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08充電について、ご使用の前に

ご使用の前に、必ず本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。万が一、ご使用中に異常が発生した場合
直ちに使用を中止し、カスタマーサービスへお問い合わせください。本書に従った使い方をせずに生じた損害に関
して弊社では一切の責任を負いかねます。
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●本体や付属品の分解、改造、修理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、保証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る。その後、乾い
　た布で拭く。（変色、変形や事故、故障の原因となります。） 
●他の低周波、高周波医療機器と同時に使用しないでください。

●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行う。（けが・事故・故障の原因）
●ケーブルは必ず付属のものを使用する。（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）

●同じ箇所にあて続けない。 必ずお肌の上を動かしながら使用する。ヘッド面
　全体があたらない部分に使用しない。低温やけどの原因となる。
●火中投入・加熱・高温での充電・使用・放置をしない。本製品は充電式電池を
　内蔵しています。発熱・発火・破裂の原因となります。
●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）
●本器は通電した状態で放置しない（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、かゆみ等の異常を感じた
　場合は直ちに使用を中止し、症状が続く場合は皮膚科医に相談する。
●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する。
●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
●コードやプラグに埃やゴミが付着したまま使用しない
●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
●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） 03



レベル・振動ボタン

電源・モード切替ボタン

充電アダプター

電極パッド

LEDライト

ディスプレイ CLEAN

LEVEL

MODE

コットンカバー

本体＋スタンド

コットンカバー

取扱説明書電源コード

付属品の確認

※品質向上のため、予告なくデザインを変更する場合がございます。

取扱説明書
VIOLUS
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CLEAN

RF

LEVEL

LEVEL

1.電源を入れる
電源ボタンを３秒長押しすると、
ＬＥＤが画面に点灯し電源が入ります。
起動すると自動的にCLEANモードになります。
再度長押しすると電源オフになります。

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
お好みのレベルに設定できます。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。

RF

CLEAN

LEVEL

LEVEL

MODE

1

2

ボタン操作方法

ディスプレイの見かた

CLEAN

レベル・振動ボタン

電源・モード切替ボタン

レベル表示
（LV.１～５）

モード表示

充電残量
使用中は非表示

電源を入れると左図の画面になります。
（自動的にCLEANモードがスタ―卜します。）
モードを切り替えると画面が変わります。

CLEAN/MOISTURE/EMS UPモードではレベル
を選択することができます。レベルは1~5が
あり、LEVELボタンで選択できます。
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電源ボタンを３秒長押しすると、
ＬＥＤが画面に点灯し電源が入ります。
起動すると自動的にCLEANモードになります。
再度長押しすると電源オフになります。

モード表示

CLEAN EYECARE MOISTURE EMSUP RFLED COOL
モ
ー
ド

振
動

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
表
示

◯ ◯× × × ×

MODE

　　 を短く押すとモードが上記のように切り替わります。COOLの後はCLEANに戻り、
繰り返します。モードを切り替えるたびにレベル１に戻ります。
１５秒毎にピッという音とともに、「ＲＦ」の表示/非表示が切り替わります。「ＲＦ」の表
示時にはＲＦ機能が、非表示の時にはイオン機能が始まります。

ＲＦが起動中 イオン機能が起動中

「ピッ」

切り替わり音

レベル表示

1 2 3 4
5

LEVELボタンを押すと、イオン導出入とEMSのレベルを選択することができます。
レベルは5段階あり、レベル5の次は1へと戻り、繰り返します。

■CLEANモード、MOISTUREモードではイオンのレベルを選択できます。
■EMSUPモードでは、EMSのレベルを選択できます。
■初めて使用する場合や使い方に慣れるまでは、必ずレベル1で使用してください。
■EYE CARE/RF LED/COOLモードのレベルは選択できません。

機
能

RF/イオン
クレンジング

マイクロ
カレント

RF/イオン
モイスチャー RF/EMS RF/LED RF/COOL
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・使用する場合は、必ず充電してから使用してください。
・使い始め（購入直後や長時間使用しなかった場合）は充電し、
  充電表示が点滅から点灯に変わったことを確認してから使用してください。

●注意事項

・必ず付属のACアダプターを使用してください。
・ACアダプターは壁面のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしないで下さい。
・充電を開始すると電池マークが点滅します。充電が終わると電池マークが点灯します。

※充電環境は約２５℃の室内で行ってください。
※使用時間は使用レベル、使用モードや
　使用環境、電池残量によって異なります。

●充電時間の目安
・充電時間…約２.５時間
・動作時間…約４０分

コード差込口

ACアダプター

家庭用
コンセント

プラグ

スタンドに本体をセットします。

電源コードのプラグを充電スタンド
側面のコード差込口に差し込みます｡

ACアダプターを家庭用コンセントに
差し込むと本体のLED画面の電池マ
ークが点滅します。
※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。

充電方法
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充電について

充電中は充電表示が点滅します。充電が完了すると充電表示が点灯します。

■スタンバイ表示・オートオフ（自動電源オフ機能）
CLEANモード、MOISTUREモード、EMSUPモード、RF LEDモードが終了すると
「ピッピッピ」という音がなり、約２分間次のモードの表示が点滅し、スタンバイ状態
となります。

電源・MODEボタンを押すと点滅表示しているモードがスタートします。約２分間操
作をしないと「ピッピッ」と音がなり、自動で電源オフとなります。※COOLモードの終
了時のみ、スタンバイにはならず自動で電源が切れます。（オートオフ機能）

充電中（点滅） 充電完了（点灯）

ご使用の前に

・肌トラブル防止のため、必ずパッチテストを実施してください。
・発疹、かゆみ、火照り、刺激などの異常が生じた場合には、
  直ちに使用を中止し医師にご相談ください。
・お肌の状態をよく確認し、お肌に合わない時はご使用をおやめください。

■お肌のパッチテスト
※製品を使用する前に必ずパッチテストをお願いしております。

①腕の内側を石鹸で洗い、タオルで拭き取った清潔な状態にします。
②腕の内側に化粧水または水を塗り、
　MOISTUREモードで約３分間照射します。
　【２４時間以内に赤みやほてりを感じなければご使用できます。】

■振動ON/OFF機能
CLEANモード、MOISTUREモード使用時にLEVELボタンを約３秒以上長押しで振動
のオンオフを選択することができます。振動のリズムは自動的に切り替わります。
※EYE CARE /EMS UP/RF LED/COOLモードは振動しません。
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各モードについて

EYE CARE
特徴：微弱電流で気になるデリケート
な目元周りを優しくケア。ハリのある
みずみずしい目元へ。
機能：ＲＦ・イオン導入
時間：約２分　レベル：なし
使用頻度：週に２～３回
※保湿クリームをご使用ください。

特徴：お肌の深部まで温めながら、洗顔
では落とし切れない汚れを吸着し、お肌
をすっきり整えます。
機能：ＲＦ・イオン吸着・振動
時間：約３分　レベル：イオン５段階
使用頻度：週に２～３回
※コットンとお手持ちの化粧水でケア

CLEAN

MOISTURE
特徴：お肌の深部まで温めながら、角
質層まで美容成分を浸透させ、お肌を
健康に導きます。
機能：ＲＦ・イオン導入・振動
時間：約３分　レベル：イオン５段階
使用頻度：週に２～３回
※フェイスパックの上からでも可能

EMSUP
特徴：お肌の深部まで温めながら、表
筋肉を刺激し、ハリのある、いきいき
としたお肌へ。
機能：ＲＦ・ＥＭＳ
時間：約３分　レベル：EMS５段階
使用頻度：週に２～３回
※首や肩にもご使用ができます。

RFLED
特徴：お肌の深部まで温めながら、赤
色LEDを照射することで若々しい肌へ
導きます。
機能：ＲＦ・ＬＥＤ赤
時間：約３分　レベル：なし
使用頻度：週に２～３回
※フェイスパックの上からでも可能

COOL
特徴：お肌を冷やしながらハリとキメ
を整え、青色LEDで素肌でも自信が持
てる肌へと促します。
機能：ＲＦ・ＬＥＤ青
時間：約３分　レベル：なし
使用頻度：毎日でも可能
※保湿後、お肌に直接照射して下さい。

・各モードの動作時間はモード選択から約3分間です。（EYE CAREのみ２分間です）
・必ずお肌の上を動かしながら使用してください。（同じ場所に当て続けないでください。）
・COOLモード使用後は本体や電極パッドが熱くなります。連続で使用しないでください。 
  使用後は電源をオフにして30分以上本体を休ませてください。
・水溶性の化粧品をご使用し、オイル、スクラブ系は使用しないでください。故障の恐れがあります。

※１

※１ ※１

※１

※１…角質層まで
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使い方

カバーを取り外す

1
薄手のコットンをつける

2
ふき取り化粧水をひたす

3

LEV
EL

CL
EA
N

RF
LE
VE
L

　電源をオンにする

4
やさしく滑らせます

5

■CLEANモード（コットンを装着する）

■EYE CAREモード（アイクリームなどで保湿）

LEVEL

EYE
CARE

EYE CAREモードに設定

1
目元を保湿します

2
目頭から目尻側まで
ゆっくり滑らせます。

3

※１秒間に2cmを目安に本体を動かしてください。熱さを感じる場合はコットンをご使用ください。10

※オイル系の化粧品・クレンジング剤はご使用いただけません。故障の原因になります。

※



■MOISTUREモード（フェイスパックまたは保湿スキンケア）

LEVEL

MOISTUREモードに設定

1
シートや化粧水で保湿。

2
下から上に持ち上げる
ように滑らせます。

3

■EMSUPモード（フェイスパックまたは保湿スキンケア）

※EMSを初めてお肌にあてる際は、必ずレベル１から使用し、約３分で１度使用をやめお肌の様子をご確認ください。

EMSUPモードに設定

LEVEL

EMS UP

1
シートや化粧水で保湿
した後、よく馴染ませる。

2
下から上へ２秒間ずつ
当てながら滑らせる。

3

■RFLED/COOL（フェイスパックまたは保湿スキンケア）

LED/COOLモードに設定

LEVEL

RF LED

1
シートや化粧水で保湿。

2
目を閉じ、ライトを全体に
照射します。

3

※皮膚の薄いまぶたの上、のど仏の部分は使用しないでください。
（LEDライト・EYE CAREモード以外） 11



12

お肌のあてかた
■CLEAN・MOISTURE・RF・LEDモード

■RFモード

１

2

3

4
5

6
7

8

LEDライトのみ
使用可能な部位
（5cm以上離す）

使用できない部位

矢印の方向にお肌の上を動かしながら使用してください。  RFとLEDモードはまぶた、
目のまわりにLEDライトをあててケアができます。  コットンを使わず、目を閉じたまま
電極パッドをお肌から５cm以上離し、ライトを照射してください。

本体を１秒間に２cmを目安に動かしながらご使用ください。
※熱く感じる場合は少し早めに動かすか、コットンをご使用ください。
電極パッド全体がお肌に触れるように使用し、お肌の上を動かしながら使用ください。
一箇所に当て続けると、低温やけどなどの原因となります。
※まぶた、目のまわりには電極パッドを当てないでください。



１

2

3

4

5
67

8

9

10

11

使用できない部位

使用できない部位

皮膚の薄い目のまわり、
のど仏には使用しない
でください。

電気を感じやすい
首まわりにはレベル１で
使用してください。

■EMSUPモード

■EYE CAREモード

■COOLモード

使用できない部位

１
2 3

4

３秒間を目安に矢印の方向に向かって、スタンプのように押し当ててください。
上まぶたを避け、押し当てながら動かさないでください。
使用中は目を閉じてご使用ください。

スタンプを押すように、押す→離すを繰り返してご使用ください。
※目のまわり、まぶたにもご使用いただけます。 13



お手入れ方法

1.電源を切った後、電極パッド、コットンストッパーの汚れを　 水を含ませてかたく絞った布で拭き取る。

2.電極パッド・コットンストッパー以外の汚れは乾いた布で拭き取る。

　・コットンストッパーは必ず本体から外し、水洗いし水分を拭き取ってください。
　・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
　・化粧水やゲルが付着した状態で放置しないでください。

●使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面
　コンセントか ら抜いて保管してください。
●ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあた
　る場所、不安 定な場所での保管は避けてください。
●子供の手の届かない場所に保管してください。
●保管時は、必ず本体のお手入れをしてください。
●長期間使用しない時は、本体をフル充電してから保管します。
　電池の劣化を防ぐため１ヶ月ごとに電源を入れ、放電を行ってください。

製品を廃棄する際は自分で分解せず、当製品の包装はお住まいの
地域ゴミ分別ルールに従ってください。

保管のしかた

包装の捨てかた及び製品廃棄時

●長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、
　使用する前に必ず本製品が正常 に動作することを確認してからご使用ください。
●本製品に不具合が生じた場合はまず「よくある質問」をご確認ください。
　それでも解決しない場合は、お買 い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえ
　カスタマーコールセンターまでこ相談ください。

保守・点検について
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よくある質問

電源が入りません。

充電しても数分しか
使えません。

本体が熱いです。

COOLモードが
冷たく感じません。

ピリピリしすぎて痛い。

イオン・E MSが弱い。

ＲＦ が熱いです。

ＲＦ の熱さを感じません。

レベル調節ができません。

振動しません。

お風呂で使用したいです。

充電ができません。
（電池マークが点滅しない）

Q A
POWER/MODEボタン を３秒間しっかり長押ししてください。
また、充電をフル充電にしてお使いください。

充電をフル充電にしてください。電源ボタンを長押しして再
起動してください。また、充電池の寿命も考えられますので
カスタマーにお問い合わせください。

タコ足配線ではなく壁面コンセントにACアダプタがしっか
り装着されているかご確認ください。また、２つのボタンを
同時に長押ししてリセットしてみてください。

連続使用すると本体が発熱することがあります。電源を切り、
１時間ほど製品を休ませてください。

COOLモードを連続使用した場合、冷たくなりにくくなります。
電源を切り、30分ほど製品を休ませてください。

設定レベルを低くしてお使いください。電極パッドをお肌全
体に当ててください。

設定レベルを高くしてお使いください。肌が乾燥していると
感じにくくなりますので、お肌を水やゲルでしっかり保湿し
てからご使用ください。

電極パッドを長時間あて続けないでください。少し早く動か
しながらご使用ください。

スタンバイ状態になっていませんか？電源/MODEボタンを
押してください。お肌を保湿してご使用頂く、または少しゆ
っくり本体を動かしながらご使用ください。

レベル切替が可能なモードはCLEAN・MOISTURE・EMSの
みとなっております。

LEV E Lボタンを約３秒間長押ししてください。振動は
CLEAN・MOISTUREモードのみとなっております。

本製品は防水使用ではありません。感電・故障の恐れがあ
ります。お風呂では使用しないでください。
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化粧水や保湿剤は１回
どのくらい使用すれば
良いですか？

使用後、肌がほてります。

EYE CAREモードの体感
がありません。

ＲＦ で電極パッドが
温まりません。

CLEAN/MOISTURE/
EMSUP/RFLEDモード
でＲＦの温もりを感じ
ません。

コットンに汚れがつきま
せん。

海外でも使用できますか。

Q A
化粧水や保湿ゲルなどはたっぷり使っていただくほど温熱が
感じやすくなります。コットンを使用する場合は、目安として
全体がしっかり濡れるくらい使用してください。使用中、乾い
てきたらその都度付け足してご使用ください。

ＲＦの効果により顔全体が赤くなることがあります。COOLモ
ードや保冷剤などでお肌を冷やしてください。

マイクロカレントはデリケートな目の周辺に合わせて刺激を
ほとんど感じない仕様になっております。

電極パッドを直接温めるのではなく、ＲＦの力でお肌を温
めております。

本体をゆっくり動かしたり、押し付け具合を調節してみてく
ださい。また、コットンやお肌の水分量が足りない場合もあ
ります。保湿を付け足して再度お試しください。また、ディス
プレイにＲＦ のマークが表示されている時のみに作動して
おります。

イオンの力で目に見えない汚れを落としています。また、汚
れのつきかたには個人差があります。

お使いいただけます。ご使用の際はプラグ形状と電圧を確
認の上、タコ足配線などをせずご使用ください。
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製品仕様

ブランド NIPLUX Beauty

   V IOLUS

DC9V1A

9W

ACアダプター

186.2×74.3×39.6mm

223×186×73mm

329g

720  mAh

約2.5時間・約40分

ABS、亜鉛合金、紙
本体、コットンカバー、専用コットン
充電器、充電スタンド、取扱説明書

品名

定格電圧

消費電力

電源供給元

本体サイズ

パッケージサイズ

本体重量

電池容量

充電・使用時間

製品素材

セット内容

中国生産国

ヴィラス

ニップラックス  ビューティー

※充電環境、使用モードなどで前後します。

※パッケージ
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