取扱説明書

保証書つき

この度はハンディヘアリムーバー『depiTime（デピタイム）
』
をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品をご使用になる前に本取扱説明書をよくお読み
いただけますようお願いします。また、本取扱説明書は
いつでも読めるよう大切に保管してください。
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安全上のご注意
●製品をご使用になる前に本項目をよくお読みいただき正しくご使用ください。
●製品は本取扱説明書でご案内している手順にて使用し、無理にご使用にならないよう
お願いします。
●本体や皮膚に異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。
●製品が故障したまま使用を続けると二次故障や身体に悪影響を及ぼす恐れがあります。
●以下に示したご注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず
お守りください。
本項目の表示と意味は次になります。
危険

誤った取り扱いをすると人の死亡や重傷に至る危険が生じることが
想定される内容を示します。

警告

誤った取り扱いをすると人の死亡や重傷に至る危険が生じる可能性が
あることが想定される内容を示します。

注意

誤った取り扱いをすると人が障害を負ったり、物的損害が発生する
ことが想定される内容を示します。
（物的損害とは家財やペット等に関わる拡大損害を指します。）

危険

火災注意

禁止

禁止

本製品を充電する際は、必ず付属の充電器（AC アダプタ）をご使用
ください。また、充電器（AC アダプタ）は電源タップやタコ足配線に
接続せず、必ず家庭用コンセントへ直接接続してください。
発火や発熱により火災や故障の原因になります。
本製品は充電池を内蔵していますので、火の中に入れたり、加熱、
高温・多湿の場所での使用・充電・放置はしないでください。
発火や発熱により火災や故障の原因になります。
本製品のバッテリーパックはリチウムイオン電池となり、その特性
として寿命を過ぎて使い続けた場合に電池内部の化学反応により
バッテリーが膨らむなど変形する場合があります。また、高温などの
環境下や外部からの衝撃によって変形する場合もあります。
本体が変形している場合は、感電や火傷の危険がありますので
使用しないでください。
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警告

禁止

AC アダプタが痛んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいことが原因で
きちんと差し込まれない場合は使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

禁止

AC アダプタは交流 100V 〜 240V 以外では使用しないで下さい。
火災・感電の原因になります。

用途以外
使用禁止

分解禁止

落下・衝撃
禁止

使用者の制限

小児付近
放置禁止

水かけ禁止

本取扱説明書に記載されている用途以外で本製品を使用しないでください。
ケガ・火災・感電・製品故障の原因になります。

本製品を分解、修理、改造しないでください。
ケガ・火災・感電の原因になります。製品の修理・交換は、
製品をお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

本体を落としたり、ぶつけたり、衝撃を与えないでください。
製品の故障やケガの原因になります。

お子様には使用せず、お体の不自由な方は付き添いなしで
使用しないでください。
製品の故障やケガの原因になります。
乳幼児や小さいお子様の付近に商品を放置したり、
使用・保管しないでください。
ケガ・火災・感電・故障の原因になります。
本体や充電器（AC アダプタ）に水をかけたり、
水中に入れたりしないでください。
ショート・感電・発火の原因になります。

02

警告

禁止

電源プラグを
抜く

異常発熱時
使用禁止

発火注意

発火注意

発火注意

必ず守る

禁止

本体や AC アダプタは濡れた手で触らないでください。
ショート・感電・発火の原因になります。

本体を使用しない時は必ず電源を切り、充電時は充電が完了したら
充電プラグを抜いてください。万一異常が発生したら全てのプラグを
抜き、本体の電源を切ってください。
ショート・感電・発火の原因になります。
本体に異常な発熱が発生した場合は、ただちに電源を切り
使用を中止してください。
そのまま使用すると、ヤケド・発火・故障の原因になります。
充電器（AC アダプタ）のコードが破損していたり、傷んでいる場合は
使用しないでください。また、コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、
束ねたり、ねじったりしないでください。
発火・感電・故障の原因になります。
布や紙など燃えやすい物の近くで使用・放置しないでください。
発熱・発火の原因になります。

火の近くや炎天下、直射日光のあたる場所、浴室など
高温・多湿・ほこりの多い場所や暖房器具の近くで
使用・保管・放置しないでください。
破裂・破損・発熱・発火の原因になります。
使用前に必ず使用前テストを行い、肌に異常がないことを
確認してください。
あらかじめ肌に異常が現れないかどうかを、14 ページで確認を
行ってください。万一、異常が現れた場合は使用を中止し専門医に
ご相談ください。
本体下部にある青色の LED ライトはホットブレイドの位置を示す
光となり、強い光になりますので直視しないでください。
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警告

必ず守る

必ず守る

必ず守る

必ず守る

必ず守る

必ず守る

必ず守る

本体は適切な速度で使用してください（14 ページを参照）。
本体の肌を移動する速度が遅いと、ホットブレイドが余分に発熱し肌を
傷める原因になります。
また、熱により肌に線のような跡がついたり水ぶくれになってしまう
恐れもあります。
丸みのある部位に使用する場合は曲線に沿って移動させてください。
ひじやひざなど丸みのある部位には無理な使用をせず、曲線に沿って
移動させてください。無理に移動させると肌を傷めるばかりか、
ヤケドやケガの原因になります。
狭い部位や曲線の多い部位には、使い慣れてから使用してください。
腕や脚などの狭い部位や曲線の多い部位は本体を使い慣れてから
使用してください。
誤った使用により肌を傷める原因になります。

使用中はホットブレイドに触れないでください。
ヤケドやケガなどの原因になります。

使用後の肌は清潔に保ってください。
使用後の肌は熱により敏感になっているため、そのまま不潔な状態に
すると炎症や感染症の原因になります。
使用後に肌がほてっている状態が続く場合は冷やしたタオル等で十分に
冷やしてください。
肌が敏感な方は通常の使用方法でも使用した部位や箇所が
赤くなることがあります。
毛の処理の時間を守ってください。
使用は 1 つの部位を 2 分間、位置を変えながら 1 か所 4 〜 5 回繰り返し
全体で 30 分以内を目安に使用時間を守ってください。
過度の使用により肌を傷める原因になります。
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警告

禁止

次に該当する方および該当する部位には本製品を使用しないでください。
●顔、頭髪、外陰部およびその周辺、粘膜、皮膚の厚みが薄い箇所など
のデリケートゾーン
●妊娠中の方
●授乳中の方
●熱アレルギー体質の方
●生理中の方
●黒皮症の方
●皮膚感覚の弱い方
●酒気帯びの方
●疲労の激しい方 ●体調がすぐれない方
●敏感肌の方
●アトピー性皮膚炎の方
●過度な日焼けで肌が炎症をおこしたり、ヒリヒリしている方
●物理的刺激などによる病的なシミがある方
●温泉・銭湯、海水浴へ行く前の方
●意思表示のできない方
●ステロイド系ホルモン剤の使用や肝機能障害により毛細血管拡張を
おこしている方
●下記医用電子器具を使用している方
・ペースメーカーなどの体内埋め込み式医用電子機器
・人工心肺などの生命維持用電子機器
・心電計などの装着型医用電子機器
●血圧異常時
●血液疾患
●切り傷
●急性疾患
●伝染病疾患
●心臓疾患
●内臓疾患
●悪性腫瘍
●有熱性疾患
●骨折した部位
●刺青をした部位
●整形手術済みの部位
●膨らんだホクロ
●ウイルス性のイボ
●眠気を副作用とする薬を服用中の時
●皮膚にかゆみや炎症、ほてりなどの異常がある方やその部位
※通院中の方や、使用できるかの判断がつかない方はかかりつけの
医師にご相談ください。

注意

必ず守る

本体は強く押し当てて使用しないでください。
ホットブレイド内のワイヤーが肌へ近づき、ヤケドなどケガの
原因になります。

必ず守る

本体の電源がオンの時は絶対にホットブレイドに触れないでください。
ホットブレイド内のワイヤーが肌へ近づき、ヤケドなどケガの
原因になります。
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注意

必ず守る

必ず守る

必ず守る

本体を使用する前に、ホットブレイドに異常がないか確認してください。
ホットブレイド内のワイヤーが断線、屈曲、汚損、破損していると
ケガの原因になります。
ホットブレイドを本体に装着する際は、きちんと奥まで
差し込んでください。
ホットブレイドが正常に固定されていないと、ヤケドやケガなどの
原因になります。
本体やクリーニングパッドは必ず乾いた肌に使用してください。
肌にオイルやクリーム、ジェル、制汗剤などが塗られていたり
水で濡れている場合はタオル等で必ず拭き取り乾いた状態に
してください。
故障やヤケド、ケガをする恐れがあります。

必ず守る

ホットブレイドについた毛くずはこまめに掃除してください。
毛くずがついたまま使用を続けると、故障の原因になります。
また、毛が焦げ付いた臭いや煙が多く発生する原因にもなります。

必ず守る

ローラー部分は肌で転がし、ホットブレイドを肌に軽く当ててください。
ローラーやホットブレイドは正しい角度や強さで使用しないと
肌を傷める原因になります。

必ず守る

禁止

使用中に異常があらわれた場合はただちに使用を中止してください。
肌が敏感な方は通常の使用方法でも使用した部位や箇所が赤くなること
があります。
異常があらわれた際はその部位あるいは箇所を冷やしてください。
使用日の翌日以降も異常が続く場合は専門医にご相談ください。

本製品を動物（ペット）には使用しないでください。
ヤケドやケガの原因になります。
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各部の名称
カバー
ホットブレイド

ディスプレイ

ローラー

熱レベルボタン
電源ボタン
充電端子

ディスプレイの見方
熱レベルアイコン

エラーアイコン

電池残量ゲージ

ブレイドアイコン

内容物
【ホットブレイド】

本体 ×1

スモール
ブレイド ×1

クリーニング
パッドシール ×5
（内 1 枚は装着済み）

ラージ
ブレイド ×2

ポーチ ×1

クリーニング
クリーニング
AC アダプタ ×1
ブラシ ×1
パッド ×1

取扱説明書 ×1

クイック
スタートガイド ×1

※製品の内容物または内容物のデザインは予告なく変更になる場合があります。
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本体を充電する
本体を初めて使用する時や、充電がなくなった時は下記手順にて充電を行ってください。

1

AC アダプタの充電プラグを、
本体の充電端子へ差し込みます。

2

AC アダプタを家庭用コンセントに差し込みます。

発火注意

AC アダプタは電源タップやたこ足電源コードへは差し込まず、
住宅の壁などにある家庭用コンセントへ直接差し込んでください。
発火や発熱、充電不良の原因になります。

3

充電が開始されると電池残量ゲージの電池目盛りが点灯・消灯を繰り返します。
・充電が完了すると電池残量ゲージ全体が点滅します。
・充電時間はおよそ 1 時間 30 分になります。
・充電中、本体は使用できません。

4

充電が完了したら、AC アダプタを家庭用コンセントから抜き、
AC アダプタの充電プラグを本体から抜きます。
充電切れの時は・・・

本体の充電が切れている時は、ビープ音が 4 回鳴り電池残量ゲージが
点滅した後、電源がオフになります。

注意

●お買い上げ後、初めて充電を行う際は充電が完了するまで
使用しないでください。
●初めて使用する時や長期間使用しなかった時は、満充電であっても
使用時間が極端に短くなる場合があります。
●充電時間や使用時間は使用する方法や頻度により異なります。
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使用準備
本体を使用する前は下記手順に従い、準備を行ってください。

1

２
3

本体に貼ってある警告シールを剥がし、
カバーを外します。

金属の突起部分が汚れていたり、
濡れていないか確認します。
ホットブレイドを差し込み、取り付けます。
（ホットブレイドは表裏どちらでも
取り付け可能です。
）
※初めて使用される際はスモールブレイドを
装着してください。
スモールブレイド
面積の狭い箇所や凹凸の
多い箇所へ使用します。

4

ラージブレイド
通常使用や面積の広い
箇所へ使用します。

ホットブレイドがきちんと取り付けられて
いるか確認します。

注意

●ホットブレイドの差し込み・引き抜きの際は、
ホットブレイドの両端を持ち無理に行わないでください。
●本体を使用直後はホットブレイドが熱くなっていますので、
ホットブレイドを外す時は電源を切って少ししてから外してください。
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上手に毛の処理をするには
初めて毛の処理を行う際は、いきなり使用せず電源を切った状態で使い慣れてから
処理してください。
使用中

使用前
●電源を切った状態で
毛の処理をする箇所に
当てて練習をします。
●処理する箇所によって
ホットブレイドを
つけかえます。

使い始めて慣れるまでは
肌が熱に敏感になり痛みを
感じる場合がありますが、
正しい使い方に慣れること
で徐々に痛みは軽減され
ます。※痛みの感じ方には、
個人差があります。

使用後
使用後に肌が赤くなること
がありますので、赤みや
痛みを感じたら冷たい
タオルで冷やしてください。
※使用後の翌日以降も赤み
や痛みが続く場合は使用
を中止し、専門医に
ご相談ください。

毛周期と毛の処理
腕や脚などの毛は「毛周期」と呼ばれるサイクルで生え変わります。
毛周期は成長期・退行期・休止期の 3 つの周期があり、毛の処理は成長期に行うと
効果的です。
毛周期は毛によって異なりますので、1 回の毛の処理で脱毛できるわけではなく、
半年ほど毛の処理を繰り返す必要があります。
（※ただし期間には個人差があります。
）

成長期
新しく作られた毛
が皮膚の表面に
生えて来る時期で、
この時期に毛の
処理を行うのが
最適です。

退行期
毛の成長が止まる
時期で、毛が自然
と抜け落ちるため
この時期に毛の
処理をしても効果
的ではありません。
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休止期
毛が抜け落ちて
次の毛の成長が
始まるまでの期間
ですので、無理に
毛の処理をする
必要はありません。

毛の処理の時間と箇所
毛の処理は腕や脚など、1 か所に対して位置を変えながら 4 〜 5 回で 1 部位を 2 分以内
にし、全身で 30 分以内を目安に行ってください。
※部位は腕・太もも・ふくらはぎ・すね・ワキなど。腕や脚の毛の処理は左右に
それぞれ 2 分以内を目安に行ってください。
脚

全体 30 分以内
使用できる範囲
腕

脚

ワキ

ひじ・ひざ

腕

1 部位（腕や脚など）
につき 2 分以内
1 か所につき
位置を変えながら
4 〜 5 回繰り返す

ワキ

毛の処理の例

腕

腕

腕

位置を変える

注意

位置を変える

●上記以外の時間や箇所で過度な毛の処理を行うと肌を傷めることが
あります。
●上記時間内であっても、個人差により肌にほてりが出てくることが
ありますので、その際は一旦使用を止めるか他の箇所や部位に
移動させてください。
●ホットブレイドが通電（加熱）されている状態が約 8 秒間続くと
安全装置が働き、自動的にホットブレイドの通電が切れます。
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安全装置の作動と作動後の復帰
ホットブレイドが通電（加熱）されて
いる状態が約 8 秒以上続くと安全装置
が働き通電が切れます。
この安全装置が作動した場合は、一旦
肌から本体を離すと安全装置が解除
肌
され、再度肌にあてると通常通り通電
約 8 秒以上で
され処理ができるようになります。

安全装置が作動

肌

肌

本体を肌から離す 再度肌にあてると
と安全装置が解除 通電する

電源オン・オフとオート電源オフ
電源をオンにする
電源ボタンを約 2 秒間押し続けると
ディスプレイが点灯し、電源がオンに
なります。
約 2 秒間押し続ける

ディスプレイが点灯

電源ボタンを押す

ディスプレイが消灯

1. 無操作の状態で
5 分経過した

2. ホットブレイドが
装着されていない

電源をオフにする
電源オンの状態で電源ボタンを押すと
ディスプレイが消灯し電源がオフに
なります。

オート電源オフ
電源をオンにした時や使用中に以下の
条件になると自動的に電源がオフに
なります。
1. 無操作の状態で 5 分経過した時。
2. ホットブレイドが装着されていない
状態で電源をオンにした時。
3. 使用中にホットブレイドに異常が
発生した時。
4. 異常のあるホットブレイドを装着し
電源をオンにした。

3./4. ホットブレイドに異常がある（ホットブレイド内
のワイヤーが曲がっていたり、折れている）
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熱レベルの調整
ホットブレイドは 3 段階の熱レベルがあり、電源ボタンの下に
ある熱レベルボタンを押す度に熱レベルを切り替えることが
できます。熱レベルは毛の処理をする部位や箇所によって調整
してください。

熱レベルボタン

本体を初めて使用される場合は必ず、熱レベル 1 の状態で使用を開始してください。
また、熱レベル 1 は肌が敏感な方や熱に弱い方にお勧めです。

熱レベル 1

熱レベル 2

熱レベル 3

本体使用中もしくは使用直後は、ホットブレイドが大変熱くなっており
容易にヤケドをする恐れがありますので、使用中もしくは使用直後の
ホットブレイドには絶対に触れないでください。

注意

熱レベルの強弱段階イメージ
スモールブレイド、ラージブレイドは熱レベルにより実際の熱量に違いがあります。
例えば、熱レベル 1 でもスモールブレイドよりもラージブレイドの方が熱くなります。

熱レベル 1

スモール
ブレイド

熱レベル 1

ラージ
ブレイド

熱レベル 3

熱レベル 2

熱レベル 2

弱

熱レベル 3

強
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使用前テスト
本体を初めて使用する時や、長期間使用していなかった時は肌の状態にあった熱レベル
と毛の処理スピードを確認するためのテスト（使用前テスト）を行ってください。
肌を冷やす
1

使用する前に、冷水もしくは
濡れて冷えたタオル、氷袋で肌を
冷やします。肌が冷えたら乾いた
タオルで水分を拭き取ります。

冷水で肌を冷やす

濡れて冷えたタオルで肌を冷やす

毛の処理スピードの確認
スモールブレイドを装着し、
電源がオフの状態になっている
スモールブレイドを装着
電源がオフ
ことを確認します。
２ 手の甲にホットブレイドを軽く
押し当ながら 1 秒間に 3 〜 4cm
程度のスピードで体の中心に
向かって移動させます。
軽く押し当てながら移動 前後両方向に移動できます
（反対方向へも移動できます。）
※この時、スピードや角度、押し当てる力は一定の状態を保ってください。
※ホットブレイドが通電（加熱）されている状態が約 8 秒続くと安全装置が働き、
自動的にホットブレイドの通電が切れます。
1

l
ve
Le

熱レベルの確認
1

２

スモールブレイドを装着し、
電源ボタンを約 2 秒間押し続け
電源をオンにします。

電源をオン

熱レベルが 1 になっていることを確認します。

注意

３

スモールブレイドを装着

本体使用中もしくは使用直後は、ホットブレイドが大変熱くなっており容易にヤケドを
する恐れがありますので、使用中もしくは使用直後のホットブレイドには絶対に
触れないでください。

前項『毛の処理スピードの確認』で行ったスピードで腕を移動させながら
毛がほぼ滑らかになったと感じるまで位置を変えながら 4 〜 5 回繰り返します。

毛の処理が終わったら電源ボタン
を押し、電源をオフにしてから
冷水もしくは濡れて冷えたタオル、
氷袋で肌を冷やして乾いたタオル
電源をオフ
クリーニングパッドで
で拭き取り乾かしてからクリーニング
毛くずを取り除く
パッドで毛の処理をした箇所を円を描くように優しくこすり残った毛くずを取り除きます。
（お肌の弱い方は、さらに仕上げ用クリーニングパッドで同様に円を描くように
優しくこすり肌を整えてください。）
５ 翌日以降に肌が赤くなったり、熱を帯びるなど異常がなければ使用に関して
問題はありません。
４
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使用方法
毛の処理をする前に
●本製品は熱を帯びたホットブレイドで毛を焼き切るため、肌へ押しつけると
ヤケドをする恐れがありますので、十分にご注意ください。
●毛の処理をする前に処理する毛を 5mm 以下にカットしておくと、においや煙がより
少なくなります。
●お肌は水やオイル、クリーム、ジェル、制汗剤などで濡れているとヤケドなどの
恐れがありますので必ずお肌が乾いた状態にしてください。
処理後の毛について
本製品はカミソリやシェーバーなどの肌に直接
触れて毛を剃る脱毛器とは異なり、ワイヤー
毛の処理前
に熱を与えて肌に触れない高さで毛を焼き
切る脱毛器になりますので、処理後の毛は 1mm 程度残ります。

1

2

使用する前に、冷水もしくは
濡れて冷えたタオル、氷袋で肌を
冷やします。肌が冷えたら乾いた
タオルで水分を拭き取ります。

冷水で肌を冷やす

毛の処理後

濡れて冷えたタオルで肌を冷やす

ホットブレイドがきちんと取り付けられているか
確認します。

ホットブレイドを確認

3

電源ボタンを約 2 秒間押し続け
電源をオンにし、ディスプレイ
のブレイドアイコンと熱レベル
アイコンが表示されていること
を確認します。
電源ボタンを
約 2 秒間押し続ける

4

ブレイドアイコンと
熱レベルアイコンを確認

熱レベルボタンを押し、毛の処理をする箇所に
合わせて熱レベルを選びます。
熱レベルの目安
熱レベル 1

熱レベル 2

熱レベル 3

細い毛で狭い範囲

細い毛で広い範囲

太い毛で広い範囲

熱レベルボタンで
熱レベルを調整する
※熱レベルの目安は毛と範囲の目安になります。ホットブレイドによって熱量は異なりますので、
本書 13 ページ『熱レベルの調整』をよくお読みください。
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使用方法（つづき）

注意

●電源がオンになっている状態でホットブレイドに触れないでください。
ヤケドやケガをする恐れがあります。
●本体を初めて使用される場合、熱レベルは必ず 1 にしてください。
熱レベル 2 や熱レベル 3 はヤケドをする恐れが増します。

ホットブレイドを肌に押しつけない

肌

肌

本体は肌に対して垂直にする

肌

使用中は本体の移動を止めない

肌

ホットブレイドは大変高温に

本体が肌に対して斜めになる

使用中はホットブレイドが熱

なりヤケドの恐れがあります

と正しく毛を処理できません

を持ちヤケドの恐れがありま

ので、本体は肌に軽く押し

ので、肌に対して垂直になる

すので、本体は常に移動させ

当てるようにしてください。

ようにしてください。

続け止めないでください。

注意

5

6

●毛の処理中は決して本体の移動を止めたり、強く押しつけないで
ください。ヤケドや故障の原因になります。
●顔や頭髪、外陰部及びその周辺や粘膜などのデリケートゾーンには
絶対に使用しないでください。
●ホットブレイドが通電（加熱）されている状態が約 8 秒続くと
安全装置が働き、自動的にホットブレイドの通電が切れます。

ディスプレイを手前へ向けて、
毛の処理をする箇所にホット
ブレイドを体の中心へ向かって
軽く押し当てながら移動させ
ます。
（反対方向へも移動できます。）
本体の移動スピードは、1 秒間
に 3 〜 4cm 程度のスピードで
移動させるのが最適です。

軽く押し当てながら移動させる
（1 秒間に 3 〜 4cm のスピードが最適）

腕

腕

毛の処理をする部分は 1 か所に
つき位置を変えながら 1 部位で
2 分以内を目安に 4 の動作を
繰り返します。

位置を変える

16

使用方法（つづき）

7

毛の処理が終わったら、冷水もしくは濡れて冷えた
タオル、氷袋で肌を冷やして、乾いたタオルで
拭き取り乾かしてからクリーニングパッドを肌に
優しく押し当てて、時計回りに数回、反時計回りに
数回回しながら残った毛くずを取り除きます。
（お肌の弱い方は、さらに仕上げ用クリーニングパッドで同様に円を描くように
優しくこすり肌を整えてください。
）
クリーニングパッド使用後は化粧水やクリームなどでお肌を整えてください。
※クリーニングパッドを使用後に肌が白くなりますが、これは古い角質が
剥がれたためであり異常ではありません。洗浄するときれいになります。

使用後のお手入れ
使用後のお手入れは下記の事項にご注意の上行ってください。
お手入れの前に
●お手入れは本体の電源が切れていて、充電をしていない状態で行ってください。
●本体やホットブレイドのお手入れの際に水洗いは絶対にしないでください。
本体のお手入れ
●本体内に異物が入っている場合は、本体のホットブレイド取り付け部分を下
に向けて軽く叩いて出してください。
●ローラー部分に付着した汚れは、使用後こまめに清掃してください。
ローラーの回転がしなくなったりし、故障の原因になります。
ホットブレイドのお手入れ
●本体のホットブレイド取り付け部分のお手入れは、柔らかい布で優しく
拭き取ってください。
●ホットブレイドのお手入れには必ず、付属のクリーニングブラシを
使用してください。
※ホットブレイドに毛くずなどの汚れが付着したまま使用すると故障に繋がる
恐れがあります。使用中でも、1 〜 2 部位の毛の処理が終わったらできるだけ
付属のクリーニングブラシで毛くずなどを取り除いてください。

ホットブレイドの交換目安
●ホットブレイドの累計使用時間が約 6 時間を超えたら交換を行ってください。
●ホットブレイド内のワイヤーが切れていたり、曲がっていたりしている時。
●毛の処理の効果が使用当初より著しく落ちた時。
●本体の動作ランプは点灯しているが、ワイヤーが熱により発光しない時。
※ホットブレイド内のワイヤーは使用していくにつれ、黒く変色することが
ありますがこれは不良ではありません。
17

クリーニングパッドの交換と交換目安
毛の処理後に使用するクリーニングパッドは約 1 カ月で交換の目安になります。
クリーニングパッドの交換方法は以下の通りです。

1

クリーニングパッドに貼ってある
クリーニングパッドシールを剥がします。

2

替えのクリーニングパッドシールを剥がし、
クリーニングパッドに貼りつけます。

製品仕様
内蔵バッテリー

DC7.4V リチウムイオン 650mAh

充電アダプター

入力：AC100 〜 240V（50Hz/60Hz） 出力：DC10V 400mA

消費電力

5.8W（熱レベル 3・ラージブレイド使用時）

充電時間

約 1 時間 30 分

満充電時合計使用時間

ラージブレイド：45 分間

使用温度範囲

5℃〜 35℃

使用湿度範囲

30 〜 80%

スモールブレイド：85 分間

サイズ

（約）W52×D28×H127mm

重量

（約）95g

ホットブレイド交換目安 累計使用時間：約 6 時間
製造国

本体：日本、ＡＣアダプター：中国

※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
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こんな時には
本製品をご使用中に異常を感じたら以下の症状がないか確認してください。
症状

考えられる原因
AC アダプタのプラグが
本体にきちんと差し込ま
れていない

対処方法
プラグを本体の奥まで
差し込んでください
（08 ページ）

充電ができない

電源が入らない

AC アダプタが家庭用
コンセントにきちんと
差し込まれていない

AC アダプタを家庭用
コンセントに差し込んで
ください

電源ボタンが正常に押さ
れていない

電源ボタンを約 2 秒間押し続けて
電源オンにしてください

充電がされていない

充電を行ってください
（08 ページ）

充電が不足している

電源が入っていない

電源ボタンを約 2 秒間押し続けて
電源オンにしてください

ホットブレイドが正しく
装着されていない

本体にある金属の突起
部分にきちんと差し込ん
でください（09 ページ）

ホットブレイドに異常が
発生している

ホットブレイド内の
ワイヤーが曲がったり
切れたりしていないか確認
してください (09,12 ページ )

内蔵充電池の寿命

本製品をお買上げになっ
た販売店もしくはお客様
サポートセンターにお問
い合わせください

本体を肌の上で移動
させても動作しない
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よくあるご質問
ご質問

回答

お風呂場や洗面台で
使えますか？

本体に防水加工は施されていませんので、水に濡れる
ような場所では使用しないでください。

充電したまま使用することは
できますか？

本体の故障防止や安全のため、充電中は使用できない
ようになっています。

使用中に煙が上がって
きたり、焦げ臭いことが
あります。

煙が上がったり、焦げ臭いことがあるのは毛が
正常に毛の処理がされている状態になります。
気になる方は十分な換気をし、あらかじめ毛を
短く処理をしてから毛の処理を開始してください。

毛の処理をすると肌に
線状のキズがつくことが
あります。

ホットブレイドを押し付けが強すぎたり弱すぎたり、
本体の移動速度が早すぎたりすると肌に線状の
キズがつくことがあります。
ホットブレイドは肌へ優しく押し当て、ゆっくりと
移動させてください。

肌がほてったり、水ぶくれが
できてしまいました。

過度な毛の処理は肌を傷める原因になります。
毛の処理は 1 部位につき 2 分、1 か所につき 4 〜 5 回
を目安に、全身は 30 分以内を目安に使用して
ください。
肌にほてりを感じた場合は冷たいタオルで冷やして
ください。毛の処理後翌日以降も続くような場合は、
専門医にご相談ください。

熱レベルはどれを選べば
いいですか？

初めて製品を使用する時は、必ずスモールブレイドを
装着して熱レベルは 1 を選んでください。
お肌が熱に弱い方、敏感肌の方も必ず熱レベルは 1 を
選んでください。
製品の使い方やお肌が熱に慣れてきたら、お肌の様子
を見ながらホットブレイドや熱レベルを変えます。

子供が使用しても
問題ありませんか？

本製品を 13 歳以上の方、もしくは未成年の方が使用
する場合は必ず保護者の方が付き添いヤケドなどの
ケガがないよう十分に注意してください。
また、12 歳以下の小さなお子様には使用しないで
ください。
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よくあるご質問
ご質問

回答

製品を使用中にホット
ブレイドのワイヤーが赤く
ならない時がある。

製品を使用し始めた時や、熱レベルが 1 の時はホット
ブレイドのワイヤーが赤くならない場合があります
が、熱は発生しています。

本体で処理しても毛が残って
しまいます。

●毛の長さや本体を動かす速さ、お肌にあてる角度、
動かす方向をもう一度確認してください。
（使用前テスト（14 ページ）を参照）
●毛の流れに逆らうようにして本体を動かして
ください。
●毛が短すぎるとホットブレイドのワイヤーが毛まで
届かずに処理できないことがあります。
（2 〜 3mm 程度の毛にご使用ください）
●毛を処理した後は、必ずクリーニングパッドを使用
して残った毛を取り除いてください。
●クリーニングパッドで取り除けない毛が気になる
場合はシェーバーなどで処理してください。

アフターサービス
本体内蔵の充電池について
●本体に内蔵されている充電池は消耗品になり保証対象外になります。
●充電が完了しても使用できる時間が極端に短くなった場合は、
充電池の寿命と考えられます。充電池はおよそ 500 回繰り返し充電できます。
本製品の廃棄について
●本製品（本体や付属品等）を廃棄される際は、お住まいの各自治体のルールに
従い廃棄してください。
●本体には内蔵されている充電池はリチウム電池を使用しています。
本製品のお問い合わせ先
本製品に関するご不明な点は下記お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
株式会社

アイキャッチ

お客様サポートセンター

079-337-5818

受付時間：10時 〜 1 2 時 ・13時 〜 1 8 時
（土日祝日、ゴールデンウィークなどの長期連休を除く）
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製品保証に関して
●万一、保証期間内に製品が故障した場合は無償にて修理あるいは交換致します。修理あるいは交換にて
返却された製品やその付属品等の所有権は全て弊社に帰属するものと致します。
●本製品の使用または故障によって生じた損害は直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を
負いかねます。
●本製品が不良でない限り交換または返品を承ることはできかねます。また、使用方法が分からない等
の理由による交換や返品もお受け致しかねます。また、本製品は衛生上の理由から一度でも使用した
製品のお客様都合による返品・交換はお受け致しかねます。

製品の修理・交換に関して
●保証期間内の修理または交換の際は本製品をご購入になった販売店までご連絡下さい。
製品の故障状況によってはお客様に送料や修理や交換費用をご負担頂く場合もございますので、
予めご了承下さい。
●あらかじめ故障のご連絡を頂けず、販売店や弊社からの指示もないまま製品を送付されましても
対応はできかねます。
●製品の修理あるいは交換の際の製品は本体や付属品などが全てそろったご購入当時と同一の状態が
条件となります。

免責事項
次の場合、保証期間内であっても保証対象外となります。
●保証書の提示がない場合、記入漏れがある場合、改ざん等がある場合。
●輸送 / 落下 / 衝撃など製品のお取り扱いが不適切なために生じた故障や損傷。
●環境や設備の不備、使用方法や注意事項に反するお取扱いによって生じた故障や損傷。
●お客様の責に帰すべき事由に生じた、機能に影響のない外見上の損傷。
●お客様の故意または重過失により生じた故障や損傷。
●火災、地震、水害、落雷、塩害その他天変地異や異常電圧などにより生じた故障や損傷。
●製品の譲渡により入手したり、製品を分解 / 改造した場合。
●内蔵バッテリー、スモールブレイド、ラージブレイド、クリーニングパッド、
クリーニングパッドシールの消耗。

製品保証規定
本製品の保証期間はお買い上げ日から（商品到着日）1 年間になります。
●本取扱説明書に従い正常な使用状態で万一故障した際は、本保証書をご用意の上本製品をご購入に
なった販売店までご連絡下さい。
●保証期間内であっても次の場合は有償となる場合がございます。
1）本保証書を提示されない、記入漏れがある、改ざん等が認められた場合。
2）使用方法の誤り、不当な修理 / 調整 / 改造等による故障や損傷。
3）本製品に接続している他の機器に起因して生じた故障や損傷。
4）お買い上げ後の輸送や移動、落下や衝撃等不当なお取扱いにより生じた故障や損傷。
5）火災、天災、公害、落雷、塩害や異常電圧等による故障や損傷。
●本保証は日本国内のみ有効です。
●製品保証に関して、製品の修理・交換に関して、免責事項も併せてご確認下さい。
保証期間 お買い上げ日（商品到着日）より 1 年間
ご住所（〒

-

お買い上げ日（商品到着日）

） ご氏名

年

月

日

電話番号

お客様

住所

電話番号

販売店

販売元：株式会社 ア イ キ ャ ッ チ

住所：〒671-2103

兵庫県姫路市夢前町前之庄1412

サポートセンター電話番号：079-337-5818

お問い合わせ受付時間：平日 1 0 時〜 1 2 時 ・13時 〜 1 8 時 （土日祝祭日、ゴールデンウィークなどの長期連休を除く）
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