌に当たっていなかったり、斜めになっていると、安全装置が稼働
しフラッシュ照射ができません。
肌に対して垂直に照射面を当ててください。

●フラッシュ照射口が肌にしっかり当たっていますか？

カートリッジの残りショット数が少なくなると内側に変色が起こります。
新しいカートリッジと交換してください。
(変色が起こっても品質には影響はありません。)

●残りショット数が無くなっている可能性があります。フラッシュが照射
されない

本体の片側にフラッシュ照射口、反対側に肌センサーがついています。
フラッシュ照射口を押し当てても肌検出はされません。
1～2cm程度の小さな円の方が肌センサーですので、そちらを肌に押し当ててく
ださい。

●「肌色センサー」を肌に当てていますか？
　(フラッシュ照射口を当てていませんか？)

センサーの一部が肌に当たっていなかったり、斜めになっていると、肌検知ができ
ません。
肌に対して垂直に、センサー全体を肌が覆うようにしっかり当ててください。

●肌色センサーが肌にしっかり当たっていますか？

よくあるお問い合わせ

Ｑ．フラッシュ照射時にジェル等を塗る必要が無いのはなぜですか？

Ａ．フラッシュは肌に悪影響はなく、高い肌ケア効果がありますので、ジェル等
は必要ありません。
照射後はクールダウン及び保湿のために美容液やジェル等を塗ってアフ
ターケアを行ってください。

Ｑ．妊娠中ですが、使っても大丈夫ですか？

Ａ．妊娠中もご使用いただけますが、妊娠中はホルモンバランスが不安定で
お肌もデリケートな状態になっている為、ご使用のタイミングによっては
稀に肌トラブルが起こる場合がございます。
必ず医師とご相談の上、お肌の様子を見ながらご使用いただくことをおす
すめしております。
(脱毛器の機能が母体や胎児に影響を及ぼすことはありませんので、ご安
心ください。)

Ｑ．使っても効果がまったく感じられないのですが・・・

Ａ．効果の現れ方には、毛の質や濃さ等により個人差があります。
また、本機はあくまでご家庭でお使いいただくことを前提に作られてお
り、エステのようなパワーや即効性はございません。
別紙にありますように、毛の周期に合わせて照射を行うことで徐々に効果
が出てきます。

Ｑ．毎日照射してはダメですか？

Ａ．フラッシュ脱毛は生えている毛には効果がありますが、成長途中や休止期
の毛には効果がないため、毎日照射しても意味はありません。
別紙にありますように、毛の周期に合わせて照射を行ってください。

Ｑ．返品できますか？

Ａ．初期不良の場合のみ、商品到着日から7日間以内であれば返品・返金を承
りますので、当社へご連絡ください。
それ以外での返品・返金はできません。


