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●下記に当てはまる方は、本製品のこ使用をお避けください。
〇急性疾患がある方 〇有熱性疾悪がある方 〇結核性疾患の方 〇血友病疾患の方
〇血圧異常の方 〇悪性腫瘍がある方 〇伝染病疾患の方 〇心臓疾患の方 〇狭心症の方
〇3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 〇多発性硬化症の方
〇紫班病など内出血しやすい方  〇皮膚ガン病歴がある方 〇てんかんをお持ちの方
〇糖尿病及び他の疾患による皮膚異常疾患の方 〇妊娠中•妊娠直後の方 〇授乳中の方
〇顔面神経痛をお持ちの方 〇ケロイド体質〇アトピー性皮膚炎の方
〇過度の日焼けをしている方 〇ニキビが化膿し炎症を起こしている方
〇アレルギ一体質で特に肌が敏感な方 〇化粧品や化学繊維等でかぶれた経験がある方
〇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
〇事故等により頭部や眼科的後遺症がある方 〇海水浴や大衆浴場へ行く前の方
〇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
〇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
〇乳幼児〇自分の意思で動いたり、意思表示ができない方
〇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
※事故や肌、身体に異常が起きるおそれがあります。
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●使用前に操作ボタンを全て操作し、本体が正常に作動するか、付属品も問題
がないか確認を行う。万一、破損や異常等がある場合は使用せず、点検のため
に販売店へ連絡をｓうる。（けが・事故・故障の原因）
●ケーブルは必ず付属のものをご使用ください（火災・感電・ショートの原因）
●ご使用後は、コードを本体及びコンセントから抜く。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抜く。（断線やショート、感電の原因）
●濡れた手で使用したり、コンセントを抜いたりしない（感電や事故の原因）
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●本体や付属品の分解、改造、修理はは絶対にしないでください。不具合が疑わ
れる場合は、点検のために販売店へ連絡をしてください（動作異常により、発火
や事故、けがのおそれがあり、修理の対象外となります） 
●本体付属品のお手入れの際は、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、熱湯は使用しないでください。汚れがひどい場合
は、水を含ませた布を浸してよく絞り、優しく汚れをふき取って下さい。その後、乾
いた布で拭きいてください。（変色、変形や事故、故障の原因となります。） 
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●初めてご使用される方や、肌が敏感な方は、目立たない部位で出力レベルを低く
設定し様子を見ながら使用する（肌トラブルや事故の原因となります）
●アクセサリーなどの金属類ははずして使用する（事故やけがの原因）
過度のご使用は避けてください。（肌トラブルの原因）
●本器は通電した状態で放置をしないでください（事故の原因）
●本器は家庭用機器です。業務目的で使用しない
●本器を使用し、痛みや不調を感じたり、発疹、発赤、かゆみ等の皮膚症状が現れた
場合や、その他に異常を感じた場合は直ちに使用を中止しし、2日たっても症状が続
く場合は皮膚科医に相談する（症状が悪化する原因）
●本器をご利用中に異臭や、本体が異常に熱い場合は直ちに使用を中止し、点検の
ために販売店へ連絡をする。（けが・事故・故障のおそれがあります）
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●充電や保管は高温多湿・振動・直射日光・火気・車内などの近くでは行わない
   （感電・ショートによる火災・故障の原因）
●本器は防水使用ではないため、浴室や湿気の多い場所では使用しない
   （感電・火災・故障の原因）
●コードやプラグに埃やゴミが付着したまま使用しない
   （火災・感電・ショート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
   （感電や事故のおそれがございます）
●乳幼児や自分で意思疎通が出来ない方の手の届かない場所へ保管しない
    （けが・事故・故障のおそれがあります）
●取扱説明書に従って操作する（けが・事故・故障の原因）
●使用時間、使用頻度は取扱説明書に従ってご使用する（けが・事故のおそれがあります）
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照射口

電源ON/OFF

990000
AU

TO

コード差込口

照射ボタン

照射レベル

照射回数
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脱毛器本体

保護グラス シェーバー

取扱説明書 収納ケース

990000
AU

TO

990000
AU

TO

ACアダプター
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コード差込口

プラグ

通電方法

ACプラグ

家庭用
コンセンド

1､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｡

2､ACプラグを家庭用コンセン
トに差し込むと本体のLED画
面に【OFF】と表示される

※通電だけしている状態で電源は入っていません。
※付属の充電コード以外使用しないでください。
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ボタン操作方法

1.電源を入れる
電源ボタンをタッチすると、ＬＥＤ画像が点灯し電源が入ります。

2.レベルを選ぶ
レベル調節ボタンを繰り返しタッチすることで照射レベルを
調節できます。
お肌の状態に合わせて適切なレベルを選択してください。
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※ご使用頂けない部位
    目の周りなどの敏感な部位
    ほくろ・唇・乳頭等の色の
    濃い部分
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ボタン操作方法

3. 皮膚に感応
皮膚に触れると LED 画面が点滅し、
発射ボタンを押すとレーザーが発射される。

4. AUTO自動/手動モード切替
照射ボタンを3秒以上に長押しして、
自動モードを切り替えります。

5. 電源を切る
電源ボタンを3秒長押しすると、
10秒のカウントダウンになります。
カウントダウンが終わると、電源が切れます。

※フラッシュの発光時間はお肌の状態によって変わります。

※無操作状態が続くと5分で電源が切れます｡

0FF10
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時間の目安

お手入れの頻度、時間の目安

※お手入れにかかる時間は、各部位の体毛の濃さ、使い方によって異なります。

頻度

足 両アシで、1日約8分間(約320回照射）

1週-3週 3週-6週 6週間以上 

両ウテで、1日約5分間(約200回照射）

両ワキで、1日約2.5分間(約100回照射）

1日約2分間(約80回照射）

1日約1.5分間(約60回照射）

腕
ワキ

ビキニライン
顔
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脱毛器操作方法

STEP 01
カミソリできれいに除毛します。

●照射箇所を清潔にし､よく乾かしておいてください。
●お手入れするか所は先に除毛をしてください。本製品には除毛機能はございません。
     付属のシェーバーや別途電気シェーバーをご利用ください。
●ジェルや化粧水等は必要ありません。
●シェーバーによる処理をお薦めしています。ワックスや毛抜きに よる処理は肌を痛め、照射でき
    なくなるため避けてください。 照射された毛は自然と抜け落ちていきますので、無理に引き抜か
    ないようにしてください。

※脱毛ジエルを使用する必要はございません。硬度と工学的に優れた人
口サファイヤを採用しており、肌を十分に冷やし肌を保護することが出
来ます。

※脱毛クリーム、毛抜きは使用不可。
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放熱口

脱毛器操作方法
STEP 02

STEP 03

電源アダプターを本体 のDC端子に接続し､コンセントに差し込
む｡電源ボダンをタッチして電源を入れる(      )

使用する際に、保護メガネをつける。

※本機は非常に強い光が連続的に発光します。
保護グラスを着用の上、照射口を直視しないでください。

使用時は放熱ロを手で覆わな
いでく ださい｡内部の熱が上
手く放出され ず､内蔵フアン
が破損して製品の寿命 が短
くなります。
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※照射レベルは肌に照射されるIPL光エネルギーの強さの事です。
※1回の使用で同じ部位に何度も照射しないでください。
※肌に異常がある場合や肌が敏感な方は使用しないでください。

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、照射されません。

濃い
肌色

弱
レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5

強

薄い
肌色

脱毛器操作方法
STEP 04
脱毛レベルを設定する｡(       )

STEP 05
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。

99
00
00

AUTO
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※初めて使用する方や肌が弱い方は照射レベル 1から始めることを推奨しております。

脱毛器操作方法
目を守る為、保護グラスを装着するか目を閉じてこ使用ください。

手動で照射する場合

自動連射の場合

●照射口を肌にしっかり当てます｡P17参照
●照射可能状態になると（〇）が表示され、肌が
    正しく検知されると、LEDパネルが点滅します。
●この状態になると照射ボタンを押してフラッシ
    ュを照射することができます。

●照射口を肌にしっかり当てます｡P17参照
●照射可能状態になると（〇）が表示され、
    肌が正しく検知されると、フラッシュを照射
   します。
●自動連射の場合、肌が正しく感知すると照射
    ボタンを押さずにフラッシュを照射すること
    ができます。
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脱毛後は必ず保湿を行ってください
顔の保湿方法

体の保湿方法

産毛の脱毛を行ったあとの顔の肌はとてもデリケー卜｡そもそも顔は体の中でも皮膚が薄く､毛細血
管の色が透けて赤ら顔になったり､クマができやすくなったりします｡この点を考えると､顔は肌のな
かでも特に優しくお手入れをしなくてはなりません｡顔の皮膚は薄いため､いったん水分補給をさせ
てもすぐ 水分がなくなってしまいやすい場所です｡｢保湿｣を考えると､化粧水のほかに適度な油分を
もつ乳液やクリームを併用して､水分を肌に閉じ込めるお手入 れを行うと良いでしょう。

顔に比べると皮膚が厚い部分が多いのですが、常に衣服とこすれたり、場所·季節によっては紫外線
や外気にさらされ、ダメージを受けやすい部位です。脱毛を行う場所によりますが、腕や足などはボ
ディローション等を使って特に念 入りな保湿を行いましょう。脱毛直後は肌が敏感になっているた
め、当日はシャワ一のみ、肌への刺激を減らすためにぬるめのお湯を使うと良いでしょう。また、ボ
ディタオルは使わず、しっかりとボディソープを泡立てて手のひらで優しく体を洗うと、刺激を抑え
ることが出来ます。ひりひりするという場合はしっかりと保湿を行ってから、アイスノン等でクール
ダウンさせると痛みを軽減できます。
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脱毛後は必ず保湿を行ってください
VIの保湿方法

お肌

脱毛器
本体

脱毛が終わったら(お肌のケア・保管方法）

痛みを感じやすいVI部分は､脱毛後に注意しなくてはならない部位です。
下着の締め付けやこすれが刺激になったり､汗をかいて不衛生になったりするため､ぬるめのシャワ
ーで清潔に｡アンダーヘアーは他の部分のムダ毛に比べて太く、肌へのダメージも大きくなります｡
シ ャワー後は優しく水分をふき取ってから､しっかりと保湿を行いましょう｡敏感肌用のローション
や､やわらかいクリームなど刺激の 少ないアイテムを使うのがおすすめです。

●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、必すSPF30+＋以上の日焼け止めを塗ってください。
●電源ボタンを3秒ほど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ッ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。
●清潔に保つため、パッケージに入れゴミやホコリがつかない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。
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①お手入れする際は必ず電源をオフにした状態で行ってください。

②本体付属品のお手入れの際は、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、熱湯は使用しないでください。
※汚れがひどい場合は、水を含ませた布を浸してよく絞り、優しく汚れをふき取って下さい。
     その後、乾いた布で拭きいてください。

③高温多湿の場所や直射日光を避けて保管をしてください。

④火気の近くで保管しない。

⑤お子様の手の届くところで保管しない。

本製品を破棄する際は自分で分解せず、自治体の分別ルールに従って
破棄してください｡
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SILK SKIN（(シルクスキン)
DC 12V 3A
36W

12V 3A ACアダプター

NIPLUX

177 X 64 X 37mm
232 X 237 X 88mm

約249g
本体：ABS+PC   パッケージ:紙

収納ケース：EVA
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