
本書は製品の説明書および保証書となります。
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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●ご使用になる前に、この「安全上の注意」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失を未然に防ぐものです。
　必ずお守りください。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が
あり、リスクの度合いが高いと想定される内容を示します。

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ます。

危険

警告

注意

禁止の行為であること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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危険

禁止

下記の電子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型医用電子機器。
●人工肺などの生命維持用医用電子機器。
●心電計等の装置型医用電子機器。
●その他の治療器具との同時使用はしないでください。
　誤作動をまねく恐れがあります。

注意

禁止

●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。
●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。
●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。
●使用前に製品に変形・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。肌や指の傷などのトラブルの原因となります。 
●撮影窓口の中に異物を入れないでください。カメラ故障の原因となります。　
●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。
●製品を改造したり、正規付属品以外の部品は使用しないでください。故障や
　トラブルの原因になります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。
●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・故障の原因となります。
●必ず本商品専用の充電器を使用してください。
●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。 
●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。
●充電アダプターを破損・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。

警告

禁止

以前から医師に相談している症状のある方や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。
●医師の治療を受けている人・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・授乳中の人・
　物理的刺激などによる病的なシミのある人・薬物を服用している人は使用
　しないでください。
●指定された用途以外の目的で使用しないでください。
●お子様の手が届かない場所に保管し、お子様の使用は避けてください。
　また、お子様の近くで使用しないでください。
●撮影窓を目にあてて使用しないでください。
　また、撮影窓をのぞき込まないでください。



安全上の注意 安全上の注意

危険

必ず
守る

●充電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。
●必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用してください。
　充電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。
●必ず専用の充電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。
●電源コードを充電アダプターに巻き付けないでください。
●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。
●使用後は毎回、製品に付着した汚れを取り除いてください。
　汚れたままで放置すると故障、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。
●使用後は必ず電源を切ってください。

注意

発火
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。
●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。
●使用しないときは充電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。
●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。
●充電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談ください。
●充電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。
●本体や充電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。



各部名称・セット内容 各部名称・セット内容

上蓋

測定点
電源ボタン

WiFiランプ

充電差込口

カメラ(内部)電源ランプ

測定窓

充電アダプター

専用ポーチ 取扱説明書

充電用ケーブル本体

※保証書付

本書は製品の説明書および保証書となります。
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。

美肌測定器2

取扱説明書・保証書付



仕様 充電方法

【本体】
　品名︓COSBEAUTY 美肌測定器2
　カラー︓ホワイト・ベイビーピンク
　サイズ︓約W59×H106×D37mm
　重量︓100g
　材質︓ABS・亜鉛合金
　バッテリー︓リチウムイオン電池 1000mAh
　充電時間︓約240分
　作動時間︓約110分
　消費電力︓約2W
　充電可能回数︓約500回
　倍率︓100倍ズーム
　画像サイズ︓1920×1080px
　解像度︓高画質200万画素
　通信方式︓WiFi
　保管温度︓-10~60℃

【アダプター】
　入力︓AC100-240V 50/60Hz
　出力︓USB 5V 1A
　Made in China

電池の破棄

本製品にはリチウムイオン
電池が使用されています。

廃棄の際は、お客様がお住まいの
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。

●本体を充電する
　付属の充電アダプターと充電ケーブルで充電を行います。

　充電ランプの表示
　充電中　︓赤色点灯
　充電完了︓白色点灯
　充電不足︓赤色点滅

●充電が完了したら

充電時間
約240分 約110分

作動時間

充電の目安

※満充電直後からの作動時間です。
※充電時間、作動時間は使用方法、
　使用環境、使用頻度によって変わります。

購入直後や長期間使用しなかった場合は、必ず本体を充電し、
充電ランプが赤点灯から白点灯に変わったことを確認してから
使用してください。

　充電が完了したら必ず本体から充電ケーブルを外してください。
　充電完了から、長時間充電を続けるとバッテリーの寿命が著しく
　短くなります。



ご使用の前に

1. CosBeautyの公式アプリを、APP Store
　または  Google Play からダウンロードして、
　お使いの端末にインストールしてください。

2. 本体のバッテリーが十分に充電された状態で接続設定を行ってください。

3. 本体の上蓋を外し、電源ボタンを押すと
　測定窓内部から白色ランプが点灯します。
　約10秒程で白色ランプが消灯し、
　WiFiランプが点滅します。

※ 測定窓を覗き込んだ状態で
　 電源ボタンを押さないでください。
※ WiFiランプが点滅している時は
　 WiFiを検索中で未接続状態です。

●本体と端末を接続する

ご使用の前に

電源ボタン

測定窓

WiFiランプ

CBS006_XXXXXX

4. 使用する端末のWiFi設定から「CBS006_XXXXXX」の
　WiFi接続を選択します。

5. 本体と端末が正常に接続されると、本体のWiFiランプが点滅から
　点灯状態に変わります。

6. 端末にダウンロードしたCosBeautyアプリを開いて、
　アプリ画面左上の機種画像をタップして、
 「ai.Direct Pro - 美肌測定器」を選択します。

Supported system
iOS / Android

Scan to
Download



・測定の前に本体とアプリが正常に接続しているかご確認ください。
・測定の前に測定点が汚れていないか確認して使用してください。
・測定の前によく洗顔して、約20分以上経ってから測定していただくと
　肌の水分・油分量がより正確に測定できます。

1. 測定したい箇所に測定窓と測定点を密着させて、端末に写った画像が　
　ハッキリと映し出されたら、端末画面の「撮影」をタップします。

2. 撮影が終了すると、端末に
　インストールしたアプリが、
　肌のデータを分析します。
　測定したデータは蓄積されて、
　過去からの肌変化を確認する
　ことができます。

使用方法

●本体で肌を測定する

1. 電源ボタンを約2.5秒押し続けると測定窓内部から青色ランプが点灯し、
　本体の電源がOFFになります。
　※ 万一、正常に電源がOFFにならない時は、電源ボタンを約10秒長押ししてください。

2. 使用後は、測定点と本体を柔らかい布で拭き、
　本体を清潔に保ってください。

3. 上蓋を閉め、収納袋にいれて直射日光のあたらない
　涼しい場所で保管してください。

●本体の電源を切る

　本製品およびアプリケーションは、
　告知なくアップデートすることがあります。
　実際の機能、本書での操作説明はアプリ内を基準とします。

●製品のアップデート

使用方法
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お手入れと保管方法 こんなときは

・使用前／使用後は柔らかい布で測定点を清潔に拭き取ってください。
・測定窓から内部にホコリ等が混入して、
　カメラが汚れないようにしてください。
・本体内部のカメラを拭かないでください。傷がつく可能性があります。
・長時間使用しないときは、収納袋にいれて、直射日光のあたらない
　涼しい場所に保管してください。また、湿気の多い場所での保管も
　故障の原因になりますのでお控えください。
・電源を切ってから保管してください。
・本製品を充電したまま保管しないでください。
　持続的に充電させると、故障の原因となります。
・長時間使用しない場合は必ず6ヶ月ごとに本製品の電池がなくなるまで
　放電し、再び満充電してから保管してください。
・本製品内蔵のリチウムイオン電池は交換できません。
・本製品を廃棄される場合は自治体の指示に従い処分してください。

トラブル 対処方法

▶

起動できません。

長時間使用していない場合は、電池残量が足りない場合が
あります。満充電にしてからご使用ください。

▶プレビュー
画像がはっきり
見えません。

▶ 点灯しない場合は、電源アダプタがしっかりとコンセントに挿さって
いるかを確認してください。また、本体と充電ケーブルがしっかりと
接続されているか確認してください。それでも点灯しない場合は、
お客様問い合わせ窓口にお問い合わせください。

電源アダプタを接続し、
赤い充電ランプが点灯していることを確認してください。

プレビュー画像を安定させ、ぼけて見えなければ
画像がきれいに見えている状態です。

肌に強く押しあてると、画像が変形してしまうので、
強く押さないでください。
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こんなときは

トラブル 対処方法

機器の充電が
できません。

▶ プラグを入れ直してから再度充電することをおすすめします。

充電プラグ差し込み口が正確に接続されているかどうか
確認してください。

もし電源ランプが点灯しない場合は、
コンセントが正常に通電していない、もしくは、
１つの電源から多くの電源を取りすぎている可能性があります。

電源アダプタを接続後、本機器の電源ランプが
赤く点灯しているか確認してください。

15分充電接続することにより充電ランプがつき、正常な充電状態に
なります。それでも充電ができない場合は、お客様問い合わせ窓口に
お問い合わせください。

本機器を長期間使用しなかった場合、
電池が保護状態になり充電できない可能性があります。

こんなときは

トラブル 対処方法

端末とWiFi接続
できません。 ▶ バッテリーが不足していると電源が入らなかったり、

WiFi接続できない場合があります。

※端末のWiFi設定方法はお客様がお持ちの端末機器メーカーに
　お問合せください。

本体のバッテリーが充分に充電されているか
確認してください。
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こんなときは

トラブル 対処方法

▶機器の電源が
切れません。

電源を2.5秒長押しして正常にオフにならない場合、
10秒長押しで強制終了してください。

▶
WiFiネット
ワークで端末が
使用できなく
なりました。

端末でWiFiネットワークを使用したアプリケーションをお使いになる
場合は、測定後に本機とのWiFi接続を終了してからご覧いただくよう、
おすすめします。

Android端末をお使いのお客様は、本製品とWiFiを
使用したネットワークを同時にご使用いただけません。

Ｑ＆Ａ

●よくある質問と回答

Ｑ. 化粧した状態での測定は可能ですか︖
Ａ. 肌色、ツヤ、水分、油分測定の結果に大きく影響します。
　　洗顔後の測定をおすすめします。

Ｑ. どんな肌質でも使えますか︖
Ａ. ニキビや肌の炎症がひどいときや、金属アレルギーをお持ちの場合は
　　ご使用をお避けください。詳しくは安全上の注意をご参照ください。

Ｑ. 肌の診断をすることは可能ですか︖
Ａ. 本製品およびサービスは医療機器ではありません。
　　予防・診断・治療等の目的ではご利用いただけません。
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保証と個人情報の取り扱い 保証書

保証規定

免責事項と限定保証

個人情報の取り扱い

1.保証期間内に本説明書に従い正しくお使い頂いたにもかかわらず、故障した場合は、
　お買い上げいただいた国内でのみ本保証書記載内容に基づき無料修理いたします。
　但し、消耗品及び付属品は除きます。
2.保証期間内でも次の場合は有料修理、もしくは修理不可となります。
　①本保証書の所定事項の未記入、文字の改ざん、販売店名/販売日の記載がない場合。
　②お買い上げ後の輸送､移動､落下などによる故障及び破損。
　③火災、地震、水害、その他の天変地異による故障及び損傷。
　④お客様による分解、修理、改造による故障及び損傷。
　⑤一般家庭用以外（業務用等）での使用時の故障及び損傷。
3.保証期間中の修理は、お買い上げの販売店に保証書をご提示の上、ご依頼ください。
4.本保証書の再発行いたしませんので、大切に保管してください。
5.通信販売等で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が記載されている、
　お買い上げ伝票を一緒に保管しておき、修理依頼時に保証書に添付してください。

1.本製品を接続した接続機器の故障、破損、及びデータ等の損失については保証いたしかねます。
2.充電池は消耗品の為、保証対象外となります。また構造上バッテリーの交換対応は致しかねます。
3.本保証は製品が販売された国でのみ保証の対象となります。

1.お客様の個人情報は弊社の商品の発送、連絡、問い合わせ、回答、依頼作業、新商品・
　キャンペーン情報（広告を含む）の案内（電話・郵送・Eメール等の方法による）に利用致します。
2.弊社はお客様情報を第三者へ提供することはありません。
　但し、以下のいずれかに該当する場合を除きます。
　・弊社商品の発送等に必要な個人情報。
　・法令に基づく場合。
　・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合。

製 品 名︓COSBEAUTY 美肌測定器２

氏　　名︓

住　　所︓〒

電話番号︓

ご購入日︓　　　　年　　　月　　　日

販売店名・取扱店印

保証期間 お買い上げ年月日より１年間

COPY
本書は保証書としてお使いいただけません
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お問い合わせ先 MEMO

受付︓10︓00～17︓00（土・日・祝日を除く）

※修理をご依頼される際は、お買い上げ日が記載されている保証書
　または購入明細をご用意ください。

お客様問い合わせ窓口　03-6722-0547
コスビューティージャパン

株式会社COSBEAUTY JAPAN
〒108-0073 東京都港区三田1-3-39　勝田ビル6F
www.cos-beauty.com　info@j-cosbeauty.com

製造元


