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本書は製品の説明書となります。　　
ご使用前に必ずよくお読み頂き大切に保管してください。
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This book is instruction manual
Please read this manual carefully before using the device, and keep it properly after reading.
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安全上の注意

●使用になる前に、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。
　定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
　異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
　ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
　注意区分は、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事で生じると想定される内容を
　「警告」「注意」に区分しています。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
※物的損害とは、家屋、家財、家畜、ペットに関わる拡大損害を示しています。

警告

注意

禁止の行為である事を知らせるものです。

行為を強制・指示する内容を知らせるものです。

注意する内容を知らせるものです。
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●子供の近くで使用しないでください｡フラッシュは強い光のため目を傷める危険があります。
●フラッシュ使用直後に照射口に触れないでください。
　使用直後の照射口は高温になるため、照射口に触れると、やけどの原因となります。
●通気口をふさいだまま使用しないでください。発煙・発火の原因となります。
●目には直接照射しないでください。目を傷める原因となります。

安全上の注意

禁止

警告

次のような人は使用しないでください。事故やトラブルの原因となります。
●医師の治療を受けている人　●成長過程の人急性疾患　●結核性疾患　●発熱している人　●高血圧伝染病患者
●皮膚がん・悪性腫瘍　●アレルギー体質血液疾患　●内臓疾患　●皮膚病　●アトピー性皮膚炎
●敏感肌または肌の弱い人　●疲労が激しい人　●皮膚トラブルがある人　●体調がすぐれない人　●酒気帯びの人
●眠気を誘う薬を服用中の人　●妊娠中・生理中・授乳中　●物理的刺激などによる病的なシミのある人　●てんかん
●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
●HIV（ヒト免疫不全ウイルス）感染者、またはAIDS（後天性免疫不全症候群）既往の人
●過去3ヶ月以内に放射線治療や化学療法を受けた方

指定の部位以外や次のような部位には使用しないでください。事故やトラブルの原因となります。
●目の周り、眉の近く　●鼻の穴または耳の内側　●切り傷　●整形手術をした部分　●口内や陰部、粘膜など　●湿疹
●過度に日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている部位　●にきび　●皮膚が化膿し炎症を起こしている部分
●かゆみやほてりのある部分　●母斑　●膨らんだホクロ　●ウイルス性のイボ　●しみ、ホクロ　●大静脈　
●刺青、タトゥー、ボディペイント　●唇とその近辺　●のどぼとけ　●乳首、乳輪　●へそ内部　●頭髪
●外陰部、陰のう、肛門、その周辺　●静脈怒張または血管拡張のところ　●長期型デオドラントのところ

安全上の注意

禁止

●ゴムインプラント物、心拍調整器、インシュリン注射器または体にリンクを付けたところなど全ての人工物質の表面及び周り
ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。
または、使用後皮膚に異常が現れた場合には使用を中止して皮膚科医に相談してください。

次のいずれかの薬物を服用している場合は使用しないでください。
●現在または以前にα-ヒドロキシ酸（AHA）、β-ヒドロキシ酸（BHA）、また、イソトレチノインとアゼライン酸の治療を受け
　ている場合。
●過去6ヶ月以内に（内服または外部使用）Accutane® A酸またはRoaccutane® A酸を使用された方。
●痛み止め薬を内服している方。
●光敏感剤または薬物を内服している方は、薬の説明書をよく読んでください。但し、光敏感反応、光毒性反応または薬を飲
　んだ後、日光の照射を避ける必要があるなど説明がある場合は使用しないでください。
●血液の抗凝結薬、大量にアスピリンを服用している方。
●免疫抑制薬物の治療を受けている方。
ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。

●過剰な連続使用はしないでください。（業務用としての使用など）10分使用した場合は10分以上休ませてください。
　ケガ・発熱・ガラス管の割れなどの原因となります。
●電源アダプターを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えないでください。
　また、重いものを乗せたり、挟み込んだりすると、アダプターケーブルが破損し、感電の原因となります。
●異臭・異常発熱したときは使用しないでください。そのまま使用すると破損・発火の原因となります。
●本体に重い物を置いたり使用中に落下させたりなど、強い衝撃を与えないでください。
　ケガ・故障・ガラス管の割れなどの原因となります。
●使用しないとき、お掃除するときは電源アダプターを壁面コンセントから抜いてください。
　感電・ショート・発火の原因となります。
●子供や身体の不自由な人だけでの使用は避けてください。
　未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用してください。ケガをする原因となります。
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必ず
守る

警告 警告

●電源アダプターを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください（金属部に触れないようにする）。
　また、ぬれた手で抜き差しはしないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
●必ず交流100-240Vで使用してください。電源アダプターは根元まで確実に差し込んでください。
　火災・感電・故障の原因となります。
●必ず専用の電源アダプターを使用してください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。
●照射口、肌センサーが汚れていないか定期的に確認・掃除をしてください。やけどや故障の原因となります。
●万一異常が発生したら、すぐに使用を停止してください。動作不良・発煙・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しな
　いでください。製品が正常に動作しない場合があります。

●タコ足配線をしないでください。発熱・発火・破損の原因となります。
●分解や修理・改造はしないでください。火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
●引火性のもの（アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど）の近くで使用しないでください。
　火災・ケガの原因となります。
●照射部を直視しないでください。また、周りの人が見ないようにしてください。目を傷める原因となります。
●暗い部屋で使用しないでください。目を傷める原因となります。また、製品が正常に動作しない場合があります。
●電源アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
　感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相ください。
●電源アダプターを引っ張って製品を移動したり、持ち上げたりしないでください。
　感電・ショート・発火・断線の原因となります。
●取扱説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。ケガをしたり、本製品が故障する原因となります。
●本体や電源アダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしないでください。
　浴室内や洗面台、湿気の多い所で使用しないでください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。

安全上の注意 安全上の注意

●火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿の場所、可燃性ガス、燃えやすいもののそばに放置しないでください。
　また、火中投入したり、熱器具に近づけないでください。発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。発火

注意

禁止

●使用前に照射口、肌センサーに変形、変色、破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しないでください。
　肌や指の傷、やけどなどのトラブルや、症状悪化の原因となります。
●同じ部分に1日2回以上フラッシュを照射しないでください。
　・過度な照射をしても効果は変わりません。
　・1回の使用中に、照射部分が多少重複しても問題ありません。
●ワキの下のお手入れをした直後に制汗剤を使用しないでください。赤みが完全に引くまで使用をお控えください。
●屋外で使用しないでください。本体が故障する原因となります。また正常に動作しない場合があります｡
●衣服や頭髪・物に照射しないでください。焦げたり、変色・破損の原因となります。
●ケア直後の箇所に、香水やメイクアップ化粧品を使用しないでください（保湿のためクリーム・ローション・日焼け止めは
　除く）。肌トラブルの原因となります。
●本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かないでください。
　本体の表面に損傷を与える原因となります。
●ペットや家畜などには使用しないでください。ケガの原因になります。
●肌に発疹・炎症・かゆみなどの異常を起こしている場合や、使用中、使用後に肌に異常がみられるときは使用しないでください。

注意

禁止
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安全上の注意

●肌に発疹・炎症・かゆみなどの異常を起こしている場合は、ケアした日の入浴（シャワーは可）、運動、飲酒を控えてください。
●ご自身の肌にあったレベルで使用してください。初めて使用する時や慣れるまでは、必ずレベル1からご使用ください。
●肌に毛くずが残っている場合は、取り除いてください。フラッシュ照射時に熱く感じる事があります。
●毛が1mm以上の場合は、ムダ毛を処理してから光美容器の照射をしてください。
　長いムダ毛を処理せずにフラッシュを照射すると、毛くずが製品に付着して焦げの原因となります。
●使用後は毎回、製品に付着した毛くず・化粧品などを取り除いてください。焦げ、故障、肌トラブルの原因となります。
●使用環境温度を守ってください。使用できる環境温度は0～45℃です。使用する場所の室温を確認してください。
　場所を変えた直後は、室温に対応しない事があります。故障破損の原因となります。
●フラッシュ照射後24時間は、照射した箇所が紫外線に当たる事を避けてください。
　24時間経った後でも赤みがみられる場合は、紫外線を避けてください。
　また、ケアをしている期間はお肌を保護してください。肌トラブルの原因となります。
●使用後、肌のほてりが続く場合は、保冷剤や冷たいタオルなどで十分に冷やしてください。
　ケア後は個人の体質や使いかたにより、肌が熱をもつ事があります。
　異常が治まらない場合は医師にご相談ください。
●カートリッジに黒い汚れや化粧品、毛くずなどが付着していないか確認してから使用してください。
　カートリッジの焦げ、製品故障の原因となります。
●普段から保湿などして、肌が乾燥しないようにケアしてください。
　肌が乾燥していると、製品が正常に動作しなかったり、効果が正しくあらわれない場合があります。

注意

必ず
守る

セット内容

・IPL光美容器本体×1
・ボディ用カートリッジ×1（標準装備）
・フェイス用カートリッジ×1
・ビキニ用カートリッジ×1
・電源アダプター×1
・取扱説明書×1
・照射レベル対応表×1
・保証書×1
・軟らかい布×1

ビキニ用
カートリッジ

フェイス用
カートリッジ

本体

電源アダプター

カートリッジ

ボディ用
カートリッジ
（標準装備）

COSBEAUTY
取扱説明書

取扱説明書軟らかい布

COSBEAUTY
保証書

保証書
照射レベル

対応表
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ご使用の前に

● 本体を充電する
 　 初めて本製品を使用する時は必ず充電を行ってください。

1. 付属の電源アダプターを使い、充電ソケット（本体底部分）に接続して充電を行います。
　 充電中はスクリーンに充電状態が表示されます。満充電になると、電池マークは静止した状態となります。
2. 満充電状態で照射レベル5を使用した場合、250～300回の照射ができます。
3. 長期間使わない場合は、3ヶ月ないし4ヶ月毎に本体を満充電して保管する事をおすすめします。
4. 充電するときに電源アダプターと本体は軽く発熱しますが、正常な現象です。
5. 本体は有線操作または無線操作が可能です。

● ムダ毛ケアの準備
　製品本来の効果を得るために、ムダ毛ケアの前は必ず行いましょう。
　※ケアする部分の毛が1mm以上のときは前もってカミソリまたはシェーバーなどで処理をしてください。
　※肌の水分や汗、ローション、乳液などは拭きとってください。

※肌表面にムダ毛が残っていると、やけどの危険があります。肌表面から毛くずを取り除いてください。
※ケア前に毛抜き、ワックスなどを使用した脱毛は行わないでください。

①カミソリまたはシェーバーでケアする部分のムダ毛を処理。

・汚れている場合は必ずお掃除をしてください。
・製品の故障や劣化、やけどやケガ、肌トラブルの原因となります。

②照射口、肌センサーにほこりや毛くずなどの汚れ、破損などの異常がない事を確認する。

各部名称

肌センサー
( ボディ、ビキニ用のみ )

照射口

ボディ用カートリッジ（標準装備）

ビキニ用
カートリッジ

フェイス用
カートリッジ

照射ボタン

充電ソケット

通風孔

通風孔

※付属品のデザイン仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。
����

電源／レベルボタン

照射回数
フラッシュレベル

スクリーン
LEDランプ

電池パワー
カートリッジ種別



ご使用の前に ご使用の前に

● 適切な照射レベルを選択します
（1）毛の色、肌の色を照射レベル対応表（付属のカード）を参考にして、自分に適した照射レベルをお選びください。
（2）照射レベルが高ければケア効果も良くなりますが、不調を感じた場合は照射レベルを下げてください。
（3）体の部位（肌の色）により照射レベルは異なります。
　　例えば、日焼けした肌と日焼けしていない肌では、日焼けした肌の方が多くの光を吸収しますので、肌への刺激が強くなり
　　ます。色が濃い肌には、低い照射レベルを選んた方がいいでしょう。

● カートリッジについて
1. ボディカートリッジ

①4.2㎠をカバーでき、腿、腕、背中、脚などのカートリッジです。
　短時間で広い範囲のケアができます。
②顔には使用しないでください。

2. フェイスカートリッジ
①フィルター（フィルターが赤）を装備したカートリッジです。
②1.65㎠をカバーでき、フェイス、鼻下や指などのケアができます。
③目の周り及び眉の近くは使用しないでください。

3. ビキニカートリッジ
①フィルター（フィルターがオレンジ）を装備したカートリッジです。
②2㎠をカバーでき、ビキニラインのケアができます。
③顔には使用しないでください。

4.2㎠

2㎠

※下にイラストが入っています。
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1.65㎠

● ショット方法について

● COSBEAUTY無料アプリのインストール
スマートフォンにCOSBEAUTYの無料アプリをインストールする事で、お肌と比較し、毛色、ケア部位
を選択し、ケア計画を作成し、ケア過程がもっと簡単になります。
そして、ケアのたびにケア前の毛発状況を記録し、次回のケアと比較し、計画をもとに次回ケアする時
間を知らせしますので、ケアする時には効率が高く、気持ちよく使えます。

本製品は照射ボタンを押しながら、お肌の上を滑らせるように移動することで、連続ショットが可能です。
2～4秒の間隔で照射を行います。スクリーン左右のLEDランプが緑色に点灯したら、照射開始となります。
比較的低い照射レベルを選んでケアする場合、お肌の上をスライドさせながらご使用ください。効率良くケアができます。
比較的高い照射レベルを選んでケアする場合、ケアする範囲をコントロールし、同じところに繰り返し照射しないように注意
してください。



ご使用の前に

● 使用の前に行う事・守る事
製品を初めてご使用になる際は、必ず腕やスネなど、目立たない場所の肌へ照射テストを行ってください。
1. 本体を充電してください（26ページ参照）。
2. 電源ボタンを押して電源をオンにする。
3. ケアしたい部位付近の目立たない箇所にレベル1から照射する。
4. 照射テスト後、24時間経ってからお肌を確認する。
　 お肌に異常（赤みや水泡・ただれなど）がみられなければ製品の使用が可能です。

使用方法

使用方法

使用前に電池に十分電気がある事を確認し、電源を入れてご使用ください。

LEDランプ

肌センサー

肌

上部にあるスクリーンに、照射可能回数、電池パワー、照射レベル、カートリッ
ジ種別が表示されます。

1. 電源ボタンを押して電源をオンにする。

レベル選択後、お肌に照射口を当て、スクリーン左右のLEDランプが緑色に光
り、照射準備ができた事を確認してから、照射ボタンを押してケアを開始して
ください。照射口がお肌にしっかり当たっていないと照射できません。
※照射部を直視しないでください。
※照射口にあるセンサーがお肌にふれるようにしてください。

4. 照射口をお肌にしっかりと当て、照射ボタンを押す。

照射ボタンを押しながら、少しずつ位置を変えてください。
本製品は2～4秒の間隔で照射を行います。
※同じ部位に重ねて照射しないでください。
※照射口の大きさが一度にケアできる範囲です。
※本体が異常に熱くなっていると感じた場合はただちに使用を中止してくだ
　さい。
※ファンの音が変わる場合がありますが、故障ではありません。
　ファンが止まっている場合はただちに使用を中止してください。

5. 少しずつ位置を変えながらケアを行う。

上部の照射回数、レベルなどが映っているスクリーンが消灯します。
6. ケアを終了するときは、電源ボタンを長押しして電源をオフにする。

スクリーン左右にある緑のLEDランプが光り、本体のファンが起動します。

2. カートリッジ面にある肌センサーを照射する部分に押し当て照射
　 可能かのチェックをする。

電源ボタンを押して照射レベルの切り替えをしてください。
使用レベルについては付属のカードをご参考ください。
初めて使う場合はレベル1から使用してください。

3. レベルボタンを押してレベルを選択する。 ※取り扱い上の注意
（1）本製品は、3分以上使用しなっかった場合、自動的に電源が切れます。
（2）本体を冷却するために、ファンの音が大きくなりますが、故障ではありません。
（3）照射レベルを上げるとファンの音も大きくなります。
（4）個人差でケア後、ヒリヒリ感やお肌が一時的に赤くなります。
　 気になる場合は、保冷剤やぬらしたタオルなどで照射したお肌を冷やしてください。

肌

肌
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※三ヶ月後、発毛の成長状況により定期的に使用することができます。
※周期は4週間毎に1回、個人の状況により2週間毎に1回のご使用をお勧めします。 
※使用する頻度は、少なくとも4週間毎に1回の回数が必要です。

一般的に発毛の成長周期は18～24ヶ月といわれています。この周期の間に、継続的にIPLケアを行う必要があります。
弊社では、下記のケアプランをご提案いたします。
　※効果には個人差がございます。
　※操作方法、体の部位、毛発の色、密度などにより、使用効果に差異がございます。
　※部位により個人差は有りますが、1、2回の使用で目立たなくなる事はありません。

・ 最初の3ヶ月は、1～2週間毎に1回のご使用をお勧めします。

使用方法 使用方法

● ケアプラン ● カートリッジの着脱方法と交換について

1. カートリッジの寿命
本製品の照射回数は本体画面の表示を確認できます。照射回数が「000000」と表示された場合、使用しな
いでください。
2. カートリッジの交換
①カートリッジと機器が接触する縁のブッシュのところを握って、図の矢印の方向へ平行に抜きます。
②カートリッジ背面のチップを本体のチップ溝に合わせて、本体に押し付けるようにしながらカート
　リッジを根元までしっかり差し込んでください。本体起動時にスクリーンにカートリッジの種別が
　表示されます。

3. カートリッジの種類
使用部位ごとにカートリッジを使い分けます。下記を参考に使用してください。

4.2㎠ 2㎠

カートリッジを
取り付けてください

ブッシュ

ボディ用カートリッジ
（BODY CARTRIDGE）

フェイス用カートリッジ
（FACE CARTRIDGE）

ビキニ用カートリッジ
（BIKINI CARTRIDGE）
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1.65㎠

面積（4.2㎠）が一番大きい。
体の多くの部位に適してい
ます。例えば腕、腿、背中など。

面積（1.65㎠）が小さい。顔
の細かい部位に適していま
す。例えば、鼻下や指など。

面積（2㎠）が小さい。ビキニ
ラインなど敏感な部位に適
しています。



ご使用の後のお肌のお手入れ

本体のお手入れ

● お肌のお手入れ
化粧水・保湿ローションなどで照射したお肌を保湿してください。
　※お肌に赤みがある場合やお肌が熱をもっている場合は保冷剤やぬらしたタオルなどで照射したお肌を冷やしてください。
　※ケアした後に香水またはスクラブビーズが含まれる化粧品を使用しないでください。
　※ケア後、24時間は紫外線に当たらないでください。
　※24時間経過してもはお肌に赤みがある場合は、お肌の色が正常に戻るまで紫外線に当たる事を避けてください。
　※使用中に痛みや不調を感じた時や、使用後、お肌に異常を感じた時は使用を中止して専門医に相談してください。

保管方法について

● 保管のしかた
・ 長期間使用しないときは、本体やアタッチメントのお掃除をしてから保管してください。
・ 使用しないときは、本体の電源をオフにし、電源アダプターを壁面コンセントから抜いて保管してください。
・ ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所でのご使用および保管は避け
　てください。
・ 落下して破損したり、または部品が無くなったりする事を防止するために、ご使用後は包装箱に入れて保管してください。
・ 子供の手の届かない場所に保管してください。

● 保守・点検について
・ 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作する事を確認してか
　ら使用してください。
・ 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困った場合には」（35ページ）を参照して、症状についてご確
　認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえコスビューティーお客様お
　問い合わせ窓口（別紙「保証書」）までご相談ください。
・ 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

照射口、肌センサー部は、使用後に毎回必ずお掃除をしてください。
その他の部分についても故障・動作不良を防ぐために、定期的にお掃除をしてください。
お掃除する際は必ず電源をオフにしてください。また、充電しながらお掃除をしないでください。

①お掃除ブラシや水で湿らせて固くしぼった布で、照射口、肌センサーの毛くずや汚れを拭き取ってください。
②お手持ちのやわらかい布や綿棒で、フィルターに付いた汚れを取り除いてください。
　※指紋などの汚れも拭き取り、きれいに保ってください。
　　フィルターが焦げたり、フラッシュの性能低下、故障、肌トラブルの原因となります。

●照射口・肌センサーのお掃除

水で湿らせて固くしぼった布で、表面の汚れを拭き取ってください。
　・ 汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。
　・ アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などの薬材を使用しないでください。
　・ 本体は防水構造ではございません。水洗いはしないでください。

●本体のお掃除
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こんなときには こんなときには

● 困った場合には ● 困った場合には

電源アダプター本体および壁面コ
ンセントに差し込まれていない

電源アダプターを本体および壁面
コンセントに差し込んでください

充電が不足している 充電をしてください。または直接
電源アダプターを繋げてください

こんな症状 考えられる原因 対処方法 こんな症状 考えられる原因 対処方法

電源が入らない

▶ ▶

▶ ▶

電源をオンにしてからしばらく放
置していたら「自動電源オフ」に
なった

再度電源ボタンを押して本体を起
動させてください

電源アダプターが抜けかけている
アダプタープラグを奥までしっか
り差し込んでください

電源が切れる

▶ ▶

▶ ▶

電源が繋がっていない充電ができない
電源を抜いて改めて差し込んでく
ださい▶ ▶

電源 / モードボタンを押してい
ない

電源 / レベルボタンを押して電
源をオンにしてください

タコ足配線にしている 壁のコンセントから直接電源を
とってください

▶ ▶

▶ ▶

暗い場所で使用している 明るい場所で使用してください▶ ▶

充電不足もしくはタコ足で繋いで
いて電源不足

壁面コンセントに直接差し込んで
ください

照射ボタンを押していない 照射ボタンを押してください

フラッシュが出ない

▶ ▶

▶ ▶

照射準備が完了していない
カートリッジにある肌センサーを
照射部分にしっかりと当て照射ス
タンバイをしてください

カートリッジがしっかりと装着さ
れていない

カートリッジをしっかりと装着し
てください

▶ ▶

▶ ▶

照射口がお肌にしっかりと触れて
いない

照射口をしっかりとお肌に当てて
ください▶ ▶

▶
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● 困った場合には

こんなときには

● 困った場合には

こんなときには

こんな症状 考えられる原因 対処方法

レベルが高い

フラッシュが熱く、
または痛く感じる

レベルボタンを押してレベルを下
げてください▶ ▶

同じ箇所に2回以上照射している 同じ箇所に2回以上照射しないで
ください▶ ▶

お肌の表面にムダ毛が残っている
1mm以上のムダ毛は処理し、毛く
ずを取り除いてから照射してくだ
さい

▶ ▶

使用禁止部位に使用している 使用禁止部位を確認してください▶ ▶

こんな症状 考えられる原因 対処方法

Incompatible skin type 肌の色が濃くてご使用できません▶

ファンの動作音です。異常・故障で
はありません「ブーン」と音がする ▶

▶

照射口全体がお肌に触れていないフラッシュがまぶしい
照射口全体がお肌に触れるように
してください。またはサングラス
等を着用してください

▶ ▶

Please install cartridge
スクリーンに右記の英語が表示さ
れる

本体電源をOFFにしてから、カー
トリッジを正しく取り付けたか確
認してください。カートリッジを
外して改めて取り付けてください

▶ ▶
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Q & A

●よくある質問と回答

Ｑ. フラッシュが熱く感じたり、赤みや痛みが出るのですが？
Ａ. フラッシュは多少の熱さを感じますが、お肌には問題ありません。
　  熱さを感じる原因としては、長いムダ毛が残っていたり、日焼けしたお肌に照射した場合などがあります。
　  ムダ毛を処理し、日焼けしていない状態で使用してください。
　  赤みや痛みが出た場合は、ただちに使用を中止してお肌を冷却・保湿してください。
　  治らない場合は、それ以上の使用はせずに、医師にご相談ください。

Ｑ. 1日に何回も使用できますか？
Ａ. 同じ部分に1日2回以上、フラッシュを照射しないでください。

Ｑ. フラッシュ直後に、焦げたにおいがするのですが？
Ａ. フラッシュによりムダ毛に熱が加わったため、毛の焦げたようなにおいがします。
　  フラッシュ照射時以外で製品本体から異臭がする場合は、ただちに使用を中止して本体の電源をオフにしてください。
　  充電中の場合は、電源アダプターを本体と壁面コンセントから抜いてください。
　  販売店またはコスビューティーお客様お問い合わせ窓口（別紙「保証書」）にご連絡ください。

Ｑ. 冷却・保湿ジェルをぬった状態で使用できますか？
Ａ. 故障の原因となるため使用しないでください。

Ｑ. 肌センサーでチェックしても本体が起動しないのですが？
Ａ. お肌と肌センサーの間に隙間があったり、暗い場所で肌チェックをすると反応しない場合があります。
　  明るい場所や、チェック箇所を変えてお試しください。

仕　様

COSBEAUTY IPL光美容器 Joy Version
本体 約W78×H200×D126（ｍｍ）
約402ｇ
12V　　4A
48W
約6時間
0～45℃
－10～60℃
リチウムイオン電池　1530mAh
ボディ（標準）カートリッジ ： 510~1200nm
ビキニカートリッジ 　　　： 580~1200nm
フェイスカートリッジ 　　： 600~1200nm
5段階レベル調節

入力AC100-240V

品　　　　　名
サ　　イ　　ズ
重　　　　　量
電　　　　　源
本　体　出　力
充　電　時　間
作　業　温　度
保　管　温　度
バ　ッ　テ　リ　ー

波　長　範　囲

レ　ベ　ル　調　節

電　　　　　源

電池の破棄
本製品にはリチウムイオン電池が使用されてます。
廃棄の際はお客様がお住いの各自治体にお問い合わせの上、指示に従って廃棄してください。

■ア ダ プ タ ー
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