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保証書 FESTINO I 室内 ・ 家庭用 I
品名 フェスティノフェイシャルモイストナノスチ ーマー (SMHB-015 )

保証期間 本体お買い上げ日より1 年間

お買い上げ日 年 月 日

販売店名 〈お客様〉

お名前

こ住所

電話番号

※空欄部 分 に販売店名、お買い上げ年月日を必ずこ記入ください。

仕様

品名 フェスティノフェイシャルモイストナノスチ ーマー

品番 SMHB-015
本体サイズ 約Wl20 x Dl 36 x H208mm 
電源 AClOOV 50/60Hz 
消費電力 稼働後安定時約300W（最小約lOOW／最大約700W)
スチ ーム発生置 約6m|／分
スチ ーム温度 約45℃（吹出口より25cm付近）
スチ ーム発生時間 約15 分（自動オフ）
スチ ーム発生待ち時間 約40秒
給水タンク容星 約90ml
材質 本体ABS、 水タンク／吹出口 PC、ミラ ー ア クリル
電源コ ード 約18m
付属品 取扱説明書・保証書

※仕様、デザインは商品改良のため予告なく変更することがあります。

一 交換用の給水タンクは別売しております。こ購入された販売店にお問い合わせください。

◎フェスティノナノスチーマー用タンク
品番：〈ホワイト〉SMHB-015-TKW 〈ピンク〉SMHB-015-TKP 各¥2,200（税込）

シンプルマインド株式会社 | BA-SMHB015-02-2012 | 

Facia I 

Moist Nano Steamer 

フェイシャルモイストナノスチ ーマー

取扱説明書・保証書

シンプルマインド
カスタマー センター

電話 03-6662-7106

【受付時間】
1o:oo~12:00/ 13:00~ 11:00 
（土日祝日を除く）

【住所】
〒125-0062
東京都葛飾区青戸4-2-7-201

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうこざいます。お使いになる前に
本書を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。また、 本書は大切に保管してください。

SMHB-015 

INDEX 

安全上のこ注意—------------------2-5

各部の名称 — -----------------------6 

使える 水について — -------------------7 

使い方 —----------------------- 8-10
排水の仕方—---------------------- 11

お手入 れの仕方—-------------------12

保管の仕方／設置場所について — ------- 13

故障かな？と思ったら — ---------------14

保証規定 — ------------------------15

保証書／仕様—-------------------- 16

16 

□

ロ・l＿裏

ロ

ロ・

安全上のこ注意 保証規定

こ使用前に、この 「安全上のこ注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本書には、こ使用に
なる方や他の方々への危害、財産への損害を未然に防ぐため必ず守っていただきたい事項を示しています。

△警告

△注意

この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると 、 【死亡または重傷を
負う可能性が想定される】内容を表記しています。

この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、 【物品の損害の発生
や軽傷を負う可能性が想定される】内容を表記しています。

お守り いただく内容を、 次の絵表示で区分して説明しています。

〇竺に賃ご此ご。
けない 1`' □；ぷ□9ご、、

ま
必；：,行うこと

I △警告

次のような人は使用しないでください。 顔やデコルテ（胸元）のお手入れ以外
肌・身体のトラブルを生じる恐れがあります。 〇の目的で使用しないでください。
・アレルギー体質の人 やけどや感電、けがの原因になります。

・アトピー性皮膚炎の人
・敏感肌の人、皮膚感覚の弱い人 熱さ感を自覚できない人は、

o •顔面や胸元に神経障害のある人 〇使用しないでください。
・整形手術をした人 やけど、けがの原因になります。

・妊娠中の人、生理中の人、授乳中の人
・皮膚炎、日焼けなど肌に異常のある人 肌や体調に異常を感じたら、すぐに使用
・肌に傷や湿疹、腫れものなどのある人 ◎を中止して専門医に相談してください。
※こ自身で判断できない場合は、こ使用前 事故や体調不良、肌トラブルの原因になり

に医師にこ相談ください。 ます。

高温となる場所や、浴室など湿気の 乳幼児の手の届かない場所に

。多い場所、水のかかりやすい場所、 ◎保管してください。また、乳幼児が
屋外では使用しないでください。 触らないように注意してください。
感電や火災の原因になります。 やけどや感電、けがの原因になります。

本製品の分解や修理、改造は 医療用や業務用として
O しないでください。 〇使用しないでください。

故障やけがの原因になります。 家庭用として設計・製造されています。

1．取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従ったこ使用において、保証期間内に故障や品質不良
が発生した場合は、当社が無償にて修理または交換いたします。

2. c転居の場合、またはこ贈答品等の場合での修理のこ依頼先は、お買い上げの販売店またはシンプル
マインドカスタマーセンターヘこ連絡ください。

3．以下の場合は保証期間内でも有償修理になります。
（イ）本保証書が提示されない場合
（口）本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載がない場合、また字句を書き換えた場合
（ハ）火災地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害や異常電圧による故障および損傷
（二）一般家庭用途以外（例えば業務用における長時間の使用）で生じた故障及び損傷
（ホ）本体及び付属品の消耗・紛失、損傷など
（へ）お買い上げ後の 落下、衝撃などによる損傷、変形
（卜）使用上の誤りや当社以外 で行われた修理や改造による故障

4.本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

5本保証書は再発行しませんので、紛失しないよ う大切に保管してください。

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償修理のお約束をするものです。従って、
本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

〈アフターサー ビス〉

■保証書
必ず販売店名、お買い上げ年月日などをこ確認のうえ、販売店よりお受け取りください。また、内容をご確認
のうえ、大切に保管してください。

■修理に出されるとき
・保証期間中

取扱説明書などの注意書きに従った使用状態で故障した場合は、保証書をご提示いただくことで無償
交換となります。保証期間中でも、本書に記載されている注意書きを無視したうえでの故障や破損、改造、
分解を加えた場合などは有償となる場合があります。

・保証期間を経過しているとき
保証期間を過ぎた場合はお客様のこ要望により 、有償修理をいたします。
※その場合の送料はお客様負担となります。

■ アフターサー ビスについてご不明点がある場合やお困りのとき
お買い上げ販売店またはシンプルマインドカスタマーセンターまでお問い合わせください。
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故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったときは、修理を依頼される前に下記のことをお調べください。

症状 主な原因 対処方法

電源が入らない 電源プラグが正し く接続され 電源プラグを正しく接続してください。
ていない

電源スイッチを軽くタッチして 電源マークを指の腹でしっかり覆うよう
いて、反応していない にして押してください。（P.9回参照）

スチ ームが出ない／ 給水タンクに水が入っていない 給水タンクに水を補給してください。
スチ ームの出が悪い

水平な場所に置かれていない 水平な場所に置いてください。

給水タンクが奥まで差し込ま 給水タンクを奥までしつかり差し込んで
れていない ください。

本体内部に水アカ や お手入れしてください。 (P.12参照）
ミネラル分が付着している

風の強い場所で使用している エアコンなどの風の影響を受けない場所
に移動して使用してください。

15分以上運転している 使用開始後約15分で自動的に電源が
切れます。本体をlO分以上冷ましてから
給水してください。

スチ ームが途中で 給水タンクの水が本体内部に キャップを再度閉め直して、給水タンクを
止まる きちんと供給されていない 奥までしっかり差し込んでください。

スチ ームの噴射方向 ノズルの吹出口に 電源を切ってから、
にばらつきがある 水滴が溜まっている 綿棒で水滴を取り除いてください。

スチ ームの出方に 製品の特性上、スチームの出方にムラがあるように見えることがあります が
ムラがある 異常や不良ではありません。

スチ ーム発生中に 本体内部で水が沸騰する音が 異常ではありません。
ポコポコと音がする している

本体周辺が濡れる 本体を傾けた 水平な場所に置いてください。

給水タンクの着脱を 給水タンクを一度でカチッと音がす る
繰り返した まで差し込んでください。

精製水、水道水以外のものは 吹出口にピンや針金などの異物を入れ
〇使用しないでください。 〇たり、 ふさいだりしないでください。

やけどや故障の原因になります。 感電やけがの原因になります。

引火性のもの（アルコ ール、シンナ ー、 電源コ ー ドを傷つけたり、無理に曲げ

。ベンジン、除光液、スプレーなど）の 。たり、引っ張ったり、ねじったり、束ね
近くで使用しないでください。 たり、加工したりしないでください。
爆発や火災の原因になります。 火災、感電の原因になります。

指定された電源電圧（交流lOOV)以 電源コ ー ドの上に重いものを乗せたり、
〇外の電圧では使用しないでください。 〇挟み込んだりしないでください。

故障、火災、感電の原因になります。 火災、感電の原因になります。

本体や電源コ ー ドに水をかけたり、 濡れた手で本体を操作したり、電源プ
〇濡らしたりしないでください。 〇ラグを抜き差ししたりしないでください。

ショ ー トや感電の原因になります。 故障や感電の原因になります。

電源プラグはコンセント の奥まで お手入れの際は安全のため電源プラグ
◎ しつかり 差し込んでください。 ◎をコンセントから 抜いてください。

火災や感電の原因になります。 感電、火災、けがの原因になります。

使わないときや使用後は電源を切り、 電源プラグを抜 くときは、電源コ ー ド

◎ コンセントから電源プラグを抜いて ◎を引っ張らずに、必ず電源プラグを
ください。 持って 抜いてください。
感電、漏電、火災の原因になります。 断線、感電、ショ ー トの原因になります。

定期的に電源プラグの刃および取り付 本体より異臭、異音、 発煙など、何か

◎ け面のホコリをふき取ってください。 ◎異常が生じたときは、即座に使用を
ホコリが付着していると、感電、ショ ー ト、 中止してください。
火災の原因になります。 感電、ショ ー ト、発火の原因になります。
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保管の仕方

I やけとの原::：�：：五；ご葛；］で意くたさい。 ］ 

使用中は、スチ ームの吹出口やノズル 吹出口から25cm 以内でスチ ームに
〇に触れたり、のぞいたりしないでくだ 〇顔やデコルテ（胸元）、手を近づけす

さい。 ぎないでください。

。ポタン 操作時やノズルの角度調整時 。水平な場所以外で使用したり、手に
にスチ ームに触れないでください。 持って使用したりしないてください。

使用中や使用後10分以内は、本体を ノズルは大変熱くなります ので、使用
〇傾けたり、揺すったり、 持ち運んだり 〇釦 0分以内は絶対に ノズルに触れな

しないでください。 いでください。

吹出口から排水しないでください。
。使用後10分以内は〇吹出口に水滴が溜まり、電源を入れた 給水キャップを開けないでください。

ときに湯滴が飛ぶ恐れがあります。

◎排水するときは、お湯が手にかからな ◎給水キャップは
いように本体を持ってください。 しつかり確実に閉めてください。

△注意

お手入れ後、水気を拭き取り、陰干しして十分に乾燥させてください。しばらく使用しない場合
は、ポリ袋などで包み 、取扱説明書（本書）と共にお買い上げ時の箱などに 入れ、湿気 の少ない
場所に保管してください。

企注意
必ずお手入れをして、よく乾燥させてから保管してください。汚れや水分が残った
まま長期間保管すると、カビや悪臭などが発生する原因になります。

設置場所について

下記の点に注意して、壁や周囲の家具や家電製品などから適切な距離を保って使用してください。

叶

50cm以上

50cm 
以上

ク

50cm以上

壁、家具、カ ー テン、寝具などから
50cm 以上離れた水平な場所に
設置してください。

一

※必ず、平らで固い場所に置いて使用してください。

J�/コン、テレビ、携帯電話などの電子機
器や電饂品、壁紙ピアノ沼蒻応塗装

。の家具の上や近くに置かないでください。
スチ ームが触れたり水をこぼしたりすると、
機器の故障や対象の表面を傷める原因に
なります。

゜

天井、家具、カ ー テン』邑寝具などに
スチ ームが直接あたる場所では使用
しないでください。
染み、変形の原因になります。
家具、カ ーテン、壁などから 50cm以上
離れた水平な場所で使用してください。
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- die line ■ BLACK Paper Size: W296xH210mm 

3＿表 □
」.

お手入れの仕方

企警告
•安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてからお手入れしてください。
•本体の水洗いやつけ置き洗いは絶対にしないでください。

、r ※月に1回程度行ってください。

水アカの付着防止、除去のため、以下の手順で本体内をす すいでください。
使用中や使用直後はお手入れしないでください。使用後は10分以上冷ましてから行ってください。

闘給水タンクに給水する

水を満水線(Max)ま で入れ、給水キャップを閉めてください。

図給水タンクを本体に取り付ける

回 本体を持って水平に3~4回振る

本体を傾けずに、回すように振ってください。

押しながら
水を出します。

「― 排水
ボタン

口給水タンクを本体から取り外す

国本体内の水を捨てる

本体を逆さまにして、排水ボタンを押しながら排水します。

国手順2~5の動作を2~3回繰り返す

囚給水タンクの水を捨て、本体や給水タンクに付着した水をタオルなどで拭き取る

排水しても本体内には水が多少残ります。
・次に使用するときに沸騰されるので衛生上問題ありません。
•水道水によっては、捨てた水の中に白い粉や汚れが生じる事がありますが、これは水のミネラル分の

蒸発残留物ですので異常ではありません。

一
柔らかい布で汚れを拭き取る
汚れが落ちにくいときは、薄めた石けん水を浸してよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

不安定な場所や高い棚などには 直射日光が当たる場所や暖房器具の

゜置かないでください。 。近く、電気カーペットの上に置かない
転倒や落下により、本体が破損したりケガ でください。
をする恐れがあります。 変色、変形、故障の原因になります。

カーテンの周辺に置かないでください。 絨毯やカーペットなど、柔らかい繊維
〇証口がふさがると、 〇の上に直接本体を置かないでください。

水漏れや故障の原因になります。 水漏れや故障の原因になります。

。本体に強い衝撃を与えないでください。
。本体を傾けないでください。

感電、故障、破損の原因になります。 本体内の水がこぼれる恐れがあります。

落としたり、 ぶつけたりして破損した スチ ームの吹出口を
〇場合は使用しないでください。 O 、ふさがないでください。

感電や発火の原因になります。 変形 や故障、過熱の原因になります。

給水タンクをぶつけたり、落としたり 本体や電源コ ー ドに、犬や猫などの

。しないでください。 。ペットを近づけないでください。
給水タンクにヒビが入ると水漏れの原因に ペットが本体や電源コ ー ドなどを傷めると、
なります。 漏電、感電や故障、火災の原因になります。

必ず常温の精製水、または水道水を 給水タンク内の水は、毎日新しい精製
使用してください。 水、水道水と入れ替えてください。

◎ ミネラルウォ ーター やアルカリイオン水など ◎ ぉ手入れせずにご使用になると、
を使用すると、水アカが増えたり、 汚れや水アカによりカビや雑菌が繁殖し、
カビや雑菌が繁殖しやすくなります。 異臭の原因になります。

凍結の恐れがあるときは、給水タンク
◎内の水を捨ててください。

故障の原因になります。

企注意
アルコール、シンナ ー、ベンジンなどの薬品類は絶対に使用しないでください。
変形、変色など故障の原因になります。
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□

ロ・ 3＿裏

□

ロ・

各部の名称 排水の仕方

ノズル

吹出口

電源スイッチ

本体

電源コ ー ド

底面

排水ボタン
電源プラグ

給水キャップ

線

使用後は必ず給水タンクと本体内の水を捨ててください。
水が残ったままにすると、水アカの付羞や異臭が発生する原因になります。

闘電源を切ってから10分以上本体を冷ます

使用後10分以内は、本体を傾けたり、揺すったり、
持ち運んだりしないでください。
やけどや感電の原因になります。

図電源プラグをコンセントから抜く

回給水タンクを本体から取り外す

給水タンク

口給水タンクの水を捨てる

国本体内に残った水を捨てる

本体を逆さまにして、排水ボタンを押しながら排水します。

国本体や給水タンクに付着した水を
タオルなどで拭き取る

t:汀孟；：ゞら
取り外します。

囚給水タンクを本体に取り付ける

給水キャップを下向きにして、カチッと音が
するまで本体に押し込んでください。

疇

A
い）

押しながら
水を出します。

6
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国本体や給水タンクに付着した水を
タオルなどで拭き取る

t:汀孟；：ゞら
取り外します。

囚給水タンクを本体に取り付ける

給水キャップを下向きにして、カチッと音が
するまで本体に押し込んでください。

疇

A
い）

押しながら
水を出します。
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- die line

」
■ BLACK Paper Size: W296xH210mm 

4＿表 □
」.

使える水について

口顔やデコルテ（胸元）にスチームをあてる

満水給水 で連続約15分使用可能です。

本製品に使える水は、精製水または水道水です。

・吹出口から必ず25cm程度離れてください。
スチ ームは高温ですので、25cm以内で顔などを近づけすぎるとやけどの恐れがあります。

△ ·使用中は、絶対にスチ ームの吹出口やノズルに触れないでください。
・ ゃけどや感電の恐れがあります。

注意
・吹出口から離れすぎないようにしてください。

顔などを離しすぎると、スチ ームが広がったり、角度が合わずにしっかりあたらない
場合があります。

◎
◎
 

薬局などでお買い求めください。
※開封後は冷蔵庫に保管してください。

水道水や、浄水器などで作る浄水もこ使用可能です。
※ミネラルなどを添加するタイプの浄水器で作る浄水は使用しないでください。

ジムヽ、 ク

25cm 

程度

� 

スチ ームは噴射中に湯滴が出るため、
多少角度が左右に動くことがあります。

その際は吹き出し口からの距離を
調整するか、電源を一度切ってから

綿棒などで湯滴を取り除いて下さい。

△ 

・精製水、水道水以外の水は使用しないでください。
ミネラルウォ ーター、地下水、温泉水、アルカリイオン水、生理食塩水、弱酸性水
などは使用しないでください。
水質によっては本体の寿命が短くなる原因になります。

注意
・精製水、水道水に何も混ぜないでください。

化粧水、アロマオイルなど他のものは一切混ぜないでください。
やけどや、本体の故障、本体の寿命が短くなる原因になります。

国使用を終えるときは、電源スイッチを押して電源を切り、排水する

※約15分で自動的に電源が切れます。 ※使用後は毎回必ず排水してください。(P.11参照）

△
耳

電源を切ってから10分以内は、本体を傾けたり、揺すったり、持ち運んだり
しないでください。
やけどや感電の原因になります。

10 7

□

ロ・4＿裏

□

ロ・

使い方【こ使用前の準備】 使い方【使用を始める】

闘本体を安定した水平な場所に
設置する

不安定な場所や、高い棚などには
置かないでください。
また、手に持って使用しないでください。

図給水タンクを
本体から取り外す

回給水タンクに給水する

給水キャップを外して、精製水、または水道水を
満水線(Max)まで入れてください。
給水後は給水キャップを閉めてください。

△ 

・精製水、水道水以外のものは
9 使用しないでください。

注意 ・給水キャップはしっかり
確実に閉めてください。

口給水タンクを本体に取り付ける

給水キャップを下向きにして、カチッと音が
するまで本体に押し込んでください。
※水が本体内部に入ったことを確認してください。

（給水タンクを取り付けると、本体内部に
ゴボゴボッと水が供給される音がします）

t :r1は；：ぐら
取り外します。

闘電源プラグをコンセントに差し込む

・電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
△ 正しく差し込まずに操作すると、火災や感電の原因になります。

注意
・ ・パソコンやテレビ、携帯電話などの電子機器や電気製品からはできるだけ

離れた場所に設置してください。
スチ ームが触れ たり転倒して水をこぼしたりすると機器の故障の原因になります。

図ノズルの角度を調整する(3段階調整）

△
立

疇
。

ノズルの角度調整は、必ず電源を入れる前に行ってください。
スチ ーム噴霧中は、ノズルは大変熱くなりますので絶対に触れないでください。
やけどの恐れがあります。

回電源スイッチを押して電源を入れる

電源スイッチが青く光り、約40秒後に吹出口からスチ ームが出始めます。
※スチ ームが出始めたときに、湯滴が出ることがありますが

故障 ではありません。

・電源を入れる際は、電源マークを指の腹で
しっかり覆うようにして押してください。

△ 反応が悪い場合は、親指で電源マークが陳れる
ように押してください。

注意 ・使用中は本体を傾けたり、揺すったり、持ち
運んだりしないでください。
やけどや感電の恐れがあります。
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