
●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

光エステ
3色の光 IPLフォトマスク

型番： BTM-001

LED美顔器

ご使用前に必ずお読みください。

安全上のご注意（必ずお読みください）

　　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。

絵表示の例
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人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを
説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、
説明しています。

危険

禁止

●本製品は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱、高温
　 での充電・使用・放置をしない。

　 発熱・発火・破裂の原因になります。

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または
重傷を負うおそれが高い内容を示しています。

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または
重傷を負うおそれがある内容を示しています。

誤った取り扱いをしたときに、けがをしたり
財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。注意
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必ず守る

水ぬれ禁止

水場使用禁止

ぬれ手禁止

警告

●本体の掃除のときはACアダプターを本体とコンセントから抜く。
　抜かないと感電のおそれがあります。

●必ず家庭用ACコンセントで使用する。
　守らないと感電・発火のおそれがあります。

●異常・故障時には直ちに使用を中止する。
　そのまま、使用すると火災・感電・けがに至るおそれがあります。

●風呂場など湿気の多いところで使用しない。
　火災・感電・けがに至るおそれがあります。

●ぬれた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししない。
　 感電のおそれがあります。

●本体、ACアダプターを、ぬれた手で持ったり、水につけたり、水洗いしない。
　感電のおそれ、故障の原因になります。

●必ず専用のACアダプターで充電する。
　守らないとショート・異常発熱による発火のおそれがあります。

●ACプラグやACアダプターにほこりが付着しないように
　定期的に掃除する。
　守らないとほこりが付着して湿気などで絶縁不良になり、
　火災のおそれがあります。
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警告
●改造はしない。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。修理（電池交換など）は
　お買い上げの販売店にご相談ください。

●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。

●美容目的以外に使用しない。
　本品は、美容専用のトリートメント機器ですので、美容以外の
　トリートメントや医療効果や治療を目的として使用しないでください。

分解禁止

禁止

禁止

次のような方は使用しない。
●著しく日焼けをしている方
●トリートメント前後、１週間前後に日焼けをする可能性のある方
●光過敏症、紫外線アレルギーなどの光や熱に拒否反応を示す方
●心臓ペースメーカーを使用している方
●病気で通院中の方、薬を服用している方、または体調のすぐれない方
●てんかんの既往のある方
●皮膚疾患、ネグロイドの方、ケロイド体質の方
●エステ等でケミカルピーリング（AHA）、トレチノイン（ビタミン
　A誘導体）、トレチノイントコフェリル（皮膚治療薬に含有）を
　使用中の方（約３週間あける）
●妊娠中、または妊娠の可能性のある方

次の部位には使用しない。
・粘膜（唇、鼻の穴）
・美容整形（異物が入っている部分）
・口周り、口内
・眼の周り、眼球
・皮膚疾患、皮膚感染症（イボ、ヘルペスなど）
・外科手術等の部分、頭皮

※通院中の方は主治医にご相談のうえ、ご使用ください。
※その他、ご使用に関してのご心配な方、またご使用時に身体に
　異常をきたした場合は、速やかに使用を中止し、
　医師または専門医にご相談ください。
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充電池の取り扱いについて

●充電推奨温度は5～35℃です。周囲温度が適正温度（5～35℃）か
　ら極端にはずれていると、充電時間が延びたり、充電しない場合が
　あります。

●特に低温での充電は充電池の寿命を短くするおそれがあるため、
　充電推奨温度での充電をおすすめします。

●極度の低温下（約0℃以下）では、充電しない場合があります。

●使いはじめ（購入直後や3ヶ月以上放置したとき）や使用中に
　動作が停止したときは、必ずフル充電してからお使いください。

●充電中、本体・ACアダプターが多少温かくなりますが異常では
　ありません。

●正常な充電をしても使用できる回数が少なくなったときは
　充電池の寿命です。　
（目安は約３年ですが使用・保管などの状態により大きく変化します）

●製品の破棄時にリチウムイオン充電池のリサイクルに
　ご協力をお願いします。（P14参照）
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注意

●本体やACアダプターを落としたりぶつけたりして、
   損傷したら使用しない。
　けがや故障のおそれがあります。

●DCプラグやDCプラグ接続口にピンやゴミを付着させない。
　感電・ショート・発火のおそれがあります。

●使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く
　守らないと、絶縁劣化による感電や漏電火災のおそれがあります。

●ACアダプターを抜くときは、コードを持たず必ずアダプターを
　 持って抜く。（金属部に触れないようにする）
　 守らないと、感電するおそれがあります。

必ず守る

禁止

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（内蔵充電池）、ACアダプター
のみで、シリカゲルシート、固定バンド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
　 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
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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.

7



ご使用前の準備（本体セット）
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本体の両側にある固定バンド
差込口に付属の固定バンドを
差し込み、マジックテープで
しっかり固定します。

本体内側の上下左右４箇所の突起部に、
シリカゲルシートの差込口を固定します。

1.

本体の内側（肌接触面）に
シリカゲルシートをセットします。2.

※シリカゲルシートは外れやすくなっていますので、
　しっかり固定してご使用ください。

固定バンド

固定バンド
差込口

差込口

突起部

本体

本体

シリカゲル
シート

セット内容と各部名称　
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■シリカゲルシート１枚 ■ACアダプター1個

本体

【外側】

■本体１枚（充電池内蔵）

【内側】

■固定バンド2枚

結束バンド

差込口

電源ボタン

突起部充電池

電源表示ランプ

固定バンド
差し込み口

DCプラグ

ACプラグ

DCプラグ接続口

ご使用前の準備（充電）
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DCプラグを本体内側の充電池の
DCプラグ接続口に差し込む1.
ACアダプターを家庭用
ACコンセントに差し込む2.
充電する
（充電時間：約１時間３０分）
※常温での充電時間の目安です。
　周囲温度や電池寿命によって
　充電時間は異なります。

3.

ACアダプターをまず ACコンセントから抜き、
次に本体から抜き取ってください。

充電完了後4.

※ACアダプターを抜く際に、無理な負荷が掛かると
　破損の原因になり危険です。

充 電 中 ：赤色点灯

充電完了：緑色点灯

充電池

DCプラグ

DCプラグ接続口

家庭用ACコンセント
（100-240V）　

ACアダプター

仕様
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材　　　質：本体：シリコンゲル
　　　　　　シリカゲルシート：シリコンゲル
　　　　　　固定バンド：ナイロン、ラバー

電　　　源：AC100V,50/60Hz
出力電圧 /出力電流：DC5V,500mA
消費電力：約2.5W( 充電時 )

商 品 名：光のエステ　3色の光 IPLフォトマスク

種 別：LED美顔器

型 番： BTM-001

本体サイズ：Ｗ 約 428mm×Ｄ 約30mm×Ｈ 約 260mm

本体重量：約150g（本体のみ）

ACアダプター

電圧 /容量：DC3.7V,450mAh
充電電圧：4.2Vmax
使用電池：リチウムイオン充電池
最大充電時間：約１時間30分※
フル充電最大使用可能時間：約30分

※常温での充電時間の目安です。
　周囲温度や電池寿命によって充電時間は異なります。

内蔵充電池

原産国：台湾
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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（内蔵充電池）、ACアダプター

年 月 日
お買い上げ日から１年

BTM-001

※ 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

修理事項
の記載欄

修理内容 修理者名

年　　月　　日

ご使用方法
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クレンジング・洗顔を行ない、
素肌をきれいな状態にします。1.
シリカゲルシートをセットした本体
内側を、お顔全体を覆うようにのせ
ていきます。

2.

目・鼻・口の位置を合わせたら、
本体両側の固定バンドを後方に引っ
張りながら、しっかりと固定します。

3.

トリートメント終了後、電源が自動でオフになり、
電源表示ランプが消灯します。5.

本体の上側にある電源ボタンを
３秒間長押しします。

電源表示ランプが青色に点灯
した後、トリートメントが開始
されます。

4.

※ご利用は１日1回１０分までです。　
※本体の IPL( 光 ) を直視しないでください。
　必ず本体を装着してから電源を入れてください。

固定バンド

青色
点灯

電源ボタン

電源表示ランプ

トリートメント時間：約１０分

お手入れと保存のしかた
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●熱湯は使用しない。

●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。

●本体の水洗いは絶対にしないでください。

使い終わったら

●お子様の手の届かないところに置く。
●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。
●ACアダプターのコードをグルグル巻きにしたり結んだりしない。
　※コードの内部の芯線が切れて、トラベルの原因になります。
　　保管時は、付属の結束バンドで束ねておくことをおすすめします。

保管のしかた

本体から取り外し、水道水またはぬるま湯で
洗浄し、シート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。

1.シリカゲルシート

固定バンドを外し、乾いた布や、石鹸水を含
ませた布で拭き取ってください。

2. 本体
本体

お手入れの際は電源がオフになった
事を確認してから行ってください。

充電式電池（リチウムイオン電池 )リサイクルにご協力を

危険

本機器専用の充電式電池です。この機器以外に使用しない。
取り出した充電式電池は充電しないでください。
●火への投入、過熱をしない。
●くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造しない。
●＋と－を金属などで接触させない。
●ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
●火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない。
　発熱・発火・破裂の原因になります。

電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする。
●液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。
　目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師に
　ご相談ください。
●液が体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの
   原因になるので、きれいな水で十分洗い流したあと、
   医師にご相談ください。

●この製品に使用しておりますリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な
　資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはリチウムイオン電池を取り出し、
　充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

製品は破棄するときのみ分解する。
守らないと火災・感電・けがの原因になります。
修理（電池交換など）はお買い上げの販売店にご相談ください。

警告

本製品の使用電池
●名　　称：リチウムイオン（Li-ion）蓄電池
●定格電圧：DC3.7V　●定格容量：450mAh　●数量：１個

製品を破棄するときのお願い
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