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Facial Shaver 
フェイシャルシェーバー

I 取扱説明書・保証書

仕様

品名 フェスティノフェイシャルシェーバー

品番 SMHB-016 
サイズ 約W22xD22xH108mm
菫霊 約30g（電池含まず）
電源 単3形アルカリ乾霞池xl本（別売）
付厩品 キャップ、掃除用ブラシ、取扱説明吉・保証書
材質 ABS 
生産国 中国
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※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。

この度は本製品をお買い上げい ただ き、
誠にありがとうこが9ます。お使いになる前に

本害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。

巨

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110:00~12:00/13:00~11:oo

（土日祝日を隙く）

［住所）〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-2-7-201

SMHB-016 

安全上のこ注意

ご使用前に、このr安全上のこ注薫」をよ くお院みのうえ正しくお使いください。本害には、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。

保証書 ※空欄部分に販売店名、お口い上げ年月日を必ずご記入ください 。 各部の名称 電池の入れ方

△危険 この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、［死亡や大けがなどの人身事故が生じる可能性が想定
される】内容を表記しています。

△警告 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
しています口

△注意 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。

〇禁止マーク〇は、してはいけないこと【禁止］を示しています。 ◎翫マークOiュ、必ず行うこと［強制1を示しています。

ー瓜｀
〇霞池からもれた液体が目に入ったときは、失明など鰐害の恐れがあります ので、 こす らずにすぐに水這水などの大景の

きれいな水で充分に洗った後、医師の治療を受けてください。

=
警告 1 

〇顔のお手入れ以外の目的で使用したり、ペットに使用したりしないでください。けがや事故、 故隣の原因になります。

〇ぉ子様や乳幼児に使用したり、 お子様のみで使用したりしないでください。また、 お子様や乳幼児の手の届く場所に保管
しないでください。事故やけがの原因になります。

〇本製品の分解や修理、改造はしないでください。故隣やけがの原因になります。

〇本体や電池を火の中に投入しないでください。事故やけがの原因1こなります。

〇ご使用前に、必ず刃の破損や変形がないか確認してください。けがや事故の原因になります。

◎異常が疑われる場合や故陣時は、直ちに使用を中止してください。けがや火災、破捐の原因になります。

品名 フェスティノフェイシャルシェーパー (SMHB-016)

保証期問 本体お買い上げ日より半年問 お買い上げ日 年 月 El 

販売店名 〈お客様〉
お名前
呻所

電話番号

保証規定

シンブルマインド株式会社

l取扱説明告、 本体貼付ラベルなどの注怠ききに従ったご使用において、保証期間内に故隣や品質不艮が発生した場合は当社
が無憐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湯合での修理のこ依頼先は、お買い上げの販売店またはカスタマーセンターヘご遣絡ください。
3 ． 以下の場合は保証期間内でも有俄修理になります。

（イ）本保証書が提示されない蝙合 （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）
（口）本保証宮にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記載 で生じた故隣及び捩傷

がない場合、また字句をきき換えた湯合 （ホ）本体及び付属品の消耗・紛失、摂傷など
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、 （へ）お買い上げ後の落下、衝撃などによる損匂、変形

ガス吝や異常電圧による故隣および揖傷 （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本保証告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。
この保証誓は本昌に明示した期間、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）
■保証否

必ず販売店名、お貫い上げ年月日などの記入をご確認のうえ、内容をよくお腕みの後、大切に保管してください。
■修湮に出されるとき

・保証期間中
取扱説明杏などの注慧烹きに従った使用状悪で故悶した場合は、保証杏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、本書に記較されている注意ききを無視したうえでの故隠や破摂 、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。

・保証期間を過ぎた場合はお客様のこ要望により、有供修理をいたします。※その場合の送料はお客様負担となります。
■アフターサー ピスについてこ不明点がある湯合やお困りのとき

お買い上げ販売店またはシンブ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。

=
注意 I 

〇肌の弱い人、敏感肌の人、アレルギー体質の人は使用しないでください。肌を傷つける原因になります。

0 1こきび、吹出物などのある部分には使用しないでください。肌を但つける原因になります。

〇刃を肌や唇などに強く押しつけないでください。肌を傷つけたり、 けがをする原因になります。

〇刃は強く押さえたり、使用時に指や爪を当てたりしないでください．JIJLを傷つけたり、 けがをする原因になります。

〇同じ場所に当て続けないでください。肌を傷つける原因になります。

〇医療用や業務用として使用しないでください。家庭用として設計・製造されています。

〇本製品は一人用ですので、複数の人と共用しないでください。感染症などの原因になります。

〇防水設計ではありませんので｀本体を水洗いしないでください。故障の原因になります。

〇濡れた手での操作や電池の取扱いはしないでください。けがや故障の原因になります。

〇本製品を落としたり、 強い衝撃を加えたりしないでください。けがや故隣の原因になります。

〇高温となる場所 や、浴室など湿気の多い場所、 屋外では使用しないでください。故閾の原因になります。

〇本製品を直射日光が当たる塩所に濱かないでください。変色、 変形、故障の原因になります。

〇電池の〶とeを逆にして使用しないでください。液漏れや発熱、破裂などによる本体の故障、けがの原因になります。

〇使用中や使用後に肌に異常があらわれた場合は、使用を中止し、医師にこ相談ください。

◎持ち運ぶ際や保官時は、必ずキャップをつけてください。肌を傷つけたり、 刃の寿命が短くなる原因になります。

◎竜池や付属品は乳幼児の手の届かない所に保管してください。万が一電池を飲み込んだ場合は至急医師にご相談ください。

〇電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付癌した場合は、 皮膚に際吉を起こす恐れがありますので、すぐに大量の水道水な
どきれいな水で洗い流してください。

〇使い切った口池はすぐに取り外してください。本体に接続したまま長期間放四すると、 液漏れや発熱、破裂の恐れがあり
本製品の故隣の原因になります。

◎長期間使用しない場合は、 本体から電池を取り外して保管してください。

〇使用推奨期限内の逗池を使用してください。液漏れや発熟、破裂などによるけがや周囲汚損の原因になります。

◎使用する乾電池に記織の注霞文をよ く読み、 注窯に従い正しく使用してください。誤った使用をすると、 液漏れや発熱、
破裂などによる本体の故障、 けがの原因になります。
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お手入れの際のヘッドの着脱の仕方

本体

ヘッド
（カッタ一部）

シラ

:凰□〗

暉

掃

取ドツヘ

〈取り外し方〉

①ヘッドを矢印の方向に回す。

②ヘッドを引き抜く。

:-
※外したヘッドは分解しないでください。

使い方

（取り付け方｝

①ヘッド内側の凸部を、本体の凹部にはめる。
②カチッと止まるま で矢印の方向に回す。

3
 

疇� ぃ

醒電池カバーを取り外す
雷池カパー を矢印①の方向に回し、●と▼を合わせて外します。

口
因〶e の向きを確認し、電池を入れる

単3形アルカリ乾電池を
1本入れます。

疇 .一
②�

回電池カバーを取り付ける
●と▼が合うように電池カバー を本体にはめて、 電池カバー を矢印②の方向に回し、●と0を合わせます。

＊
ロ② 

△注意
・ 電池の④eを逆にして使用しないでください。ショ ー トなど で異常反応を起こしたりして、液漏れや発熱、

破裂などによる本体の故障、けがの原因になります。

．伎用するZ池は、 アルカリ乾零池（単3形Xl本）です。 アルカリ乾電池以外は使用しないでください。

お手入れの仕方

4
 

※必ず電源を切ってから お手入れしてください。

※使い始める前に、肌の水分や汗は拭き取ってください。

D キャップを取り外す

日・と 1 を合わせて電源を入れる
電池カパー を矢印の方向に回し、
電源を入れます。

回顔のウブ毛を鵜る
肌に垂直に軽く当て、肌表面に沿わせて
ゆっくり動かしな がら剃ります。

口使用を終えるときは●と0 を合わせて電源を切る
電池カバー を矢印の方向に回し、 電源を切ります。

□ 
国キャップを取り付ける

※顔以外の部位には使用しないでください。

「
電池カバー

□ 
〈本体・キャップ｝
乾いた柔らかい布で拭くか、薄めた石けん水を浸してよく絞った 布で汚れを拭き取ってください。

〈ヘッド・ヘッド取付部周辺〉
ヘッドを本体から外し、付属のブラシ で毛クズを取り除いてください。 （ヘッドの情脱の仕方はP.3参照）
※3回に1回程度はお手入れすることをおすすめします。

（ヘッドを水洗いする湯合〉
1．ヘッドを本体から外し、 水ま た はぬるま湯で流し洗いして汚れを落としてください。
2乾いた柔らかい布で水気を拭き取り、風通しの良い場所で陰干しして、十分に乾かしてください。

△
立

•お手入れをする際は、必ず電池を取り外してください。惑零や故際の原因になります。
・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。 故隠の原因になります。
・ ブラシ部を 水洗いする際、水の中につけない でください。 故障の原因になります。
•お手 入れ後は十分に乾燥させてから保管してください。
・ベンジン、アルコ ール、シンナー など薬品類は使用しないでください。 変色、変形など故障の原因になります。

※上記のよ う な 原因による変色・変形・傷・故障などは、 保証の対象外となりますのでご注意ください。
※ヘッド（カッタ一部）の交換はでき ません。

故障かな？と思ったら

△
B

．にきびや吹出物などのあ る部分に使用したり、同じ場所に当て続けたりしないでください。
肌を傷つける原因になります。

．刃を肌や唇などに強く押 しつけないでください。 肌を傷つけたり、けがをする原因になります。

．刃は強く押さえたり、使用時に指や爪を当て たりしないでください。
肌を傷つけたり、けがをする原囚になります。

•石けん、クリーム｀乳液などは使用しないでください。肌を傷つけたり、 故障する原因になります。

※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ぺください。

三電池が正しい向き で入っていない

電池が消耗している

毛クズが溜まっている

対処方法

新しい電池を④8の向きを確かめて入れてください。

毛クズを取り除いてください。 （ 上記参照）

2
 

5
 

6
 

口
・ ・

ロ ロ

・ ・

ロ

sa
m

ple



Paper Size : 246x246mm die line ． BLACK 

JI 
表面

IL JI 
裏面 IL

FESTINO 

Facial Shaver 
フェイシャルシェーバー

I 取扱説明書・保証書

仕様

品名 フェスティノフェイシャルシェーバー

品番 SMHB-016 
サイズ 約W22xD22xH108mm
菫霊 約30g（電池含まず）
電源 単3形アルカリ乾霞池xl本（別売）
付厩品 キャップ、掃除用ブラシ、取扱説明吉・保証書
材質 ABS 
生産国 中国

F
E
S
TI
N
O
 口

※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。

この度は本製品をお買い上げい ただ き、
誠にありがとうこが9ます。お使いになる前に

本害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。

巨

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110:00~12:00/13:00~11:oo

（土日祝日を隙く）

［住所）〒125-0062 東京都葛飾区青戸4-2-7-201

SMHB-016 

安全上のこ注意

ご使用前に、このr安全上のこ注薫」をよ くお院みのうえ正しくお使いください。本害には、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。

保証書 ※空欄部分に販売店名、お口い上げ年月日を必ずご記入ください 。 各部の名称 電池の入れ方

△危険 この表示の注意事項を守らず誤った使用をすると、［死亡や大けがなどの人身事故が生じる可能性が想定
される】内容を表記しています。

△警告 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
しています口

△注意 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。

〇禁止マーク〇は、してはいけないこと【禁止］を示しています。 ◎翫マークOiュ、必ず行うこと［強制1を示しています。

ー瓜｀
〇霞池からもれた液体が目に入ったときは、失明など鰐害の恐れがあります ので、 こす らずにすぐに水這水などの大景の

きれいな水で充分に洗った後、医師の治療を受けてください。

=
警告 1 

〇顔のお手入れ以外の目的で使用したり、ペットに使用したりしないでください。けがや事故、 故隣の原因になります。
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でも、本書に記較されている注意ききを無視したうえでの故隠や破摂 、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。

・保証期間を過ぎた場合はお客様のこ要望により、有供修理をいたします。※その場合の送料はお客様負担となります。
■アフターサー ピスについてこ不明点がある湯合やお困りのとき

お買い上げ販売店またはシンブ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。

=
注意 I 

〇肌の弱い人、敏感肌の人、アレルギー体質の人は使用しないでください。肌を傷つける原因になります。

0 1こきび、吹出物などのある部分には使用しないでください。肌を但つける原因になります。

〇刃を肌や唇などに強く押しつけないでください。肌を傷つけたり、 けがをする原因になります。

〇刃は強く押さえたり、使用時に指や爪を当てたりしないでください．JIJLを傷つけたり、 けがをする原因になります。

〇同じ場所に当て続けないでください。肌を傷つける原因になります。

〇医療用や業務用として使用しないでください。家庭用として設計・製造されています。

〇本製品は一人用ですので、複数の人と共用しないでください。感染症などの原因になります。

〇防水設計ではありませんので｀本体を水洗いしないでください。故障の原因になります。

〇濡れた手での操作や電池の取扱いはしないでください。けがや故障の原因になります。

〇本製品を落としたり、 強い衝撃を加えたりしないでください。けがや故隣の原因になります。

〇高温となる場所 や、浴室など湿気の多い場所、 屋外では使用しないでください。故閾の原因になります。

〇本製品を直射日光が当たる塩所に濱かないでください。変色、 変形、故障の原因になります。

〇電池の〶とeを逆にして使用しないでください。液漏れや発熱、破裂などによる本体の故障、けがの原因になります。

〇使用中や使用後に肌に異常があらわれた場合は、使用を中止し、医師にこ相談ください。

◎持ち運ぶ際や保官時は、必ずキャップをつけてください。肌を傷つけたり、 刃の寿命が短くなる原因になります。

◎竜池や付属品は乳幼児の手の届かない所に保管してください。万が一電池を飲み込んだ場合は至急医師にご相談ください。

〇電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付癌した場合は、 皮膚に際吉を起こす恐れがありますので、すぐに大量の水道水な
どきれいな水で洗い流してください。

〇使い切った口池はすぐに取り外してください。本体に接続したまま長期間放四すると、 液漏れや発熱、破裂の恐れがあり
本製品の故隣の原因になります。

◎長期間使用しない場合は、 本体から電池を取り外して保管してください。

〇使用推奨期限内の逗池を使用してください。液漏れや発熟、破裂などによるけがや周囲汚損の原因になります。

◎使用する乾電池に記織の注霞文をよ く読み、 注窯に従い正しく使用してください。誤った使用をすると、 液漏れや発熱、
破裂などによる本体の故障、 けがの原因になります。
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お手入れの際のヘッドの着脱の仕方

本体

ヘッド
（カッタ一部）

シラ

:凰□〗

暉

掃

取ドツヘ

〈取り外し方〉

①ヘッドを矢印の方向に回す。

②ヘッドを引き抜く。

:-
※外したヘッドは分解しないでください。

使い方

（取り付け方｝

①ヘッド内側の凸部を、本体の凹部にはめる。
②カチッと止まるま で矢印の方向に回す。
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疇� ぃ

醒電池カバーを取り外す
雷池カパー を矢印①の方向に回し、●と▼を合わせて外します。

口
因〶e の向きを確認し、電池を入れる

単3形アルカリ乾電池を
1本入れます。

疇 .一
②�

回電池カバーを取り付ける
●と▼が合うように電池カバー を本体にはめて、 電池カバー を矢印②の方向に回し、●と0を合わせます。

＊
ロ② 

△注意
・ 電池の④eを逆にして使用しないでください。ショ ー トなど で異常反応を起こしたりして、液漏れや発熱、

破裂などによる本体の故障、けがの原因になります。

．伎用するZ池は、 アルカリ乾零池（単3形Xl本）です。 アルカリ乾電池以外は使用しないでください。

お手入れの仕方
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※必ず電源を切ってから お手入れしてください。

※使い始める前に、肌の水分や汗は拭き取ってください。

D キャップを取り外す

日・と 1 を合わせて電源を入れる
電池カパー を矢印の方向に回し、
電源を入れます。

回顔のウブ毛を鵜る
肌に垂直に軽く当て、肌表面に沿わせて
ゆっくり動かしな がら剃ります。

口使用を終えるときは●と0 を合わせて電源を切る
電池カバー を矢印の方向に回し、 電源を切ります。

□ 
国キャップを取り付ける

※顔以外の部位には使用しないでください。

「
電池カバー

□ 
〈本体・キャップ｝
乾いた柔らかい布で拭くか、薄めた石けん水を浸してよく絞った 布で汚れを拭き取ってください。

〈ヘッド・ヘッド取付部周辺〉
ヘッドを本体から外し、付属のブラシ で毛クズを取り除いてください。 （ヘッドの情脱の仕方はP.3参照）
※3回に1回程度はお手入れすることをおすすめします。

（ヘッドを水洗いする湯合〉
1．ヘッドを本体から外し、 水ま た はぬるま湯で流し洗いして汚れを落としてください。
2乾いた柔らかい布で水気を拭き取り、風通しの良い場所で陰干しして、十分に乾かしてください。

△
立

•お手入れをする際は、必ず電池を取り外してください。惑零や故際の原因になります。
・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。 故隠の原因になります。
・ ブラシ部を 水洗いする際、水の中につけない でください。 故障の原因になります。
•お手 入れ後は十分に乾燥させてから保管してください。
・ベンジン、アルコ ール、シンナー など薬品類は使用しないでください。 変色、変形など故障の原因になります。

※上記のよ う な 原因による変色・変形・傷・故障などは、 保証の対象外となりますのでご注意ください。
※ヘッド（カッタ一部）の交換はでき ません。

故障かな？と思ったら

△
B

．にきびや吹出物などのあ る部分に使用したり、同じ場所に当て続けたりしないでください。
肌を傷つける原因になります。

．刃を肌や唇などに強く押 しつけないでください。 肌を傷つけたり、けがをする原因になります。

．刃は強く押さえたり、使用時に指や爪を当て たりしないでください。
肌を傷つけたり、けがをする原囚になります。

•石けん、クリーム｀乳液などは使用しないでください。肌を傷つけたり、 故障する原因になります。

※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ぺください。

三電池が正しい向き で入っていない

電池が消耗している

毛クズが溜まっている

対処方法

新しい電池を④8の向きを確かめて入れてください。

毛クズを取り除いてください。 （ 上記参照）
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