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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。

F A C I A L S T E AMER

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。
【表示と意味】
表示

フェイシャルスチーマー 美ルル ウルミスト

意味

！ 警告

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。

！ 注意

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。

【絵表示の意味】
「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」(守ること)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。

ご使用前に
！ 警告

●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。

禁止

○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 〇傷がある方
○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
○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
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！ 注意

ご使用場所・電源

●ご使用時は、以下の事項をお守りください。

！ 警告

禁止

●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。

！

必ず守る

！ 警告

！

必ず守る

●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。

準備及びご使用時
！ 警告

！

必ず守る

禁止

●必ず本製品の使用目的(顔のスキンケア)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。
●アロマボードは必ず本製品専用のものを使用してください。
●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。
●給水の際は必ず本品付属の給水タンクを使用し、
本体に水をかけたり水に浸けたりしないでください。
●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。
●スチーム吹き出し口を塞いだり、
ピンや針金等の金属物、
その他の異物を入れないでください。
●火気のある場所でアロマボードを使用しないでください。
●ペット等小動物がいる場所でアロマチップを使用しないでください。アロマの成分により中毒を起こす
おそれがあります。

お手入れ・保管
！ 警告

！

必ず守る

禁止

！

必ず守る
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●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。
！ 注意

！

必ず守る

！ 警告

●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。

●初めて使用される方や肌が敏感な方は、使用時間を短く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。
●精製水・水道水以外の水は使用しないでください。
●ミネラルウォーターや温泉水、食塩水等は使用しないでください。含まれる成分により吹き出し口が詰
まったり、部品が変質し故障のおそれがあります。
●使用する水に化粧水やアロマオイル等の他のものは一切混ぜないでください。やけどや故障のおそ
れがあります。
●スチーム噴出中は、下記をお守りください。
〇吹き出し口周辺に手を触れない 〇フタを閉じない 〇本体を動かさない
〇手に持って使用しない 〇給水タンクを外さない 〇異物を入れない
○貴金属類はすべて外してください。
●アロマチップは、
アロマホルダーに正しくセットしてください。
●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。

禁止

●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。
●使用後の給水タンク及び給水タンク内の水、本体は高温になっています。やけどに十分注意して排水・
お手入れを行なってください。
●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。
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2

セット内容・名称

3

※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。

使用方法

1 本体を平らで固く、安定している場所に置いてください。

スチーム
吹き出し口
アロマ
ホルダー

給水タンク

斜めになっている場所やカーペット等柔らかく不安定な
場所に置きますと、水漏れや転倒のおそれがあります。
また、エアコンや扇風機等の風の影響を受けないようご
注意ください。

2 給水タンクを取り外し、水を入れます。
給水タンク
キャップ
スチーマー本体

操作ボタン

電源プラグ

【本体仕様】
●入力電力：280W

1cm
まで

●定格電圧：100V〜110V

●本体サイズ：高さ２１０×幅10０×奥行1４５mm

●定格周波数：50Hz/60Hz

給水タンクの両側を掴み、
上に引き上げると外れます。

給水タンクのキャップを反
時計周りに回して開け、水を
入れます。

水の量は、
タンク上部から1cm
下までに留めてください。
タンクを満水にしますと、水漏
れの原因になります。

故障・やけど等防止のためお守りください
使用できる水
水道水

精製水

使用できない水
ミネラルウォーター 地下水 温泉水 アルカリイオン水
生理食塩水 弱酸性水 その他不純物や成分が含まれている水

水には何も混ぜないでください。
化粧水× 美容液× オイル× 乳液× クリーム× アロマオイル× 等
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5 操作ボタンを押し、電源をONにします。

3 水を入れた給水タンクを本体に取り付けます。

●本体と給水タンクに隙間が無いようしっ
かり取り付けてください。
●給水タンクから本体内部へ水が供給され
ます。
●給水タンク装着後に本体を傾けたりタン
クの着脱を繰り返すと、水漏れを起こす
場合があります。

電源がONになると、
吹き出し口にランプが
点灯します。

「カチッ」
と音がするまでしっ
かり押し込んでください。

給水タンクに水が入っていない状態で電源を入れないでください。
異常過熱により故障や火災のおそれがあります。

4 電源プラグを家庭用コンセントに差し込みます。
※通電だけしている状態です。電源は入っていません。

6 スチームが出たら、顔全体に当ててください。
家庭用
コンセント

給水タンク内の水が無くなるとスチームが停止します。
※電源はONのままです。操作ボタンを押して電源を切ってください。
スチームに匂いを感じる
場合がありますが、水や
内 部 部 品 の 素 材が加 熱
されることにより発生す
るもので、異常ではあり
ません。
生臭さなど異臭がある場
合は水を捨て、給水タン
ク内やタンクホルダー内
をアルコール等で清潔に
してください。

20cm以上
離す

5 吹き出し口の角度を調節します。
吹き出し口の角度は自由な角度で調節することが
可能です。お好みの角度に調節してご使用くださ
い。調節部分の破損防止のため、角度調節はやさ
しく行なってください。
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●使い始めは水の加熱を行うため、
スチームが出るまでに1〜2分程度かかります。
(水の量や温度により変動します)
●スチームの出始めはスチーム量が少なかったり不安定になりますが、異常ではありません。
数秒で平常量になります。
●吹き出し口先端から20cm以上顔を離してご使用ください。20cm以内は高温のため危険です。
●熱さを感じたらすぐにスチームから顔を離してください。
●水の残量や使用状況により、
スチームの出方が変化する場合がありますが、
異常ではありません。
●スチーム噴出中は本体を揺らしたり傾けたりしないでください。水漏れの原因になります。
●スチーム噴射中は本体全体が高温になります。手を触れないようご注意ください。
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フェイスマスクと一緒に使ってうるおいアップ

使い方アドバイス
化粧水等で
いつもの
スキンケア

メイク落とし
洗顔
フェイスマスクを顔に貼り、
最大水量でスチーム約10分

タンク内最大水量で、
約10分間スチームが噴出します。

1cm

メイク前にスピードうるおいケア

最大水量 :
タンク上部から1cm下までの量
いつもの
スキンケア
メイク

洗顔

●スチームによるスキンケアは、過度に行うと肌に負担がかかります。
肌の様子を見ながら使用時間・頻度を調節してください。
使用頻度の目安

最大水量の約3分の2量で
スチーム約6分

使い始め : 1日1回を週2〜3回
約1ヵ月後〜 : 1日1回を週3〜4回

メイク落ちアップ ディープクレンジング
●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、痛み等の異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、医師にご相談く
ださい。

基 本の
使い方

洗顔

一日の終わりにじっくりうるおいケア
最大水量の約3分の1量で
スチーム約3分
化粧水等で
いつもの
スキンケア

メイク落とし
洗顔
最大水量で
スチーム約10分
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スチームを当てながら
クレンジング剤をなじませる

●クレンジング剤がついた手で本体や操作ボタンに触れないでください。本体素材が変質しヒビや
故障の原因となります。
●濡れた手や顔で使用できないタイプのクレンジング剤の場合は、スチーム終了後に顔の水気を
拭き取ってからクレンジング剤をなじませてください。
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4

使い終わったら

よくあるお問い合わせ

スチーム使用後は、本体全体やタンク内に残った水が高温になります。
やけどに十分注意してお手入れを行なってください。

Ｑ．
スチームが出ません

① 電源プラグは家庭用コンセントにしっか

り刺さっていますか？
差し込みが甘いと電源が入らないためス
チームが出ません。

1 スチームをすべて排出してください。
スチームが停止しても、本体内部や給水口に水が
残っており、本体を軽く揺らしたり傾けたりすることで
スチームが少量ずつ排出されます。
スチームが完全に出なくなるまで排出を行なってく
ださい。

② 給水タンクに水は入っていますか？

給水タンクが空だったり残量が少ない
と、
スチームが出ません。

2 操作ボタンを押して電源を切り、

③ 給水タンクがきちんとセットされていま

電源プラグを抜きます。

3 本体の熱が冷めたことを確認し、給水タンクを取り外して残った水を捨てます。
給水タンクの水は、
スチームを使用したら都度捨ててください。
水垢の付着や雑菌の繁殖による異臭の原因になります。

すか？
給水タンクのセットが不十分ですと水が
供給されずスチームが出ません。

④ 本体が傾いていませんか？

本体が傾いていると、スチームが出なく
なる場合があります。

給水タンク

⑤ 使い始めは水を加熱するため、スチーム
キャップ

が出るまでに1〜2分かかります。

Ｑ．
スチームがの出方が安定しません

① 給水タンクの水が少なくなっている、ま
たは無くなっていませんか？

給水タンクのキャップを反時計周りに回して開け、水を捨てます。

② エアコンや扇風機等の風の影響を受けて

いませんか？
風が当たらない場所に移動させてくだ
さい。

給水タンクの両側を掴み、
上に引き上げると外れます。

4 スチーム吹き出し口や給水タンク、給水口に付着した水滴を拭き取ってください。
●本体が汚れた場合は、硬く絞った濡れ布巾等でふきとってください。
※本体は防水ではありません。水洗いはしないでください。
※シンナー・ベンジン等の溶剤類は使用しないでください。
●清潔を保つため箱等に入れ、
ゴミやホコリ、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。
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③ 水供給のタイミングやスチームの性質

上、異常が無くてもスチームの出方は多
少変動します。
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修理について

よくあるお問い合わせ
Ｑ．
スチームが途中で止まります

① 給水タンクの水が少なくなっている、ま
たは無くなっていませんか？

お買い求め先の販売店へ直接ご相談ください。

商品到着1週間〜3ヵ月 初期不良の場合、修理の送料は当社負担
商品到着3ヵ月〜

往復の送料は購入者様ご負担

保証期間内中の修理費用は無償とさせていただきます。

Ｑ．
スチームの量が減った

① 本体内部や吹き出し口内側に水垢や水に
含まれる成分が付着している可能性があ
ります。当社へご連絡ください。
※お客様ご自身で分解等はしないでくだ
さい。

Ｑ．
スチームが出る前や発生中に音がします

① 供給された水が沸騰している音で、異常
ではありません。

※弊社の商品のみ対象とさせていただきます。
※ケーブル類や美容液等、
付属の消耗品は保証対象外です。
※オークション、
アウトレット、各種フリマアプリ等で販売の中古品、
または非正規代理店
でご購入された商品は保証対象外となります。
※修理をご希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。当社承認のない商品の送付
は受付致しかねます。
※保証期間終了後は、
診断をして対応可能な場合はご要望により有償にて対応させてい
ただきます。
※当初の保証期間の満了日をもって保証期間は終了致します。弊社での修理・交換等を
お受けいただくことにより、
保証期間が延長するものではございません。
※修理品のご送付の際は、宅配便・ゆうパック・特定記録郵便などをご利用いただき、必ず
お手元に送り状の控えを保管してください。控えがない場合の配送トラブルは対応致
しかねます。

Ｑ．
本体から水が漏れる

① 給水タンクの装着が不十分だったり、着

脱を繰り返していませんか？
タンクから本体へ水を供給する構造上、
隙間から水が漏れやすくなっています。

② 本体を傾けていませんか？

タンクから本体へ水を供給する構造上、
隙間から水が漏れやすくなっています。
水平で安定した場所に移動させてくだ
さい。

「よくあるお問い合わせ」をご確認いただいても解決しない場合は、
当社へご相談ください。
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修理規定
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。
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。

保証書
保証期間

販売日から1年間(消耗品は除く)

ご購入日

年

月

日

お客様

■ご氏名：
■ご住所：

■電話番号：
■受注番号:

販売店

〒232-0014
神奈川県横浜市南区吉野町1-3-15 謙泰ビル
株式会社ビューティフルエンジェル 修理係

株式会社ビューティフルエンジェル
●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。

アロマチップで香りを楽しむ
付属のアロマチップで、香り付きのスチームを楽しむことができます。
お手持ちの
アロマオイル

スチーム
吹き出し口

アロマチップ
アロマ
ホルダー
アロマチップにお手 持
ちのアロマオイルを適
量つけます。

オイルを染み込ませたチップをスチー
ム吹き出し口のアロマホルダーにセッ
トします。

取り扱い説明書の「使用方法」を参照してスチームを発生させ、
香りをお楽しみください。

アロマチップ使用上のご注意
●火気のある場所でアロマを使用しないでください。
●アロマチップは必ず本製品専用のものを使用してください。
●アロマオイルが本体に付かないようご注意ください。本体材質の劣化やヒビ
割れの原因になります。
●ペット等小動物がいる場所でアロマを使用しないでください。アロマの成分に
より中毒を起こすおそれがあります。
●アロマチップは、
アロマホルダーに正しくセットしてください。
●アロマ使用中に気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止し、十分換気を行
なってください。
●アロマチップは使い捨てです。一度使用したアロマチップは破棄し、再利用し
ないでください。

ご使用前のお願い
この度は「美ルル ウルミスト」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
本機は動作確認の為、製造工場にて水を使用したスチーム噴射テ
ストを行っておりますが、稀に給水タンク内に水が残っている場合
がございます。大変お手数ではございますが、商品到着後、ご使用
前に給水タンクを洗浄していただきますようお願い致します。

給水タンク
キャップ

給水タンクの両側を掴み、
上に引き上げると外れます。

給 水タンクのキャップ
を反時計周りに回すと
キャップが開きます。
タンク内を水道水等で
よく洗浄してください。

使用上のご注意
本製品には自動電源オフ機能はありません。使用後
は必ず電源を切り、コンセントを抜いてください。
コンセントをさした状態だと加熱が続き、本体故障に
つながる恐れがあります。

