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安全上のご注意
●ご使用前に、
この
「安全上のご注意」
をよくお読みの上、
正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、
製品を正しく安全にお使いいただき、
お使いになる人や
他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
必ずお守りください。
●注意事項は次のように区分しています。

危険

絵表示の例

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う
可能性があり、かつその切迫の度合いが高い
と想定される内容を示します。

記号は、
「してはいけないこと」の内容
をお知らせするものです。
（左図の場合は分解禁止）

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容を示します。

記号は、
「しなければならないこと
（強制）
」
の内容をお知らせするものです。
（左図の場合は必ず守る）

誤った扱いをすると、
人が傷害を負う可能性
や物的損害のみの発生が想定される内容を
示します。

必ず守る

危険

禁 止

下記のような医用電気機器との併
用は絶対にしないでください。
● ペースメーカーなどの体内植込み
型医用電気機器
● 心電計などの装着型医用電気機器
医用電気機器の誤動作をまねく恐
れがあります。

●
●
●

必ず守る

警告

必ず守る



次の人は医師と相談してご使用く
ださい。
● 心臓に障害のある人
● 急性
（疼痛性）
疾患の人
● 有熱性疾患の人
● 血圧異常の人
● 感染症疾患のある人
● 結核症疾患の人
● 悪性腫瘍のある人
● 顔面神経痛の人
● 妊娠中の人
● 生理中の場合
● アトピー性皮ふ炎の人
● アレルギー体質の人

特に肌が敏感な人
血友病疾患の人
歯の治療中の人
ステロイド系ホルモン剤の長期使
用や肝機能障害で毛細血管拡張
を起こしている人
● 飲酒している場合や薬を服用中
の場合、
疲労が激しい場合
事故やけがの恐れがあります。
●

禁 止

下記の部位には使用しない。
● 整形手術をした部位
● 眼球および上まぶた
● 傷口
● 顔面黒皮症
● 口の中等粘膜の部位
● ニキビや吹出物で炎症を起こし
ている部位
● 痛覚、
知覚障害を起こしている部位
● 皮ふの下に金属・プラスチック・
シリコン等を埋め込んである部位
● カユミやほてり、物理的刺激など
による病的なシミのある部位
● 化粧品等で皮ふ炎を起こしてい
る部位
● 目や耳のまわり
事故やけがの恐れがあります。

安全上のご注意
肌に傷や炎症がある場合は絶対に
使用しない。
肌トラブルや痛みの原因になります。
取扱説明書に記載されている以外
の使い方はしない。

乳幼児や子供・ペットには使わない。
事故やけがの恐れがあります。
禁 止

交流00-20V以外の電源は使用
しない。

事故やトラブル、故障の恐れがあり
ます。

火災や感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源
コードが断線する恐れがあるため、
次の状態が確認されたときは使わ
ない。

使用中痛みや不調を感じたときや、
使用後肌に異常を感じたときは、使
用を中止して専門医に相談する。

電源コードがねじれて戻らなく
なったとき。
● 電源コード・電源アダプターの根
元が変形、
傷んでいるとき。
電源コードが断線すると、大きなス
パークが発生して、やけど・感電の
恐れがあります。

肌トラブルの原因になります。

●

禁 止

本体に異音や異常が発生したら直
ちに使用を中止する。
事故やけがの恐れがあります。
必ず守る

電源コードを傷つけない。
（無理に
曲げない・ねじらない・引っ張ら
ない・重いものをのせない・熱い
ものに近付けない・束ねない・は
さみ込まない・加工しない）

事故やけがの恐れがあります。
使いはじめの方は、肌の様子を見な
がら使用する。
肌トラブルや体調不良の原因にな
ります。

火災・感電の恐れがあります。
電源コードが傷んだり、
コンセントの
差し込みがゆるいときは使わない。

使用しない時は、電源アダプターを
コンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。
ໃɬʊʡ
ʉ˂ɥȢ

電源アダプターに
電源コードを巻き
つけない。
電源コードが断線し、
火災・
感電・やけどの恐れがあります。
電源コード

子供には使わせない。
乳幼児の手の届く所で使わない。

火災・感電の恐れが
あります。

電源アダプター

電源プラグ
電源アダプター
ぬれた手で電源アダプターをコン

ぬれ手禁止

事故やけがの恐れがあります。
乳幼児の手の届く場所に置かない。
水タンクキャップなどの小さい部品
は誤飲の原因になります。

使用時間や使用頻度は取扱説明書
の指示を守る。

禁 止

セントに抜き差ししない。
故障・感電・ショートの原因になり
ます。
水洗いは絶対にしない。
また水につ
けたり水をかけたりしない。
故障やショートの原因になります。

2

安全上のご注意
除毛、脱毛した直後の箇所に使用し
ない。
肌のトラブル・事故になる可能性
があります。

水の中に落とさない。
水の中に放置
しない。
水の中につけない。
故障・ショートの恐れがあります。
禁 止

分解禁止

電源アダプターは浴室や湿気の多
い所で使わない。
保管しない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・
ショートの恐れがあります。
改造はしない。修理技術者以外の
人は、
分解・修理しない。
火災・感電・けがの恐れがあります。

乳幼児やペットの近くで使用しない。
乳幼児・ペットを驚かせる恐れが
あります。

禁 止

水タンクに水を入れたまま、保管し
ない。
フェルトの異臭、水漏れによるトラ
ブルを引き起こす恐れがあります。

注意

浴室や湿気の多い所で保管しない。
故障・ショートの恐れがあります。

他の美容器具と同時に使用しない。
事故やけがの恐れがあります。

イヤリングやネックレス等のアク
セサリー・コンタクトレンズは、
はず
して使用する。
事故やけがの恐れがあります。

落としたり、
ぶつけたりしない。
本体に強い衝撃を与えない。
感電・発火・けがの恐れがあります。
ベンジン・シンナー・アルコール
などでふいたり、殺菌剤をかけたり
しない。
ひび割れ・感電・発火の可能性が
あります。

禁 止

付属の電源アダプター以外は使用
しない。
付属の電源アダプターで他
の製品を充電しない。
感電・発火の恐れがあります。
業務用として使わない。
また、不特
定多数の人が使う場所に置かない。
連続使用による故障の恐れがあり
ます。
損傷したら使わない。
感電・発火・けがの恐れがあります。
家族や他人と共用しない。
感染症の恐れがあります。
肌をぬらさずに使用しない。
肌トラブルの原因になります。



スパチュラを肌以外の異物に触れ
させない。
製品の故障、肌のトラブル・事故に
なる可能性があります。

ひどい肌荒れや皮ふ表面に凹凸が
ある場合、またはうぶげやヒゲなど
によって、まれに刺激を強く感じる
ことがあります。
その際には、その
部位への使用を控える。
事故やけがの恐れがあります。
必ず守る

スパチュラは肌の同一部位に留め
ず移動させる。
肌トラブルや体調不良の原因にな
ります。
コンセントから電源プラグを抜く
ときは、電源コードを持たずにアダ
プター本体部を持って抜く。
火災・感電の恐れがあります。
ボディキャップをつけて保管する。
ミストが発生しなくなる恐れがあり
ます。

各部のなまえとはたらき

ミスト吹出し口

ヘッド挿入部

ミストボタン

動作中、ミストボタンを押している
とき、ミストが出ます。
ミストが出て
いる間はスパチュラの振動が停止し
ます。

ヘッド表示ランプ

本体
ニッケル水素電池
(内蔵)

動作中、挿入しているヘッドを表示
します。

切替スイッチ

ピーリングの強弱
（HI/LOW）
を切替ます。
HI：青 LOW：緑

電源スイッチ

1秒間長押しすると
「ＯＮ」
になります。
電源スイッチ：赤点灯
切替スイッチ：緑点灯
ヘッド表示ランプ：緑点灯
※挿入ヘッドに応じて点灯します。
再度押すと
「ＯＦＦ」
になります。

バッテリーランプ

【通常使用時】
消灯
【充電中】
点灯：充電中
消灯：充電完了
【電池切れ】
10秒間フラッシュ後、
消灯
（警告音あり）

本体ソケット



各部のなまえとはたらき
※水タンクカバー
※水タンクキャップ
※水タンク
イオン交換樹脂
硬度の高い水道水も
軟水へ変化させます。

■付属品
※ボディキャップ
本体を保管する時につ
ける。

※サブキャップ
ヘッド単体（フェイス用
ヘッド/ボディ用ヘッド）
を保管する時につける。

※電源アダプター
器具側
プラグ

電源コード
ボディ
（BODY）
用ヘッド

フェイス
（FACE）
用ヘッド

スパチュラ

電源プラグ

世界の電圧とプラグ
一覧表

※印の部品は、部品注文が出来ます。
販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせく
ださい。

ホームページでもお問い合わせいただけます。URL▶http://www.tescom-japan.co.jp/support/


充電のしかた
1 電源スイッチが「OFF」になっていること

②

を確認し、電源アダプターを本体とコンセ
ントに接続します。

● バッテリーランプが点灯します。
● 電源アダプターの器具側プラグを強く押し込んだり無

①

理に傾けると本体ソケットが破損する場合があります。
● 電源電圧は100-240Vであることを確認してください。
● 国や地域により電圧及びプラグ形状が異なる場合があります。
付属の「世界
の電圧とプラグ一覧表」
でお確かめください。

2 バッテリーランプが消えてから、電源アダ

①

プターをコンセントと本体から抜きます。
● 標準充電時間は、
約5時間です。
● 充電中、本体と電源アダプターが少し熱くなる

②

ことがありますが、
異常ではありません。

● 1回の充電で、
約6回
（1回10分）
使用できます。

（お手入れのしかたなど使用条件によっては、使用回数が少なくなる
ことがあります）

ニッケル水素電池を長くお使いいただくために
保管する場合は、
必ず充電してから保管する。
● 長期間使用しない場合も、
半年に1回程度は定期的に充電する。
●

充電後の動作時間が極端に短くなってしまった場合は、
以下の手順で電池をリフレッシュすると、
動
作時間が回復することがあります。
1.「製品を廃棄するとき」
（15ページ）
の手順
「1」
のみを行ってください。
電池を放電します。
2. 通常通りに充電してください。
上記動作を行っても回復しない場合は、ニッケル水素電池の寿命であると考えられますので、お買
い求めの販売店または、
「お客様ご相談窓口」
にご相談ください。

ご 注 意
●
●
●
●
●

充電中に電源スイッチを押しても電源を
「ON」
することが出来ません。
お買い求めの際、
4 ヶ月以上使わなかったときは、
充電してから使う。
充電が完了したら、
電源アダプターはコンセントから抜く。
周囲温度は、
10 ～ 40℃以内で使う。
充電を完了しても、すぐ使えなくなるときは、ニッケル水素電池の寿命が近づい
ています。
（→16ページ）



お使いになる前に
危険
下記のような医用電気機器との併用は絶対にしないでください。
医用電気機器の誤動作をまねく恐れがあります。
● ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
● 心電計などの装着型医用電気機器

警告
次の人は、医師と必ず相談してご使
用ください。
事故やけがの恐れがあります。
● 心臓に障害のある人
● 急性
（疼痛性）
疾患の人
● 有熱性疾患の人
● 血圧異常の人
● 感染症疾患のある人
● 結核症疾患の人
● 悪性腫瘍のある人
● 顔面神経痛の人
● 妊娠中の人
● 生理中の場合
● アトピー性皮ふ炎の人
● アレルギー体質の人
● 特に肌が敏感な人
● 血友病疾患の人
● 歯の治療中の人
● ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、
肝機能障害で毛細血管拡張を起こしてい
る人
● 飲酒している場合や薬を服用中の場合、
疲労が激しい場合

下記の部位には使用しない。
事故やけがの恐れがあります。
● 整形手術をした部位
● 眼球および上まぶた
● 傷口
● 顔面黒皮症
● 口の中等粘膜の部位
● ニキビや吹出物で炎症を起こしている
部位
● 痛覚、
知覚障害を起こしている部位
● 皮ふの下に金属・プラスチック・シリコン
等を埋め込んである部位
● カユミやほてり、物理的刺激などによる
病的なシミのある部位
● 化粧品等で皮ふ炎を起こしている部位

使用中、
肌や身体に異常を感じたらすぐに使用を中止して、
専門医に
相談する。
事故や体調不良を起こす恐れがあります。

※お肌のお手入れは、
1日1回まで、
1回10分以内です。
週に1 ～ 2回を目安としてください。
10分を超える連続使用は、
肌トラブルを起こす原因になりますのでおやめください。

●


洗顔を行い、
汚れを洗い流す。
● メイクはクレンジング剤で落としてください。

洗顔後の素肌にご使用ください。
肌を水
（もしくはミスト）
でぬらした状態でご使用ください。

使いかた
警告

目や耳のまわりのお手入れはしない。
（事故や体調不良を起こす原因になります）
肌にケガや傷がある場合は絶対に使用しない。
（肌のトラブルや痛みの原因になります）

お肌のお手入れは、
1日1回まで、
1回10分以内です。
週に1 ～ 2回を目安としてく
ださい。
電源スイッチを押して10分経過すると自動OFFします。

1 ボディキャップをはずします。
2 付属の「ボディ用ヘッド」または「フェイス用ヘッド」のいずれ
かを本体に装着してください。
ヘッドは、
奥までしっかり差し込んでください。
※ご購入時はボディ用ヘッドが装着されています。
● 電源が入った状態でヘッドを外さないでください。
● ヘッドの装着が不十分なとき、ヘッドを装着してい

ないときは電源が入りません。
● 浴室でご使用の際、ヘッド入れ替えのときや、ヘッ

ド装着が不十分なときにヘッド挿入部に水が入る
と、安全装置が働いて電源が切れます。
故障ではあ
装着
外す
りません。
（→13ページ）
● ヘッドを外すときは製品を図のように横向きにし、
両サイドの
指かけ部を持ち、
ゆっくり引き抜いてください。
ぬれた手や、ヘッドを顔に向けた状態で外そうとすると、スパチュラの先端
でけがをする場合があります。
● ヘッドを外す際、
スパチュラを持って抜かないでください。
超音波の振動不良など、
故障の原因になります。

3 裏面の水タンクカバーを外し、水タンクを取り出します。
水タンクカバー

水タンク



使いかた
水タンクに精製水もしくは水道水を水
4 水タンクキャップを外し、
位上限まで入れてください。
水タンクキャップをしっかりと締め、
水タンクに付いた水滴をふき取ってから本体へセットします。
マークを合わ
せて水タンク
キャップを水
タンクに挿入

斜め下方向
スライド に押す

②
①

ここまで

反時計回りに
まわして水タ
ンクキャップ
を外す。

水タンクに水を
入れる。

時計回りにま
わして水タン
クキャップを
取り付ける。

水タンクを①②の順
で本体にセットする。

水タンクカバーを
つける。

● 肌がぬれている場合や、
ミスト機能を使用しない場合は水タンクに水を入れなくても使用できます。

ただし、
ピーリング中にミストボタンを押してもミストは噴霧しません。
● 精製水・水道水以外は使用しないでください。
● 子供の近くで使用しないでください。
水タンクキャップは誤飲する可能性があります。

5 電源スイッチを長押しし、電源を入れます。
と音がなり、
装着したヘッドを認識して
●「ピッ」
ヘッド表示ランプが点灯します。
● 電源を入れてから約１０分経過すると自動で

電源が切れます。

FACE
BODY

HI/LOW

電源スイッチ
を押す

● ヘッド挿入部に水がある状態でヘッドを装着

した場合、
電源スイッチを長押ししても、
安全
装置が働き電源が入らないことがあります。
（→13ページ）

切り替えスイッチを押し、
ピーリングの強弱
6 を選択し
ます。

スイッチを押す毎にHI/LOWが切り替わり
ます。
起動時は
「LOW」
モードに設定されてい
ます。
HI・・・青
LOW・・・緑



ON/OFF

FACE
BODY

切替スイッチ
を押す

HI/LOW

ON/OFF

● 使い始めは
「LOW」
の設定で使用時間を短くしてご使用ください。
（→17ページ）
● 使用中に違和感を感じたときは、
ご使用を中止してください。

使いかた

7 ピーリングしたい箇所にミストを噴霧し、肌をぬらしてからス

パチュラを肌に軽くあてて、
ゆっくり滑らせながら動かします。
進行方向
ミスト
ミストボタン
を押す

ミストを噴霧して肌を湿らせる。

ミストボタン
を離す
ぬらした肌にスパチュラをあてて、滑らせな
がら動かす。

肌につけたミストが霧状にはじかれるようにスパチュラの角度を調整してください。
● 使用中、使用後、お手入れ箇所に発赤や発疹、かゆみなどの不調を感じたと

きは、
使用を中止して、
直ちに専門医へご相談ください。
● 同一箇所に何度も使用しないでください。
● 必ず肌をぬらしてピーリングしてください。
● スパチュラを肌に強く押しあてないように使用してください。
● スパチュラの金属部分に汚れが付きましたら、その都度やわらかいタオルや

ティッシュペーパーなどでふき取ってください。
● 水タンクに水が入っていないときはミストは発生しません。
● スパチュラ先端に大きな水滴がのっていると、肌に付いている水滴が霧状に

はねにくくなります。
水滴をふいてから使用してください。
● ミストボタンを押している間はスパチュラの振動は停止します。
故障ではあ

りません。
● 滑らす目安は、３秒間に１０cmくらいのスピードでスパチュラを移動させ、

一ヶ所にとどめないようにしてください。

8 使用後は、電源スイッチを切ります。水タンク中の水を捨て、
ヘッド・本体のお手入れをします。
（→14ページ）
ボディキャップ・サブキャップを付け、湿気の少ないところに保
管します。

長期保管の
しかた

お手入れ
（→14ページ）
をしてから保管してください。
１．
水タンクの中の水を捨て、水タンク・水タンクキャップをよく
乾かしてください。
２．
本体にヘッドを装着して、
ボディキャップをかぶせてください。
３．
残りのヘッド単体にはサブキャップをかぶせてください。
４．
必ず充電をしてください。
５．
湿気やホコリの少ないところに保管してください。
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使いかた
【フェイス用ヘッドの使い方】
①フェイス用ヘッドを本体に装着します。
電源スイッチを入れた際に、ヘッド表示
ランプ
（FACE）
が点灯していることを確認します。
②ミストボタンを押してミストを噴霧し、肌をぬ
らします。
● スパチュラ先端を肌にあてないように注意してく
ださい。
③ぬらした肌にスパチュラを軽くあてて、下から上
に向かってゆっくり動かします。
● 使用中に
「キーン」
という音が聞こえますが、故障
ではありません。
●フェイスライン

●アゴ＆口元

●ホホ

●小鼻周り

④ご使用後は、
いつものお肌のお手入れを行ってください。
● 化粧水で肌を整えて、
乳液などで油分を補ってください。

⑤ご使用後、ヘッドの汚れを柔らかい布もしくはティッシュペーパーなどでふき取っ
てください。
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使いかた
【ボディ用ヘッドの使い方】
①ボディ用ヘッドを本体に装着します。
電源スイッチを入れた際に、ヘッド表示ランプ
（BODY）
が点灯していることを確認します。
②ミストボタンを押してミストを噴霧し、
肌をぬらします。
● スパチュラ先端を肌にあてないように注意してください。

③ぬらした肌にスパチュラを軽くあてて、
外側に向かってゆっくり動かします。
● 使用中に
「キーン」
という音が聞こえますが、
故障ではありません。

●ヒザ

●かかと

●ヒジ

④ご使用後にクリームなどで油分を補い、
保湿してください。
⑤ご使用後、ヘッドの汚れを柔らかい布もしくはティッシュペーパーなどでふき
取ってください。
応用編
●デコルテ
● フェイス用ヘッドをお使いください。

①ミストボタンを押してミストを噴霧し、肌をぬ
らします。
● スパチュラ先端を肌にあてないように注意し
てください。
②ぬらした肌にスパチュラを軽くあてて、
下から上に向かってゆっくり動かします。
③ご使用後にクリームなどで油分を補い、
保湿してください。
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使いかた
【安全装置について】
● ヘッド挿入部に水が入ると、安全装置が働き電源が切れたり入らなくなったりし

ます。
→このようなときは、ヘッドを本体からはずし、ヘッドとヘッド挿入部の水気を
きり、きちんとふいてから再度ヘッドを装着して電源スイッチを押すと、正常
に動作します。

【充電の時期について】
● 電池切れの合図は、
電源が入っている時にバッテリーランプが点滅するとともに

警告音
（ピッ、
ピッ、
ピッ…）
が10秒間鳴り、
電源が自動的に切れます。
→すぐ充電してください。

【海外でのご使用について】
● 本製品は100-240V電源で使用できます。
● 国や地域により電圧及びプラグ形状が異なる場合があります。

→付属の
「世界の電圧とプラグ一覧表」
でお確かめください。

注意
ご使用になる前に必ずコンセントの電圧をお確かめください。
必ず交流100-240V電源でご使用ください。
交流240Vを超える電源でご使用にな
りますと、
故障の原因になります。
国によっては同一国内でも地域により工業用電源（380Vなどの高圧電源）が家庭や
ホテル内に引き込まれている場合がありますので、
現地で十分お確かめのうえ、
ご使用
ください。

品名

超音波ピーリング

定格時間 10分
（自動OFF）

品番

TE210

充電時間 約5時間

電源アダプター AC100-240V 50/60Hz

仕 様

電
源 本体

寸法
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ニッケル水素電池
（DC3.6V,800mAh）
1組

高さ184×幅49×
奥行き46mm
（ボディ用ヘッド付き）

質量

140g（本体）
175g（ボディ用ヘッド
付き）

付属品

ボディ
（BODY）
用ヘッド
フェイス
（FACE）
用ヘッド
電源アダプター
ボディキャップ
サブキャップ
世界の電圧とプラグ一覧表

お手入れのしかた
●電源が
「OFF」
になっていること、
電源アダプターが取り外されていることを確認
してからお手入れをします。

●本体・ヘッド・スパチュラ部
乾いたやわらかい布で汚れをふき取ります。
●汚れが落ちにくいとき
「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく
絞ってふき取ります。
本体

ヘッド

スパチュラ部
ヘッド挿入部は
乾いた柔らかい
布でふいてくだ
さい。
※挿入部はぬれ
た布でふかな
い下さい。

水タンク・水タンクキャップ

水タンクの水を捨て、
自然乾燥させてから本体に取り付ける。

ご 注 意
●スイッチは必ず
「OFF」
にする。
誤ってスイッチを入れると刺激を受けたり、
誤動
作・ショートの原因になります。
●本体・ヘッドは水洗いしない。
また水につけたり、
水をかけたりしない。
故障の
原因になります。
●ベンジン・シンナー・アルコールなどでふかない。
変形・変色の原因になります。
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製品を廃棄するとき
警告

製品を廃棄するとき以外は分解しない。

充電式電池のリサイクルにご協力ください。
本製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
ニッケル水素電池はリサイクル可能
な貴重な資源が使用されています。
ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電
池を取り外していただき、
リサイクル協力店へお持ちいただき、
リサイクルへのご協力を
お願いいたします。
● ニッケル水素電池以外にも、リサイクル可能な部品が含ま
れています。
ニッケル水素電池以外の部品の廃棄に際して
は、
お住まいの地域の条例などに従って処理してください。 ニッケル水素電池は、リサイクルへ
●

【ニッケル水素電池の外しかた】
この説明は、
製品を廃棄するための説明です。
（修理をお勧めする説明ではありません）
この製品は、
お客様による修理はできません。

1

電源スイッチとミストボタンを、同時
に連続10秒以上押してください。
「ピッ」と音がしたら押すのをやめ、
バッテリーランプが点滅するのを確
認してください。
バッテリーランプが消灯するまで放
電します。

2

4

本体ケース（正面）と（背面）のすき間
に⊖
（マイナス）
ドライバーを差し込ん
で本体ケース
（背面）
をはずします。

ボディキャップ、水タンクカバーと水
タンクをはずします。
本体背面のゴム
キャップ
（6個）
をはずします。
水タンク

水タンク
カバー

ボディ
キャップ
ゴムキャップ

3

⊖ドライバー

5

ニッケル水素電池をつなぐリード線
のコネクターを基板から抜き、電池を
引き出します。

ネジ
（6本）
をはずします。
リード線の
コネクター
リード線
ネジ
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ニッケル水素電池

故障かな？と思ったら
こんなときは

電源スイッチを押しても
電源が入らない。

考えられる原因
ヘッドを装着していない。

充電中である。

充電が終了してから電源ア
ダプターを外してください。

充電切れになっている。

充電してから使用してください。

安全装置が働いている。

13ページ【安全装置につい
て】
をお読みください。

水タンクに水が入っていない。

水タンクに水を入れてください。

ミストボタンを押していない。

ミストボタンを押す。
その間、
ミストが出ます。

水タンクをきちんとセットし
ていない。

水タンクを外し、セットし
なおしてください。

充電切れになっている。

充電してから使用してください。

ミストボタンを押している。

ミストボタンを離してください。

ヘッドをきちんと挿入していない。

ヘッドを外して挿入しなおしてください。

動作中に電源が切れた。

ミストが出ない。

処置の方法
ボディ用ヘッド、フェイス
用ヘッドのいずれかを装着
してください。

スパチュラが振動しない。
故障している。
電源コードがねじれて戻ら
なくなった。
電 源コードを折り曲げる
と、充電ランプが点いたり、
点かなかったりする。

電源コードが
断線しかけている。

すぐに使用を中止し、
「お客様ご相談窓口」に、ご
相談ください。
（→18ページ）

その他の異常・故障がある。
充電できない。
（バッテリー
ランプは点灯する）

ニッケル水素電池の寿命が近
づいている。
電源アダプターの取り付け方
が悪い。

電源アダプターを本体とコンセント
にしっかり取り付けてください。

電源アダプターが故障して
いる。

「お客様ご相談窓口」にご相
談ください。
（→18ページ）

充電してもすぐに使えなくなる。

残量が多く残っていたのに充
電をしていた。
（継ぎ足し充電）

残量電池を使い切ってから
充電する。

電源コード・電源アダプター
が異常に熱い。

コンセントの差し込みがゆるい。

コンセントに原因がある場
合があります。
最寄の電気店
にご相談ください。

充電できない。
（バッテリーランプが点灯
しない）
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Q&A
Q1.HI/LOWの切換はどうやって決めるのですか？
●

敏感肌の場合はLOWモードで使用してください。
その他の場合も使い始めは
LOWモードの設定で使用時間を短くしてご使用ください。

Q2.1日に何回使えますか？
● お肌のお手入れは、
1日1回まで、1回10分以内です。
週１～２回を目安としてくだ
→

さい。
使いすぎると肌へ負担がかかります。

Q3.何故ピーリングをする箇所を水でぬらすのですか？
●

超音波を直接肌に伝えるためです。
乾いた肌に使用することは絶対にしないでください。

Q4.お風呂場で使っても大丈夫ですか？
●
→

浴室での使用は可能ですが、
浴槽の中で使用しないでください。
水の中に落としたり、ヘッド交換の時ヘッド挿入部に水が入らないように注意し
てください。
故障の原因になります。

Q5.水タンクに水ではなく、
他の液体を入れても大丈夫ですか？
●
→

水道水・精製水以外のものを入れないでください。
他の液体を水タンクに入れると故障の原因になります。

Q6.ボディ用ヘッドを顔に、フェイス用ヘッドを体に使用しても良いですか？
●
→

使用しないでください。
肌トラブルの原因になります。

Q7.化粧の上から使っても大丈夫ですか？
● 化粧を落としてからお使いください。

Q8.その他のトラブル、
どうすればよいですか？
● お肌に異常がある場合は、
すみやかに使用を中止し、
専門医にご相談ください。
● 機器に異常がある場合は、
お買い上げの販売店または
「お客様ご相談窓口」
（18ページ）

にご相談ください。
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アフターサービスについて
±®ίᜳంȾȷȗȹ źźźźź ίᜳఙᩖɂȝ៳ȗ˨ȥஓɛɝᴮࢳᩖȺȬǿ
ȦɁᝢంȾɂᚾᬂȾֿףɁίᜳంȟ͇ȗȹȗɑȬǿίᜳంɂȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȺȈ៧ۨࣆ
ջˁȝ៳ȗ˨ȥஓȉȽȼɁᜤоɥȧᆬᝓɁ˨Ǿю߁ɥɛȢȝᝣɒɁऻǾ۾ҒȾίከȪȹȢȳȨȗǿ

²®εျɥΗᭅȨɟɞȻȠ
Ǵίᜳఙᩖ˹ɂֿףȾίᜳంɥຍțȹȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȾȧધՎȢȳȨȗǿίᜳంɁᜤᢐю߁
ȾȰȶȹεျȗȲȪɑȬǿ
ǴίᜳఙᩖȟᤈȡȹȗɞȻȠɂȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȾȧᄾᝬȢȳȨȗǿεျȾɛɝΈႊȺȠɞک
նɂǾȝറɁȧᛵఖȾɛɝ୳εျȗȲȪɑȬǿ

³®ᛃεႊॴᑤֿɁίఙᩖ
छᇋȺɂǾȦɁֿףɁᛃεႊॴᑤֿᴥֿףɁൡᑤɥ፟ધȬɞȲɔȾ॒ᛵȽֿᴦɁίఙᩖɂ
ᛏᣲੜȴҒɝऻ¶ࢳȻȪȹȝɝɑȬǿ

´®ȧΈႊ˹ȾɈȳɦȻ۰ɢȶȲৰȾȽȶȲȻȠ
ȲȳȴȾȧΈႊɥ˹ඨȪǾȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȾཟ೫ˁεျɥȧΗᭅȢȳȨȗǿȝറȧᒲᡵȺɁ
ґᜓεျɂԲ᪙ȺȬǿ
ᴥεျȾɂ࿑යȽ੫ᚓȟ॒ᛵȺȬǿᴦ

µ®ɬʟʉ˂ɿ˂ʝʃȾȷȗȹȧ˪ɁཟȟȕɞȻȠ
ȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȾȝץȗնɢȮȢȳȨȗǿ
ǴȧᢆࠊȾɛɝǾȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆɁɬʟʉ˂ɿ˂ʝʃɥՙȤɜɟȽȢȽɞکնɂǾ̜ҰȾ៧ۨ
ࣆȾȧᄾᝬȢȳȨȗǿ
Ǵȧ᠙ኌֿȽȼȺǾȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆɁɬʟʉ˂ɿ˂ʝʃɥՙȤɜɟȽȗکնɂǾ˩ᜤɁȈȝ
റȧᄾᝬሻՠȉȾȝץȗնɢȮȢȳȨȗǿ

ʐʃɽʪȝറȧᄾᝬሻՠ

ՙ͇ᩖᴷࢲஓ ¹ᵻ±·

ǴֿˁεျȾȷȗȹɁȝץȗնɢȮ

0120-343-122

ǴֿףˁȝɝȗˁȰɁͅɁȝץȗնɢȮ

0120-106-018

Ȏ³¹°±²´² ᩋᅇైటࢍ֪ႎ´²±·ᴪ±

ÆÁØ

°²¶³´°³¸´°

Ȏ±´±ᴪ°°³±ǽూ̱᥆ֿࡺԖᛴ̡Օႎµᴪµᴪ·
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ǴȧΈႊҰȾ॒ȭʃʛʋʯʳɁаብȾૺϾȟȽȗȞɥȧᆬᝓȢȳ
Ȩȗǿ

Ȅི୳εျްȅ
ȝ៳ȗ˨ȥஓȞɜίᜳఙᩖ˹ȾǾᝢంǾటͶʳʣʵȽȼɁาంȾिȶȲඩࢠȽΈႊৰȺ᪩ȪȲ
کնȾɂǾటంᜤᢐю߁ȾژȸȠǾȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȟི୳εျȗȲȪɑȬɁȺֿףȻటίᜳంɥȧધՎˁ
ȧ૬ᇉɁ˨Ǿȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȾȧΗᭅȢȳȨȗǿ

超音波ピーリング TE210

ȊᩋࢳȧΈႊɁᠯᬩฯʞ˂ʴʽɺɁཟ೫ɥᴞȋ

±® ίᜳఙᩖюȺɕඒɁɛșȽکնȾɂ୳εျȻȽɝɑȬǿ
ḧΈႊ˨ɁɝǾᣲɗ˪छȽεျȾɛɞ᪩ɑȲɂૺϾǿ
Ḩȝ៳ȗ˨ȥऻɁᕶ˩ǾऀȶᠰȪǾᢡᣞȽȼȾɛɞ᪩ɑȲɂૺϾǿ
ḩཌདǾ٥Ǿ෩ǾᕶȽȼɁۿདȽɜɆȾуɗႱࢠ٢ȽȼɁ۶ᛵىȾɛɞ᪩ɑȲɂૺϾǿ
ḪഈөႊȻȪȹɁΈႊǾ˵ǾᓗᓔɋɁଃᢐȽȼˢᓐ࣍ႊ͏۶ȾΈႊȨɟȲکնɁ᪩ɑȲɂૺϾǿ
ḫటంɁ૬ᇉȟȽȗکնǿ
ḬటంȾȝ៳ȗ˨ȥஓǾȝറջǾ៧ۨࣆջɁᜤоɁȽȗکնȕɞȗɂޏբɥంȠ૰țɜɟȲکնǿ
²® ȧᢆࠊɁکնɂ̜ҰȾȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȾȧᄾᝬȢȳȨȗǿ
³® ȧ᠙ኌֿȽȼȺటంȾᜤоȪȹȕɞȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆȾεျɥΗᭅȨɟɞȦȻȟȺȠȽȗکնɂǾȈȝ
റȧᄾᝬሻՠȉȾȝץȗնɢȮȢȳȨȗǿ
´® టంɂஓటّюȾȝȗȹɁɒӛȺȬǿᴥÔèéó ÷áòòáîôù éó öáìéä ïîìù éî Êáðáî®ᴦ
µ® టంɂѓᄉᚐȗȲȪɑȮɦɁȺጦ܅ȪȽȗɛș۾ҒȾίከȪȹȢȳȨȗǿ
Ǵεျʫʬ

ǴȦɁίᜳంɂటంȾᇉȪȲఙᩖǾస͔ɁɕȻȾȝȗȹི୳εျɥȝጙశȬɞɕɁȺȬǿिȶȹȦɁίᜳ
ంȾɛȶȹȝറɁศऺ˨Ɂ൏ҟɥҤ᪅ȬɞɕɁȺɂȕɝɑȮɦɁȺǾίᜳఙᩖጽᤈऻɁεျȽȼȾȷȗ
ȹȧ˪ɁکնɂǾȝ៳ȗ˨ȥ៧ۨࣆɑȲɂȈȝറȧᄾᝬሻՠȉȾȝץȗնɢȮȢȳȨȗǿ
ǴίᜳఙᩖጽᤈऻɁεျǾᛃεႊॴᑤֿɁίఙᩖȾȷȗȹᝊȪȢɂȈɬʟʉ˂ɿ˂ʝʃȾȷȗȹȉɁᬱɥ
ȧᜄȢȳȨȗǿ
ǴछᛏֿɁίᜳంȾȧᜤоȗȲȳȗȲǾȝറɁρ̷ষڨɂǾεျˁ̬૰ֿɁᄉᣞɁɒȾΈႊȪdȰɟ͏۶Ɂᄻ
ᄑȺΈႊȪȲɝǾቼ˧ᐐȾ૬ΖȬɞ̜ɂˢҒȧȩȗɑȮɦǿ
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