
水につけないでください。
また、湯船の中で使用しな
いでください。ショート、
感電の原因になります。

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、肌に異常を感じた場合は
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。

●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「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。

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

　　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

※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。

●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

Quick! 指エステ
型番： CL-SR06C

一般家庭用美容器

ご使用前に必ずお読みください

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、無償で商品の修理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す。

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修理させていただきます。本体の無料修理を
　 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、本体の修理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
　 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
　無料修理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修理
　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。

※保証期間経過後の修理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.

肌に強く押し付けたり、長く同じ場所で使用しないでくだ
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。

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）

●著しく日焼けをしている方
●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
●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
●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。

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
●粘膜（唇、鼻の穴）
●口内

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。
・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。
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本書は、本記載内容で無料修理・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修理を依頼してください。

保証書

※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-SR06C

※ 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

※まぶた・眼球にはお使い
　にならないでください。

①額
上下に動かします。

②小鼻まわり
小鼻にあて、小さく円を描きながら動かします。

③頬
顔の中心から外側へ向かって動かします。

④口元
小さく円を描きながら動かします。

光イオンクレンジング
トリートメント方法 

光イオンケア
トリートメント方法 

※LED の光を近くで直視
しないでください。

乾電池の入れかた・交換

本体が濡れている時は
よく拭き取ってください。

1.電池カバーを反時計回りにはずし、単3形アルカリ乾電池
（別売）１本を入れます。

2.電池カバーを本体に戻し、押し込みながら時計回りに
閉じます。

※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。

※電池の残量が少なくなると、
LEDが点滅します。手順に従い
交換を行なってください。

アルカリ
乾電池

電池カバー

お手入れと保存のしかた

■ 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ください。

保管場所は

■ アルコール・シンナー・ベンジン・除光液等は使用しないでください。
　 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。乾いた布や、石鹸液を
　 少し含ませた布で拭き取ってください。

■ ヘッドに付いた汚れ・脂などは、水に浸した綿棒等を使用し、
　 その都度取り除いてください。

■本体は防水仕様ではありませんので、
　本体の水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。

お手入れの際は電源がオフになっていることを確認してから
行ってください。電源が入ったまま濡れタオルやティッシュ
などでお手入れをすると、刺激等を受ける場合があります。

ア
ル
コ
ー
ル

ベ
ン
ジ
ン

除 

光 

液
シンナー

使い方

■身に付けている眼鏡やコンタクトレンズを外します。
■イヤリングやピアス他、身に付けているアクセサリー・
　貴金属類（指輪・ブレスレット・ネックレス・腕時計等）は、
　はずします。
■通常のクレンジングや洗顔を行い、素肌をきれいな
　状態にしておこないます。

お手入れ前に

モードを選択する

仕　様

本体サイズ：W約24mm x D 約 24mm x H 約132mm
本 体 重 量 ：約 19g （本体のみ）
電 源 方 式 ：単３形アルカリ乾電池１本（別売）
タ イ マ ー ：３分自動 OFF 機能
材　　　質： 【本　体】ABS 樹脂
　　　　　　【LED レンズ部】PC（ポリカーボネート）

トリートメント中、本体背面の
アース部に手が触れていないと
お肌にイオンが通電しません。
必ず、アースに手が触れるよう
本体を持ってください。

アース部に触れている状態で
肌に接触すると音波振動が
開始されます。

本体のアースに手が
触れるように握る

■電源スイッチを“O”にし、電源を切ります。
「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

光イオンクレンジングモード

ロング
音波振動

イオン
毛穴洗浄

青
LED＋ ＋

光イオンケアモード

ショート
音波振動

イオン
保湿ケア

赤
LED＋ ＋

電源「切」スイッチ

スイッチの説明

終了後は肌表面に汚れが浮き出ているので、水で洗い
流します。そのあとは通常のお手入れをしてください。

① 顔全体を水で濡らします。
② スイッチを“C”にスライドさせます。
③「光イオンクレンジングトリートメント方法」を
　参照にトリートメントを開始してください。

■光イオンクレンジングモード

① 美容液を顔全体にたっぷり塗布します。
② スイッチを“M”にスライドさせます。
③「光イオンケアトリートメント方法」を
　参照にトリートメントを開始してください。

■光イオンケアモード

④

①

②③ ※まぶた・眼球にはお使い
　にならないでください。

①額
中央から外側へ向かって動かします。

②目元
目頭から目尻、こめかみへ向かってゆっくり動かします。

③頬
顔の中心から外側へ向かって動かします。

④口元
顎下から口角を通り、目の下まで引き上げます。

※LED の光を近くで直視
しないでください。

終了後は通常のお手入れをしてください。

④

①

②

ヘッドを肌に当て、
ゆっくりと動かします。
※強く押し付けすぎない
   ようにしてください。

ヘッドを肌に当て、
ゆっくりと動かします。
※強く押し付けすぎない
   ようにしてください。

※3 分経過すると自動的にトリートメントが終了します。
※１日１回のトリートメントを目安にしてください。
※お肌に異常があらわれた場合は使用を中止してください。

③

乾いた布や、石鹸液を
少し含ませた布

アース

MOISTURIZING MOISTURIZING 

CleansingCleansing


