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肌に強く押し付けたり、長く同じ場所に押し付けない
でください。肌を傷める原因となります。

ニキビや炎症を起こしている部分には使用しないでく
ださい。紫斑やキズなどのお肌のトラブルの原因にな
ります。

故意に強く当てるなど無理な力をかけて回転を止め続
けたりしないでください。故障の原因になります。

次のような方は使用しない。
（ご使用前に医師に相談してください）

●妊娠中の方（ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因）

●アトピー性皮フ炎、脂漏性皮フ炎、湿疹など頭皮に皮フ疾患がある方

●アレルギー体質で特に肌が敏感肌の方

●シリコン製品・アクリル繊維製品・ナイロン繊維製品などで
　皮フにトラブルや障害をおこしたことがある方

●急性疾患の方、悪性腫瘍のある方

●感染性疾患の方

●意思表示のできない方・麻痺および知覚障害の方

●出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方

●高血圧の方

●眼の病気・治療歴のある方

●薬（抗凝固剤等、血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬）を

　服用中の方⇒事故や肌・身体のトラブルが生じるおそれがあります。
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次のような場合や部位には使用しない。

●生理中の方（ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因 )

●整形手術をした部位

●皮フ炎、過度の日焼けなど、肌に異常がある場合
　およびその部位

●肌に傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある場合およびその部位

●飲酒後や疲労の激しい場合

●使用者自身の肌以外には使用しない⇒事故や肌・身体の
　トラブルが生じるおそれがあります。

●頭皮・眼・眼の周り

電池の取り扱いに関する注意

・単３形アルカリ乾電池以外は使用しない。
・充電式電池は使用しない。
・新旧・異種の電池を混用しない。
・乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
・乾電池+ －極を確かめ、正しく入れる。
・使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
・長期間使用しないときは、乾電池を取り外しておく。
・使用推奨期間内の乾電池を使用する。
・火の中に入れない。

以上のことを守ってください。乾電池の発熱、破裂、液漏れによる
けがや周囲汚染の原因になります。

※

※

　　記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の
中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が
書かれています。

　　記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げる
ものです。

安全上のご注意
ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読み
のうえ、 正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、
お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防
ぐためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を
明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが
想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別してお
ります。いずれも安全に関する重要な内容ですので、
必ず守ってください。

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を
負う可能性があるもの

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を
負ったり、物理的傷害の可能性があるもの

絵表示の例

1

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも
　見れるところに必ず保管してください。

2

●改造しない。また、分解したり修理しない。
火災・感電・けがの原因になります。

※乾電池の交換は P10
「乾電池の入れかた・交換」を参考にしてください。

●美容目的以外に使用しない。
本品は、美容専用の肌洗浄とトリートメント器
ですので美容以外のトリートメントや治療を
目的として使用しないでください。

●乳幼児や子供の手の届かない
　ところに保管し、使用させない。

事故やトラブルのおそれがあります。
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防水仕様なので浴槽内でお使
いいただけますが、湯船の中
や浴室内で30分以上使用し
ないでください。

湯船に水没させない。

落としたり、ぶつけないで
ください｡ 感電・発火の原
因になります。

肌のお手入れ以外の使用、
乳幼児への使用は避けて
ください。けがや故障原因
になります。

気分が悪くなったり、肌に苦痛を感じた場合は
すぐに使用を中止してください。事故や体調不
良の原因になります。

保証規定

●保証書について
保証書は本取扱説明書の最後のページについておりますので必ず「販売
店・お買い上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき
大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より１年とします。

保証期間内に本取扱説明書に基づいた正常な使用状況下で故障が生じた
場合には、無償で商品の交換をさせていただきます。ただし、この保証
の権利は、ご購入いただいたお客様本人に限られ、他の第三者に譲渡す
ることは認められません。この保証は本体のみで、消耗品のボディブラシ、
フェイスポイントブラシ、軽石アタッチメントには適応されません。

1. 取扱説明書の注意書きにしたがって使用した状態で保証期間内に故障
　した場合には本体を無料交換させていただきます。本体の無料交換を
　ご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に本体と本紙をご提示い
　 ただきお申し付けください。

2. この保証書は、日本国内のみ有効です。

3. この保証の範囲は、本体の交換を最大の限度とします。本体の使用上
　 で生じた直接または間接の損害については、弊社は一切の責任を負い
　 かねます。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。

　 ①取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障や損傷
　 ②不当な修理や改造による故障や損傷
　 ③お買い上げ後の保管場所・輸送・落下などによる故障や損傷
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④一般家庭以外（例えば業務用）に使用された場合の故障や損傷
⑤本書またはレシート、領収書等のご提示が無い場合
⑥本書またはレシート、領収書等にご購入年月日・購入店名の記入捺
　印またはそれに代わる保証開始時期を証明するものが無い場合、　
　あるいは字句を書き換えられた場合（通信販売にてお買い上げの　
　お客様はお届け伝票をご提示ください）
⑦当社以外での改造、修理による故障や損傷
⑧火災・地震・水害・落雷またはその他の天災による故障や損傷
⑨本体を分解した場合
⑩日本国外（海外）での使用時に発生した故障や損傷

5. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

6. 保証期間経過後の故障について
　当社に在庫がある場合に限り、ご希望により有料にて
　販売させていただきます。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の
　無料交換対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただ
　く場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換
　をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行
　している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の
　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
　修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせ
　ください。

※保証期間経過後の交換や補修用性能部品の保有期間は
　製造打ち切り後1年です。

※This warranty is valid only in Japan.
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ご使用前に必ずお読みください。
●お買い上げ頂き誠にありがとうございました。
●ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用く
　ださい。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みい
　ただき、安全にお使いください。
●この取扱説明書は大切に保管してください。
●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、
　販売店からお受け取りください。
●本商品は美容を目的としたものであり、治療を目的とした使用
　もしくは販売は法律上禁じられております。
●また、健康な肌への使用を前提に考えられた商品ですので、
　医師等による治療を受けている部位への使用に関するトラブルは
　一切の責任を負いかねます。

取扱説明書
保証書付

美ボディサイクロン
型番： CL-SR-03A

一般家庭用美容器
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本書は、本記載内容で無料交換を行うことを約束するものです。
お買い上げ日から、下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、

お買い上げ販売店に交換を依頼してください。

保証書

※

販
売
店

お
客
様

※印欄は必ず記入してお渡しください。

※お買い上げ日
保証期間
対象部分
型　　番

本体のみ

年 月 日
お買い上げ日から１年

CL-SR-03A

※ お 名 前

※ ご 住 所
TEL        (      )

輸入販売元 : クルールラボ株式会社 
                 〒104-0061東京都中央区銀座3-13-19東銀座313ビル６F

URL http://www.couleur-labo.co.jpTEL 03-5550-7181

セット内容
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■軽石アタッチメント
■本体

■フェイスポイントブラシ■ボディブラシ

※乾電池は付属しておりません。

ブラシ固定ヘッド

電源スイッチ

電池カバー

仕様

9

材　　　質

【本体】　　　　　　　　PP、TPE

【ボディブラシ】　　　　 台座部：ABS樹脂　ブラシ部：ナイロン

【フェイスポイントブラシ】台座部：ABS樹脂　ブラシ部：ナイロン

【軽石アタッチメント】　　台座部：ABS樹脂　ヘッド部：シリカ

セット内容：本体、ボディブラシ、フェイスポイントブラシ、
　　　　　　軽石アタッチメント、取扱説明書（保証書付き）

商 品 名：美ボディサイクロン
種 別：一般家庭用美容器
型 番： CL-SR-03A
本体サイズ：W約48mm×D約 80mm×約 176mm
本体重量：約138g（本体のみ）

電源方式：単3形アルカリ乾電池4本

防水性能： IPX7（防浸形）

乾電池の入れかた・交換

10

本体が濡れている時は
よく拭き取ってください。

1.本体の電池カバーをはずし、電池表示に合わせて、単3形
アルカリ乾電池（別売）4本を
入れます。

2.電池カバーを本体に戻します。
※本体と電池カバーとの間に隙
間があると電池カバー内部に水
が浸入し故障の原因となります。
電池カバーはしっかり固定して
ださい。

使用上の注意
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●お肌に直接ブラシを押しつけすぎない。

●ブラシを肌に対して垂直に当てる。

回転が弱まり洗浄力が落ちたり、
お肌を傷める原因にもなります。

●電池カバーはしっかり固定する。
本体と電池カバーとの間に隙間があると電池カバー
内部に水が浸入し故障の原因となります。

●本体は軽く握りトリートメントする。
本体に無理な力を加えてトリートメントすると、
本体と電池カバーとの間に隙間ができ、
電池カバー内部に水が浸入し故障の原因となります。

お手入れと保存のしかた
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ブラシとアタッチメントはご使用後に
本体のブラシ固定ヘッドから取り外し、
水道水またはぬるま湯で洗浄し、本体に
ついた水気を振り払い、乾いたタオルや、
やわらかい布でふきとった後、風通しの
良いところに陰干ししてください。

●熱湯は使わない。

●アルコール、シンナー、ベンジン、
　除光液は絶対に使用しない。

●電池カバー内部に水が入らないよう
　にしてください。故障の原因になります。

使用方法
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 全身ををぬるま湯で濡らします。

【ボディブラシ/フェイスポイントブラシ】 【軽石アタッチメント】

1. 入浴時、使用したい箇所を温め柔らかくしてください。1.
本体のブラシ固定ヘッドにお好み
のブラシを取り付け、ぬるま湯で
ブラシ面をしっかりと濡らします。

2.

●使い終わったら

●お子様の手の届かないところに置いてください。
●浴室等、湿気の多いところや直射日光のあたるところは避ける。

●保管場所は

トリートメントに合わせて、取り付けたブラシ面に
お手持ちのボディソープ、せっけん、または洗顔料
を直接つけ、指の腹を使い泡立てます。

※泡の量が少ないと摩擦などの原因となりますので、
   しっかり泡立て、多めの泡でお手入れください。

※スクラブ系配合やピーリング作用の
  あるものはご使用いただけません。

※ボディブラシは指 4本、フェイスポイントブラシは
　指 1本で泡立てるのをおすすめします。

3.

本体の電源スイッチを「入」にし、
トリートメントを開始します。
別紙の「トリートメント方法」を
参照してください。

4.

泡

アルカリ乾電池

電池カバー電池表示

修理事項
の記載欄

修理内容 修理者名

年　　月　　日

お肌

90°

入

切

アタッチメントを取り付け、肌表面と軽石を水またはぬ
るま湯で濡らし、ひじやひざ、かかとへ円を描くように
動かします。

2.
※アタッチメントを強く当てすぎない。お肌を傷める原因になります。

水、またはぬるま湯で洗い流し、入浴後は
クリーム等で保湿をしてください。3.
※軽石ケアは週に 1回程度を目安に行ってください。

※ご使用後皮膚にヒリヒリ感が残るようではこすりすぎです。
　皮膚のやわらかい部分のご使用に関しては十分ご注意ください。

電源スイッチを「切」にし、電源を切ります。

お手入れ方法は P14
「お手入れと保存のしかた」を参照してください。

●トリートメントが終わったら 入

切

ブラシ部

●消耗品について
※ブラシ・アタッチメントは消耗品です。
　1日 1回のご使用で、約3ヶ月ごとに交換することをおすすめします。ご購入に
　関するお問い合わせは、お買い上げ販売店または発売元までご連絡ください。

■ボディブラシ　　　　　　型番：CL-SR-03A-B1 　850 円 ( 税抜 )
■フェイスポイントブラシ　型番： CL-SR-03A-B2 　600 円 ( 税抜 )
■軽石アタッチメント　　　型番： CL-SR-03A-B3 　500 円 ( 税抜 )

隙　間

電池カバー部を
握って使用しない



①

②

③

④

ほほ各10秒

耳裏各５秒

鼻・口元
20 秒

額 5秒
まぶた・目の周りには
お使いにならないでく
ださい。

①額…中央からそれぞれ外側へ向かって、上下に動かします。

②鼻筋…上から下に動かします。
　小鼻まわり…左右それぞれやさしく当てます。

③口元…鼻の下を伸ばしながら口の周りを動かします。

④頬…顔の中心から耳の外側に向かって動かします。

⑤耳裏…上下に動かします。

フェイスポイントブラシ トリートメント方法
週1～2回を目安にしてください。

※お肌にブラシを
　押しつけすぎない。
　お肌を傷める原因に
　なります。

トリートメント方法

美ボディサイクロン
型番： CL-SR-03A



使用した箇所の泡を水またはぬるま湯で
しっかりすすぎ、洗い流します。2.

トリートメントを始める前に、取扱説明書本紙の P12～13
「使用方法」を参照に準備を整えてください。

※お肌にブラシを押しつけすぎない。
　お肌を傷める原因になります。

※ブラシを肌に対して垂直に当てる。
　角度をつけるとお肌を傷める原因や、　
　泡が飛び散る可能性があります。

ゆっくり泡の上を滑らせます。1.

ボディブラシ トリートメント方法

週1～2回を目安
にしてください。

お肌

泡

●45℃以上の熱湯は使用しないでください。
　やけどや本体の変形のおそれがあります。

●本体についたボディソープ・せっけん・洗顔料などは
　必ずふきとってください。

●直接本体に塗布しないでください。

腕・足

体の先から内側へ向かって動かします。
ひじやひざの角質が溜まりやすい部分は、10 秒ほど当ててください。

中央から外側へ向かって
動かします。

中央から外側へ向かって
動かします。

中央に向かい、円を描き
ながら動かします。

デコルテ首

首筋に沿うように、上下
に動かします。

中央から外側へ向かって
動かします。

お腹周りヒップ背　中


