
取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい説明書説明書説明書説明書

　このたびは、New Rをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
　　・ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
　　 特に「安全上のご注意」（1～5ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使い下さい。
　　  お読みになった後は、いつでも読めるように保証書と一緒に大切に保管し、必要なときに
　　　お読み下さい。
    ・この製品の取扱をする人は、㈱トマトIncが行う訓練/講習を受講し、修了証を取得した人に
　　　限定して下さい。
　　・保証書は「お買い上げ日・販売会社名」などの記入を確かめ、販売会社からお受け取り下さい。
　　・本機は”セルフ脱毛”には使用しないで下さい。
　　　※セルフ脱毛とは、エステティックサロンにおいて顧客に業務用機器の取扱方法とトリートメント
　　　　 方法を教え、業務用機器を用いてトリートメントを行わせる商行為です。

美容ライト脱毛機器

型式 SL-R
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安全安全安全安全ににににトリートメントトリートメントトリートメントトリートメントをををを行行行行うためにうためにうためにうために

必必必必ずおずおずおずお守守守守りりりり下下下下さいさいさいさい

シルキーライト シルキーライト シルキーライト シルキーライト New New New New RRRRはははは、、、、弊社弊社弊社弊社のののの講習講習講習講習をををを受受受受けけけけ、、、、

修了証修了証修了証修了証をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちのスタッフスタッフスタッフスタッフのののの方方方方のみのみのみのみ使用使用使用使用することができますすることができますすることができますすることができます。。。。

取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書・・・・講習内容講習内容講習内容講習内容にそってにそってにそってにそってトリートメントトリートメントトリートメントトリートメントをををを

行行行行わないわないわないわない場合場合場合場合、、、、弊社弊社弊社弊社がががが行行行行うううう講習講習講習講習をををを受受受受けていないけていないけていないけていない

スタッフスタッフスタッフスタッフのののの方方方方ががががトリートメントトリートメントトリートメントトリートメントをををを行行行行ったったったった場合場合場合場合、、、、

『『『『トラブルトラブルトラブルトラブルをををを起起起起こすこすこすこす危険性危険性危険性危険性』』』』がありますがありますがありますがあります。。。。

新新新新しくしくしくしくスタッフスタッフスタッフスタッフのののの方方方方がががが入社入社入社入社されたされたされたされた場合場合場合場合はははは、、、、

必必必必ずずずず講習講習講習講習をおをおをおをお受受受受けけけけ下下下下さいさいさいさい。。。。

追加講習追加講習追加講習追加講習はははは随時受付随時受付随時受付随時受付けておりますけておりますけておりますけております。。。。

（（（（詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは担当担当担当担当インストラクターインストラクターインストラクターインストラクターまでまでまでまで））））



コンセントコンセントコンセントコンセント形状形状形状形状のののの確認確認確認確認のおのおのおのお願願願願いいいい・・・・・・・・・・・・

この度はシルキーライトをご購入頂き、誠にありがとうございます。

シルキーライトは高精密高精密高精密高精密ななななコンピュータコンピュータコンピュータコンピュータを搭載した機器です。

機器を作動させるには安定安定安定安定したしたしたした電圧電圧電圧電圧、ノイズノイズノイズノイズのないのないのないのない電流電流電流電流がマシントラブルマシントラブルマシントラブルマシントラブルをををを起起起起こしにくいこしにくいこしにくいこしにくい
適適適適したしたしたした環境環境環境環境となります。

【コンセント形状】

①専用回線　及び　専用コンセント
②100V電源
③２０Ａ

【機器使用条件】

また、感電防止感電防止感電防止感電防止、、、、静電気障害防止静電気障害防止静電気障害防止静電気障害防止、、、、避雷避雷避雷避雷、、、、通信障害通信障害通信障害通信障害のののの抑制抑制抑制抑制などの対策にもなります。
ごごごご使用使用使用使用のののの際際際際はははは電気工事店電気工事店電気工事店電気工事店にににに依頼依頼依頼依頼されされされされ、、、、下記下記下記下記のののの配線工事配線工事配線工事配線工事をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

※※※※皮膚皮膚皮膚皮膚にににに触触触触れるれるれるれる機器機器機器機器のののの場合場合場合場合、、、、アースアースアースアース線線線線をををを取取取取りりりり付付付付けることはけることはけることはけることは法律法律法律法律でででで義務付義務付義務付義務付けけけけられていますられていますられていますられています。。。。

株式会社トマトInc　サポート部　小林、西脇までお願い致します。
TＥＬ　0120-269-027

詳細につきましては

※注意事項

タコタコタコタコ足配線足配線足配線足配線、、、、延長延長延長延長コードコードコードコード等等等等はははは機器機器機器機器のののの寿命寿命寿命寿命をををを短短短短くしくしくしくし、、、、
コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ誤作動誤作動誤作動誤作動のののの原因原因原因原因になります。

　　　【【【【機器使用条件機器使用条件機器使用条件機器使用条件】】】】にににに従従従従いいいい、、、、正正正正しくごしくごしくごしくご使用下使用下使用下使用下さいさいさいさい！！！！

「工事の必要はありません」 「「「「工事工事工事工事のののの必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります」」」」

ダブルコンセント

アース
端子

アース線

アースターミナル付
接地ダブルコンセント

○○○○ ××××○○○○

接地ダブルコンセント
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※ご使用の前にこの「「「「取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい説明書説明書説明書説明書」」」」を必ずお読み下さい。

　お使いになる人（エステティシャン）や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する

　ため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

・表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を、下記の表示で

　区分し、説明しています。

「「「「安全安全安全安全にににに正正正正しくおしくおしくおしくお使使使使いいただくためにいいただくためにいいただくためにいいただくために」」」」をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項を

必ずお守り下さい。

　注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をした場合に

想定される内容を　　　　危険危険危険危険　　　　警告警告警告警告　　　　注意注意注意注意　　　　の3区分にしています。

お読みになった後は、この製品をお使いになる方がいつでも見ることができる所に

必ず保管して下さい。

この記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを知らせるもので、図の中に

（左図は、特定しない一般的な危険・警告・注意の通告に使用）

この記号は、行為を強制したり指示する内容を知らせるものです。

（左図は、特定しない一般的な強制や指示に使用）

この記号は、禁止の行為であることを知らせるもので、図の中や下部等に

（左図は、特定しない一般的な禁止の通告に使用）

安全安全安全安全にににに正正正正しくおしくおしくおしくお使使使使いいただくためにいいただくためにいいただくためにいいただくために

安全上安全上安全上安全上のごのごのごのご注意注意注意注意

表示表示表示表示のごのごのごのご説明説明説明説明

注 意
取扱を誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事
項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守
り下さい。

危 険
取扱を誤った場合に、死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じる危険事項
が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの危険事項をお守り
下さい。

警 告 取扱を誤った場合に、死亡または重傷などを負う恐れのある危険事項が書かれて
います。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守り下さい。

図

記

号

の

例

　具体的な注意内容が記載されています。

　図の中に具体的な強制や指示の内容が記載されています。

　具体的な注意内容が記載されています。
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・照射口近くに貼り付けてある照射口ラベル
　照射する時は、絶対に照射口を見たり、のぞいたりしないで下さい。
　失明する恐れがあります。

・下記の医療機器と併用しないで下さい。
　ペースメーカー等の体内埋込型医用電気機器
　人工心肺等の生命維持用電気機器
　心電図等の装着型医用電気機器
　医療機器の誤動作を招く恐れがあります。

・必ず専用ルームを用意し、部屋の外に光が漏れないようにして下さい。
　危害を与える恐れがあります。

・室内に反射物（鏡など）を置かないで下さい。
　危害を与える恐れがあります。

・必ず専用保護メガネを着用して下さい。
　（エステティシャン、お客様など専用ルームに入る全ての人）
　目を傷める恐れがあります。
・本機は、セルフ脱毛に使用しないで下さい。
　セルフ脱毛とは、エステティックサロンにおいて、顧客に業務用機器の取扱方法と、
　トリートメント方法を教え、業務用機器を用いてトリートメントを行わせる商行為です。

・機器を修理、分解、改造しないで下さい。
　火災・ヤケドの恐れがあります

・メーカー指定以外の物を機械やハンドピースに取り付けないで下さい。
　火災・ヤケドの恐れがあります。

・ハンドピースの照射口周辺を、揮発性の高い化学薬品を触れた手で触らないで下さい。
　引火の恐れがある物（シール・テープ含む）は取り付けないで下さい。
　火災・ヤケドの恐れがあります。
・ＡＣ１００Ｖ以外の電源では使用しないで下さい。
　火災・感電・故障の恐れがあります。

・本来の目的や用途以外には使用しないで下さい。
　事故・故障の恐れがあります。

・機器（本体・コントローラ等）に水をかけたり、水につけたりしないで下さい。
　火災・感電・故障の恐れがあります。

・機器（本体・コントローラー等）の上に水などの入った容器を置かないでください。
　火災・感電・故障の恐れがあります。

ごごごご使用前使用前使用前使用前のののの注意事項注意事項注意事項注意事項

　　　　　　危険危険危険危険

　　　　　　警告警告警告警告

本機本機本機本機をををを目的以外目的以外目的以外目的以外でのでのでのでの使用使用使用使用をををを禁止禁止禁止禁止するするするする。。。。
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・アース線を接続して下さい。
　感電・故障の恐れがあります。

・機器を使用する際の温度、湿度は定格使用範囲内で行って下さい。
　事故・感電・故障・誤作動の恐れがあります。

・交換部品は必ず規定の部品を使用して下さい。
　事故・故障・破損・火災・感電の恐れがあります。

・必ずトリートメント前に本体及びフィルターに異変がないことを確認して下さい。
　事故・故障・ヤケドの恐れがあります。

・コンピューターなどの精密機器や携帯電話・コードレス電話の近くでは使用しないで下さい。
　誤作動の恐れがあります。

・他の電機製品（美容機器等）と併用しないで下さい。
　誤作動の恐れがあります。

・傾斜、振動、衝撃のある場所に設置しないで下さい。
　事故・故障・ケガの恐れがあります。

・強い電波、磁気の発生している場所での使用、保管はしないで下さい。
　誤作動・故障の恐れがあります。

・チリ、ホコリ、湿気のある場所に設置しないで下さい。
　火災・故障の恐れがあります。

・本体機器と電源コード及び他のコード類を正しく配置して下さい。
　事故・故障・火災・感電の恐れがあります。

ごごごご使用前使用前使用前使用前のののの注意事項注意事項注意事項注意事項

　　　　　　注意注意注意注意

　　　　　　警告警告警告警告

〔部位〕　　　　粘膜・傷・色素沈着・肝斑・老人性色素斑・色素細胞母斑・白斑・雀卵斑・色素欠乏症・血管腫
　　　　　　　　 静脈瘤・美容整形部位・刺青・タトゥー・その他不適の部位

〔皮膚疾患〕　皮膚がん・悪性黒色腫・ヘルペス・イボ・タムシ・白癬・とびび・せつ・その他不適の部位

〔内科疾患〕　心臓病・糖尿病・てんかん・気管支喘息・その他不適の部位

〔体質〕　　　　アトピー性皮膚炎・アレルギー体質・ケロイド体質・その他不適の部位

〔光線過敏症を引き起こす薬剤使用者〕　　抗てんかん剤・筋弛緩剤・抗ヒスタメン剤・ニューキノロン系抗菌剤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  利尿剤・抗がん剤・抗生物質・降圧剤・精神病、神経症薬・湿布薬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ステロイド・ホルモン剤・ハーブ・鎮痛剤・その他不適の薬剤使用者

禁忌事項
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・オーバートリートメントはしないで下さい。
　身体に危害を与える恐れがあります。

絶対に光を目に当てないようにして下さい。
　目を傷める恐れがあります。

・出力中はプローブ（ハンドピース）を放置しないで下さい。
　火災・ケガの恐れがあります。

・出力中はプローブ（ハンドピース）を交換しないで下さい。
　ヤケド・感電の恐れがあります。

・機器や電源コードに亀裂などの損傷が生じている場合は使用しないで下さい。
　火災・感電・事故・ケガの恐れがあります。

・火災・ヤケドの恐れがあります。

・放熱孔をふさがないで下さい。
　火災・故障の原因になることがあります。

・トリートメント中はお客様から離れないで下さい。
　事故の恐れがあります。

・機器の移動は電源をＯＦＦ（オフ）にし、プラグを抜いてから行って下さい。
　事故・故障の恐れがあります。

・規定した以外の手順で操作しないで下さい。
　誤照射することがあります。

ごごごご使用中使用中使用中使用中のののの注意事項注意事項注意事項注意事項

　　　　　　危険危険危険危険

　　　　　　警告警告警告警告

　　　　　　注意注意注意注意
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・電源コードやプローブ（ハンドピース）コードの脱着は、プラグ部分を持って確実に行って下さい。
　火災・感電・ショートの恐れがあります。

・濡れた手で機器やコードの取扱いをしないで下さい。
　感電の恐れがあります。

・長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
　火災の恐れがあります。

ごごごご使用後使用後使用後使用後のののの注意事項注意事項注意事項注意事項

　　　　　　警告警告警告警告

　　　　　　注意注意注意注意
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■機器機器機器機器

■付属品付属品付属品付属品（付属されているかご確認下さい。　なお、保証書は別添付になります。）

各各各各　　　　部部部部　　　　のののの　　　　名名名名　　　　称称称称

▼全体図　（本体・ポンプボックス・専用ワゴン　各１つ）

※下部のワゴン部分は、
　シルキーライトシリーズの
　各機種共通です。

本体

ワゴン

緊急停止ボタン

ハンドピースフック

タッチパネル

▼ハンドピース

インクパッド

▼小物セット(一式）

専用スタンプ

専用保護メガネ
（小）

冷却保冷パック

▼専用保護メガネ

▼フィルター

▼ハンドピース

 ケース

専用保護メガネ（大）

照射ボタン

ストッパー

ガラスフィルター

ウィンドウ

電源コード

▼背面

ハンドピース
接続部

ヒューズ型ブレーカー 排気ファン

電源
スイッチ

ポンプボックス

差込口

コネクター

▼取扱説明書（１冊）

▼本体

美容ライト脱毛フィルター（600ｎｍ）

オプションフィルター（530ｎｍ）

（オプション導入した際、付属になります）

ストッパー

つまみ
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P

特特特特　　　　長長長長

・・・・コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ技術搭載技術搭載技術搭載技術搭載の の の の 美容美容美容美容ライトライトライトライト機器機器機器機器

　　　　・美容ライト脱毛
　　　　　   《オプションにて、オプションフィルターが使用できます。》

　
・・・・多角的低多角的低多角的低多角的低コストパフォーマンスコストパフォーマンスコストパフォーマンスコストパフォーマンス機器機器機器機器

　　　　　　　　　　　　　　　　・ジェル等が不要なためトリートメント時間が大幅に削減。

　　　　　　　　　　　　　　　　・ワイドスポットエリア（12.5ｃ㎡）採用により、1ショットコストが
　　　　　大幅に削減。

　　　　・人間工学に基づいた設計により、エステティシャンへの
　　　　　負担を大幅に削減。

・・・・セーフティーセーフティーセーフティーセーフティー機能満載機能満載機能満載機能満載のののの安全高性能機器安全高性能機器安全高性能機器安全高性能機器

　　　　　　　　　　　　　　　　・カウンター管理機能により、最大照射数到達時、
　　　　　警告表示を自動的に行います。

　　　　・画面が見やすく、操作が分かりやすい。
　
　
　　　　・もしもの時の緊急停止ボタン搭載により、トラブルを
　　　　　最小限に食い止めることができます。
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★ごごごご使用前使用前使用前使用前（電源スイッチを入れる前）に、必必必必ずごずごずごずご確認確認確認確認下さい。

　①　電源は、必ず建物の壁にある

　　　 コンセントから取っていますか ?

　②　ハンドピースは、きちんと接続・装着

　　   されていますか？

　     （接続口とハンドピース取り付け部の

　　   緩みはないでしょうか？　Ｐ２２参照）

　③　専用保護専用保護専用保護専用保護メガネメガネメガネメガネが、トリートメント

　　   する部屋内に常備されていますか？

　④　ハンドピースにフィルターフィルターフィルターフィルター・・・・
　　   ストッパーストッパーストッパーストッパーは装着されてますか？

①　電源プラグをコンセントに差し込みます。

②　電源スイッチをON(ｵﾝ）「―」 →　≪表示「○○○○」がＯＦＦ（オフ）で電源を切る意味を表し、
　　表示「―」がＯＮ（オン）で電源を入れる意味を表しています。≫

③　機械が起動します。　

*　１度動作音がして約３０秒前後の間動作が止まります。
 　下記の初期画面（スタート画面）が表示されるまで、
　　機械に触れないようにお願いします。

New　Ｒを起動すると　　　　の画面が表示されます。

その後、　　　　の画面になり、　　　　の画面になります。

　

◎終了したい場合は・・・・・・
　上記の手順で、スタート画面へ進み　　　　　　を押し、
　機械背面の電源スイッチ（主電源）を
　OFF(ｵﾌ）（○）にします。

    ●●●●初期画面初期画面初期画面初期画面についてについてについてについて

ごごごご使用方法使用方法使用方法使用方法
 ●●●●ごごごご使用前使用前使用前使用前のののの操作手順操作手順操作手順操作手順

 ●●●●シルキーライトシルキーライトシルキーライトシルキーライトNew New New New ＲＲＲＲをををを起動起動起動起動してみましょうしてみましょうしてみましょうしてみましょう！！！！

◎◎◎◎スタートスタートスタートスタート画面画面画面画面にににに進進進進むにはむにはむにはむには・・・・・・・・・・・・・・・・

　『 0852 0852 0852 0852 』を入力します。
入力が完了すると、P９　　　　の画面へ進みます。

 

　　　　危険

・つまみにストッパーを必ず挿入して下さい。
　ヤケドの恐れがあります。

・専用保護専用保護専用保護専用保護メガネメガネメガネメガネをををを室内全員室内全員室内全員室内全員がががが装着装着装着装着してしてしてして下下下下さいさいさいさい。
　目を傷める恐れがあります。

・絶対絶対絶対絶対ににににフィルターフィルターフィルターフィルターをををを装着装着装着装着しないままでしないままでしないままでしないままで照射照射照射照射しないでしないでしないでしないで下下下下さいさいさいさい。。。。
　　　　ヤケドヤケドヤケドヤケドになるになるになるになる恐恐恐恐れがありますれがありますれがありますれがあります。。。。

※タッチパネルは指で軽く触れるだけで
　機能いたしますので、必要以上に力を入れて
  画面を押さないようにお願いします。

　 ・本体と壁の距離は、少なくとも50cmはあけて下さい。
　火災・故障の恐れがあります。

・アース線を接続して下さい。
　感電・故障の恐れがあります。

・二股ソケット、延長コード等の使用はおやめ下さい。
　火災、故障の恐れがあります。

　　　　注意

ⅠⅠⅠⅠ

ⅡⅡⅡⅡ

ⅢⅢⅢⅢ

ⅠⅠⅠⅠ

ⅡⅡⅡⅡ ⅢⅢⅢⅢ

ⅠⅠⅠⅠ

オフ
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①①①① 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初期画面初期画面初期画面初期画面がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

②②②② 　　　　　　　をタッチします。

③③③③

④④④④

操作手順操作手順操作手順操作手順（（（（美容美容美容美容ライトライトライトライト脱毛脱毛脱毛脱毛））））

トリートメントの選択画面選択画面選択画面選択画面が表示されます。

Ｐ８の手順通り、電源を入れます。

ⅠⅠⅠⅠ

スタートスタートスタートスタート

★ここに記述してある手順以外で操作をしますと、誤照射の
　 危険がありますので、ご注意願います。

　　　　　　・専用保護メガネを部屋内の全員が必ず装着して下さい。
　　　　　  　　目を傷める恐れがあります。

　　　 危険危険危険危険

・必ず美容ライト脱毛フィルター《600nmフィルター》が装着
  されているかご確認下さい。
　ヤケドの恐れがあります。

・破損したフィルターでの使用は絶対におやめ下さい。
　ヤケドの恐れがあります。

　　　　続続続続けるけるけるける　　　　にタッチすると　　　　　　　　　　　のののの画面画面画面画面に変わり、ⅢⅢⅢⅢ

ⅡⅡⅡⅡ

ⅠⅠⅠⅠ

　　　　　　　　を選択します。

ⅢⅢⅢⅢ
《オプションなしの画面》

《オプションありの画面》ⅢⅢⅢⅢ
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⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥

操作手順操作手順操作手順操作手順　（　（　（　（美容美容美容美容ライトライトライトライト脱毛脱毛脱毛脱毛））））

　　　　
　　　　　　　  　　　　　　　  　　　　　　　  　　　　　　　  にタッチすると　  　 　　  　 　　  　 　　  　 　に変わります。続続続続けるけるけるける

　　　　　・オーバートリートメントはしないで下さい。
　　　　　  身体に危害をおよぼす恐れがあります。

　　　　危険危険危険危険

ⅣⅣⅣⅣ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にタッチすると　　　　　　　の画面に変わります。戻戻戻戻るるるる ⅠⅠⅠⅠ

ⅤⅤⅤⅤ

終了する場合は、 　　　　　　　　 をタッチしてＰ15の手順で
電源を切って下さい。

戻戻戻戻るるるる

照射照射照射照射ボタンボタンボタンボタンをををを押押押押してしてしてして照射照射照射照射しますしますしますします。。。。
最初は表示レベルの色が黄色黄色黄色黄色ですが、すぐに緑色緑色緑色緑色に変わり、

枠内枠内枠内枠内いっぱいになったら、ピッピッピッピッとととと音音音音がして照射できます。

照射は右側右側右側右側の照射照射照射照射ボタンボタンボタンボタンをををを中指中指中指中指でででで「「「「照射照射照射照射」」」」しますしますしますします。。。。

★★★★パネルパネルパネルパネルをををを長押長押長押長押しするとしするとしするとしすると表示表示表示表示がががが早早早早くくくく変変変変わりますわりますわりますわります。。。。
　　　　　　　　0.10.10.10.1単位単位単位単位でででで軽軽軽軽くくくく1111回回回回ずつずつずつずつタッチタッチタッチタッチしてしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

トリートメントトリートメントトリートメントトリートメントはははは表示表示表示表示レベルレベルレベルレベル『『『『5555....8888～～～～6666....6666以下以下以下以下』』』』でおでおでおでお使使使使いいいい下下下下さいさいさいさい。。。。

 　　　　に 　　　　に 　　　　に 　　　　にタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると　　　　　　　　　　　　　　　　スタートスタートスタートスタート画面画面画面画面になりますになりますになりますになります。。。。ⅠⅠⅠⅠ戻戻戻戻るるるる

　　　　をタッチしなくても、照射ボタンに触れない状態で3分間経過すると、
　
　　　　継続選択画面に切り替わります。ⅤⅤⅤⅤ

戻戻戻戻るるるる

　　　　　　　・・・・・・ 0.1ずつup（ｱｯﾌﾟ） します。

　　　　　　　・・・・・　0.1ずつdown(ﾀﾞｳﾝ） します。

　　レベルの変更が　5555....8888～～～～6666....6666
　　の間で0000....1111単位単位単位単位でででで設定できます。

ⅣⅣⅣⅣ
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※　オプションの導入をされた場合は、以下の手順にてご使用下さい。

①①①① 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初期画面初期画面初期画面初期画面がががが表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。

②②②② 　　　　　　　をタッチします。

③③③③

④④④④

操作手順操作手順操作手順操作手順（（（（オプションフィルターオプションフィルターオプションフィルターオプションフィルター））））

Ｐ８の手順通り、電源を入れます。

　　　　　　・専用保護メガネを部屋内の全員が必ず装着して下さい。
　　　　　  　　目を傷める恐れがあります。

　　　 危険危険危険危険

・必ずオプションフィルター《530nmフィルター》が装着されてい
　るかご確認下さい。
　ヤケドの恐れがあります。

・破損したフィルターでの使用は絶対におやめ下さい。
　ヤケドの恐れがあります。

トリートメントの選択画面選択画面選択画面選択画面が表示されます。

　　　　続続続続けるけるけるける　　　　にタッチすると　　　　　　　　　　　のののの画面画面画面画面に変わり、ⅢⅢⅢⅢ

ⅡⅡⅡⅡ

ⅠⅠⅠⅠ

スタートスタートスタートスタート

★ここに記述してある手順以外で操作をしますと、誤照射の
　 危険がありますので、ご注意願います。

ⅠⅠⅠⅠ

ⅢⅢⅢⅢ

　
　　　　　　　を選択します。

-11-



　　⑤

　　⑥

　

操作手順操作手順操作手順操作手順　（　（　（　（オプションフィルターオプションフィルターオプションフィルターオプションフィルター））））

　　　　
　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 にタッチすると　  　 　　  　 　　  　 　　  　 　に変わります。
　

続続続続けるけるけるける ⅣⅣⅣⅣ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にタッチすると　　　　　　　の画面に変わります。戻戻戻戻るるるる ⅠⅠⅠⅠ

ⅤⅤⅤⅤ

終了する場合は、 　　　　　　をタッチしてＰ15の手順で
電源を切って下さい。

戻戻戻戻るるるる

　　　　　・オーバートリートメントはしないで下さい。
　　　　　  身体に危害をおよぼす恐れがあります。

　　　　危険危険危険危険

照射照射照射照射ボタンボタンボタンボタンをををを押押押押してしてしてして照射照射照射照射しますしますしますします。。。。
最初は表示レベルの色が黄色黄色黄色黄色ですが、すぐに緑色緑色緑色緑色に

変わり、枠内枠内枠内枠内いっぱいになったら、ピッピッピッピッとととと音音音音がして

照射できます。

照射は右側右側右側右側の照射照射照射照射ボタンボタンボタンボタンをををを中指中指中指中指でででで「「「「照射照射照射照射」」」」しますしますしますします。。。。

★★★★パネルパネルパネルパネルをををを長押長押長押長押しするとしするとしするとしすると表示表示表示表示がががが早早早早くくくく変変変変わりますわりますわりますわります。　。　。　。　0000....1111単位単位単位単位でででで軽軽軽軽くくくく1111回回回回ずつずつずつずつタッチタッチタッチタッチしてしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

トリートメントトリートメントトリートメントトリートメントはははは表示表示表示表示レベルレベルレベルレベル『『『『5555....8888～～～～6666....4444以下以下以下以下』』』』でおでおでおでお使使使使いいいい下下下下さいさいさいさい。。。。

ⅣⅣⅣⅣ

 　　　　に 　　　　に 　　　　に 　　　　にタッチタッチタッチタッチするとするとするとすると　　　　　　　　　　　　　　　　スタートスタートスタートスタート画面画面画面画面になりますになりますになりますになります。。。。ⅠⅠⅠⅠ戻戻戻戻るるるる

　　　　をタッチしなくても、照射ボタンに触れない状態で3分間経過すると、
　
　　　　継続選択画面に切り替わります。ⅤⅤⅤⅤ

戻戻戻戻るるるる

　　レベルの変更が　5555....8888～～～～6666....4444
　　の間で0000....1111単位単位単位単位でででで設定できます。

　　　　　　　・・・・・・ 0.1ずつup（ｱｯﾌﾟ） します。

　　　　　　　・・・・・　0.1ずつdown(ﾀﾞｳﾝ） します。
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禁止事項禁止事項禁止事項禁止事項

皮膚がエアスペースに入り込んでいない！ ハンドピースを押し付けているため、
皮膚がエアスペースに入り込んでいる！

ウィンドウ

・トリートメントメニューとフィルターの種類はあっているか。
・フィルターが割れていないか。
・表面のコーティングが著しく剥がれていたり、汚れていないか。
・奥までしっかり入っていて、ストッパーでとまっているか。

・割れや、ひびが入っていないか。
・緩みはないか。

フィルター

※※※※ウィンドウウィンドウウィンドウウィンドウはははは陶器陶器陶器陶器でできていますでできていますでできていますでできています。。。。
　　　　　　　　衝撃衝撃衝撃衝撃などでなどでなどでなどで割割割割れてしまいますのでれてしまいますのでれてしまいますのでれてしまいますので、、、、取取取取りりりり扱扱扱扱いにはごいにはごいにはごいにはご注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい。。。。

上記上記上記上記をををを守守守守らないとらないとらないとらないとヤケドヤケドヤケドヤケドにににに繋繋繋繋がりますがりますがりますがります。。。。
細心細心細心細心のののの注意注意注意注意をはらってをはらってをはらってをはらって、、、、トリートメントトリートメントトリートメントトリートメントをををを行行行行なってなってなってなって下下下下さいさいさいさい。。。。

※※※※フィルターフィルターフィルターフィルターをををを装着装着装着装着せずにせずにせずにせずに照射照射照射照射するとするとするとすると、、、、ヤケドヤケドヤケドヤケドにににに繋繋繋繋がりますがりますがりますがります！！！！！！！！

ヤケドの

危険!!!

ヤケドの

危険!!!

----危危危危ないないないないトリートメントトリートメントトリートメントトリートメント方法方法方法方法--------正正正正しいしいしいしいﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ方法方法方法方法----

光源

フィルター

エアスペース
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   冷やし過ぎると、凍傷の恐れがあります。

トリートメントトリートメントトリートメントトリートメント時時時時のごのごのごのご注意注意注意注意

   手で確認しながら、行って下さい。

   ヤケドの恐れがあります。

   身体に危害を与える恐れがあります。

・ウィンドウの面よりも中に肌肌肌肌をををを入入入入れないれないれないれないで下さい。

    ありますので、その場合は照射面を浮かせる》などの工夫をして下さい。

･トリートメント前、トリートメント中には安全のためハンドピースのウィンドウ温度を

   ヤケドの恐れがあります。

・トリートメントを行なう際の保冷剤の冷却時間の目安は、一箇所につき３秒です。

・トリートメント後の冷却は、保冷剤の保冷能力が低下したら、速やかに交換して下さい。
   充分に冷却を行なわないと、ヤケドの恐れがあります。

・ハンドピースを手渡しする場合は、受け取る方は絶対に照射照射照射照射ボタンボタンボタンボタンにににに指指指指をををを添添添添えないえないえないえないで下さい。

    絶対にしないで下さい。

    ヤケドの恐れがあります。

   誤って照射する恐れがあります。

・トリートメント前のジェルの使用は絶対にしないで下さい。
   故障・ヤケドの恐れがあります。

・冷凍されていない保冷剤のご使用や、広範囲の部位を一気に冷却しての連続照射は

    トリートメントする箇所（ひじやひざ等）によっては、《フィルターと肌が直接触れやすい場合が

・必ず専用保護専用保護専用保護専用保護メガネメガネメガネメガネを装着して下さい。（トリートメント室にいる人全員）
　 目を傷める恐れがあります。

・レベル設定は、当社が行う訓練訓練訓練訓練////講習会講習会講習会講習会をををを受講受講受講受講し、実務経験実務経験実務経験実務経験がががが豊富豊富豊富豊富なスタッフがお客様の

 　肌の日焼け状態やメラニン量などを総合的に考慮し行って下さい。

 　適正なレベル設定と判断を行わないとヤケドの恐れがあります。

・光が出ている照射口を直視直視直視直視しないで下さい。

   目を傷める恐れがあります。

・オーバートリートメントはしないで下さい。

　　　　　危険危険危険危険

　　　　　注意注意注意注意
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①　トリートメントが終了して、電源を切る場合に、

画面左側の　　　　　 ボタンをタッチして電源を切ります。

②　続けて、　　　　　　　ボタンをタッチします。

③　　　　　ボタンにタッチすると　　　　　の画面に戻ります。

④　機械背面の電源スイッチ（主電源）をOFF(ｵﾌ）

　　（○）にします。≪表示（○）は電源を切る意味です。≫

⑤　電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

①　緊急停止ボタンは、本体前面に設置されています。

②　緊急時に緊急停止ボタンを押すと、トップパネルの
　　表示が消えます。

③　復帰するときは、緊急停止ボタンを右方向に回転し
　　 押し込んだボタン（解除）を出して下さい。
　　＊電源スイッチをOFFにしてから解除をして下さい。

電源電源電源電源のののの切切切切りりりり方方方方「ＯＦＦ「ＯＦＦ「ＯＦＦ「ＯＦＦ((((オフオフオフオフ））））のののの方法方法方法方法」（」（」（」（ごごごご使用後使用後使用後使用後））））

緊急停止緊急停止緊急停止緊急停止ボタンボタンボタンボタン

オフ

Yes
ⅡⅡⅡⅡ

　　　　　警告警告警告警告

・濡れた手で電源プラグを抜き挿ししないで下さい。
　感電の恐れがあります。

・破損した電源コードやプラグは使用しないで下さい。
　火災や感電の恐れがあります。

戻戻戻戻るるるる ⅠⅠⅠⅠ

ⅠⅠⅠⅠ

電源電源電源電源ををををＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

ⅢⅢⅢⅢ

  ＊　本製品は下記の緊急停止の機能を有しています。

緊急停止ボタン
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※ハンドピースがきちんと空気を吸っているか。
※ウィンドウが熱くなっていないか。

＊　以下、項目に分けて記載してありますので、ご参照下さい。

①　初期画面より、 にタッチすると

　　 下記の『管理画面』に変わります。

②　光源ランプ（600nmフィルター）の
　 　カウントの確認をする場合は、
　　 『カウントカウントカウントカウント確認確認確認確認』をタッチして下さい。
　　 エラーメニューを確認する場合は、
　　 『トレーサビリティトレーサビリティトレーサビリティトレーサビリティ』をタッチして下さい。

　　 (オプションありの画面）
 (オプションなしの画面）

 
    

 
 

     カウント     カウント     カウント     カウント確認確認確認確認をタッチすると

日常日常日常日常のののの点検点検点検点検とおとおとおとお手入手入手入手入れについてれについてれについてれについて

管理画面管理画面管理画面管理画面についてについてについてについて

トレーサビリティトレーサビリティトレーサビリティトレーサビリティをタッチすると

 ５３０ ５３０ ５３０ ５３０ｎｍｎｍｎｍｎｍフィルターフィルターフィルターフィルター
 カウント カウント カウント カウント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　００００

この画面は、ハンドピース・フィルター・機械のカウンター確認やトレーサビリティ表示の確認を
する画面です。

 管理

戻戻戻戻るるるる　　　　をタッチすると           に戻ります。

Ｔｏｔａｌ　Ｍａｃｈｉｎｅ　カウント（累計機器動作回数表示）

3333

1111

2222

2222

４４４４

3333００００００００００００００００

 600nm 600nm 600nm 600nm

 530nm 530nm 530nm 530nm

3333

 600nm 600nm 600nm 600nm

-16-



　　　　・フィルターには、ミクロの特殊フィルター加工が施してあります。　
　　　　　この表面に毛の剃りカスが付着した状態で照射を繰り返し行うと、
　　　　　光がそのカスに反応して高温になる為、表面が点々と剥がれ落ちていきます。
　　　　　　
　　　　　剥がれのひどいフィルターはヤケドをおこす危険性がありますので、
　　　　　速やかに交換して下さい。

　　　　1.　白い点の直径が2mm以上で10ヶ所以上ある場合。
　　　　2.　白い点の直径が1mm位で20ヶ所以上ある場合。
　　　　3.　白い点の直径が0.5mm位で無数にある場合。
　　　　4.　フィルター照射カウント数が6万発以上の場合。

　　　　1.　皮膚表面に毛が出ていない状態でケアを行う。　　（サロンで直前に剃る場合は、剃った毛が多少
　　 皮膚上に残るので、2日～3日前に自宅で剃ってもらうのがベストです。）

　　　　2.　こまめに綿棒でフィルター表面を掃除する。　　（掃除の仕方は、下記お手入れ方法を参照）
　　　　3.　フィルターをはずして（保管中に）ホコリが付着して焦げてしまう場合があります。

　　 装着前に必ず汚れを確認して、汚れている場合はクリーニングして下さい。

　　

フィルターフィルターフィルターフィルター交換交換交換交換のののの目安目安目安目安

　　　　次次次次のののの場合場合場合場合はははは使用不可能使用不可能使用不可能使用不可能ですですですです

  フィルター  フィルター  フィルター  フィルターをををを6666万発持万発持万発持万発持たせるたせるたせるたせるコツコツコツコツ！！！！！！！！

毎回チェックして下さい。（推奨）

　　　　　　　　・異変のあるフィルターは使用しないで下さい。
　　　　　　  　  ヤケドの恐れがあります。

　　　　　    　・フィルターの取り外しは、必ず電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて下さい。
　　　　　　      故障・ヤケド・誤照射の恐れがあります。

　　　　注意注意注意注意

①　柔らかい布を下に敷いて、その上にフィルターを置き、
　　　　　　表面を精製水で湿らした綿棒で軽くこする。

　＊　白い紙の上に置くと、汚れが見やすいので
　　　　　　　　　確認しながら、掃除する事をお薦めします。

②　つまみを持ち、ハンドピースに取り付けます。

③　最後に、ストッパーを必ず装着します。
　
　　　　　　　　　　　　完了！！

ガラスフィルターガラスフィルターガラスフィルターガラスフィルターのおのおのおのお手入手入手入手入れれれれ方法方法方法方法

・この作業は、必ず電源を切った状態で行なって下さい。

※ 上記のガラスフィルターのお手入れは、営業が終了してから行って下さい。
　
※ 毎回のトリートメント後のガラスフィルターのお手入れは、ハンドピースから
　　ガラスフィルターを取り外さずにお手入れをして下さい。
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【　【　【　【　ハンドピースハンドピースハンドピースハンドピース　】　】　】　】    【　   【　   【　   【　フィルターフィルターフィルターフィルター　】　】　】　】

58,000発後     58,000発後

59,000発後     59,000発後

59,500発後     59,500発後

60,000発後 　　60,000発後

ハンドピースハンドピースハンドピースハンドピース　　　　・・・・　　　　フィルターフィルターフィルターフィルターのののの交換時期交換時期交換時期交換時期についてについてについてについて

58,00058,00058,00058,000ですですですです。。。。残残残残カウンターカウンターカウンターカウンター、、、、

2,0002,0002,0002,000

58,00058,00058,00058,000

2,0002,0002,0002,000

59,00059,00059,00059,000

1,0001,0001,0001,000

58,000発を照射した後、59,000発を照射した後、59,500発を照射した後に
カウントメッセージがでます。
その際、画面上の 『戻る』 にタッチするとトリートメントを続けることができます。
6666万発万発万発万発になりましたら、ハンドピースの交換交換交換交換をして下さい。（Ｐ21,22参照）
（60，100発で完全に止まります。）
（（（（当社当社当社当社がががが行行行行うううう講習会講習会講習会講習会・・・・訓練訓練訓練訓練をををを受講受講受講受講されたされたされたされた方方方方ががががハンドピースハンドピースハンドピースハンドピースをををを交換交換交換交換してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。））））
交換作業が完了しましたら、すみやかに製造元へ返送して下さい。

を押すと、カウント確認画面に

続け
る津

 戻戻戻戻るるるる

59,50059,50059,50059,500

  500  500  500  500

を押すと、

を押すと、カウント確認画面に

を押すと、

を押すと、カウント確認画面に

を押すと、

 戻戻戻戻るるるる戻り、もう一度

照射画面に戻ります。

 戻戻戻戻るるるる

戻り、もう一度  戻戻戻戻るるるる

照射画面に戻ります。
1,0001,0001,0001,000

 戻戻戻戻るるるる

戻り、もう一度  戻戻戻戻るるるる

照射画面に戻ります。   500  500  500  500

ハンドピースフィルターハンドピースフィルターハンドピースフィルターハンドピースフィルターをををを交換交換交換交換してくださいしてくださいしてくださいしてください

続ける

を押すと照射画面に戻ります。 戻戻戻戻るるるる

続ける を押すとカウント確認の

画面が開きます。

ここから100発サービス分が照射が
できます。

現在現在現在現在、、、、600600600600nmnmnmnmフィルターカウントフィルターカウントフィルターカウントフィルターカウント

59,00059,00059,00059,000ですですですです。。。。残残残残カウンターカウンターカウンターカウンター、、、、

現在現在現在現在、、、、600600600600nmnmnmnmフィルターカウントフィルターカウントフィルターカウントフィルターカウント

59,50059,50059,50059,500ですですですです。。。。残残残残カウンターカウンターカウンターカウンター、、、、

現在現在現在現在、、、、600600600600nmnmnmnmフィルターカウントフィルターカウントフィルターカウントフィルターカウント
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【　【　【　【　ハンドピースハンドピースハンドピースハンドピースのののの続続続続きのきのきのきの画面画面画面画面　】　】　】　】    【　   【　   【　   【　フィルターフィルターフィルターフィルターのののの続続続続きのきのきのきの画面画面画面画面　】　】　】　】

60,100発後

60,100発後

電源電源電源電源ををををＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

 戻戻戻戻るるるる  を押す。

“YES“を押す。

を押すと、照射画面になります。 戻戻戻戻るるるる

ここから、60,100発になるまで照射を
するごとに、フィルター残数が赤字で
0発、-1発、-2発と表示が出ます。

『ハンドピースフィルターを交換して下さい。』
『フィルター残数　〇回』の文字が点滅で、照
射画面の上に出てきます。

『ハンドピースを交換して下さい。』
『ランプ残数　〇回』の文字が点滅で、
照射画面の上に出てきます。

60,100発になるまで照射をする
ごとに、ランプ残数が赤字で
0発、-1発、-2発と表示が出ます。

機械背面の電源スイッチ（主電源）を
OFF（〇）にします。
ハンドピースの交換を行ないます。（P21,22 参照）

ハンドピースフィルターハンドピースフィルターハンドピースフィルターハンドピースフィルターをををを交換交換交換交換してくださいしてくださいしてくださいしてください

続ける

続ける を押すとカウント確認の

画面が開きます。

６００００６００００６００００６００００

 600nm

 530nm

- 19-



   【　   【　   【　   【　フィルターフィルターフィルターフィルターのののの続続続続きのきのきのきの画面画面画面画面　】　】　】　】

①　600nmフィルターカウントを５秒程 ①　美容ライト脱毛フィルターを交換する場合は、
　　 長押しして、カウントを「0」にする。 　　 『600nmフィルター』

　　 オプションメニューフィルターを交換する場合は、
　　 『530nmフィルター』
      を5秒間長押して、カウントを「0」にします。

③                 を押すと初期画面（スタート画面）に
　　　　　　　　　 戻ります。

④　　初期画面より、『オフ』を押し
　　　　電源を切りますか？『Yes』を押します。

　⑤　本体背面にある、後部電源スイッチをOFFOFFOFFOFF「オフ」（（（（○○○○））））にする。

フィルターを抜き出す。
　⑥　6万発使用後のフィルターのストッパーを外し、

　⑦　新しいフィルターを取り付ける。　

　　　　この際に、右図右図右図右図ののののストッパーストッパーストッパーストッパーの付け忘れに
　　　　ご注意下さい。

②                 を押します。

②                 を押します。

フィルターフィルターフィルターフィルターのののの交換交換交換交換ととととカウントカウントカウントカウントのののの戻戻戻戻しししし方方方方

        (オプションなしの画面）           (オプションありの画面）

※※※※必必必必ずずずず装着装着装着装着してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

　　　　　・破損したフィルターは装着しないで下さい。
　　　　　　ヤケドの恐れがあります。
　
　　　　　・フィルターの指紋や汚れは清掃して下さい。
　　　　　　故障の原因となります。

　　　　　危険危険危険危険

 ５３０ ５３０ ５３０ ５３０ｎｍｎｍｎｍｎｍフィルターフィルターフィルターフィルター
 カウント カウント カウント カウント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　００００

 戻戻戻戻るるるる

 戻戻戻戻るるるる

 戻戻戻戻るるるる

６０１００６０１００６０１００６０１００

６０１００６０１００６０１００６０１００

 530nm

 600nm 600nm

６０１００６０１００６０１００６０１００
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①取りはずす前に、必ず電源電源電源電源（（（（電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチ））））がががが
　 OFFOFFOFFOFF「ｵﾌ」（（（（○○○○））））になっているになっているになっているになっている事事事事をををを確認確認確認確認してから、
　作業を始めて下さい。
（表示（○）は電源を切ることを意味します。）

②　ハンドピースの背中のストッパーを押押押押しながらしながらしながらしながら、
　　 L字型の黒いプラグを手前に引きます。

③　下のポンプボックスからでているL字型の
　　　黒いプラグは「「「「そのままそのままそのままそのまま」」」」にします。

④　ハンドピースの根元をしっかりと持ち、左左左左にににに回します。

⑤　最後に、ハンドピースを引いて取り外し完了！

ハンドピースハンドピースハンドピースハンドピースのののの交換方法交換方法交換方法交換方法（（（（取外取外取外取外しししし方方方方））））

　　　　　・付属品を接続する場合は、電源を切り、電源プラグを
　　　　　  コンセントから抜いて下さい。
　　　　　  感電やショート・火災・誤照射の原因となることがあります。

　　　　　　注意注意注意注意

交換する際、Ｌ字型の黒いプラグが、

ハンドピース側にくっついたまま、弊社に
送られてきますので、お気をつけ下さい。
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①　取り付けを行う前に、必ず電源電源電源電源（（（（電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチ））））がががが
　 　OFFOFFOFFOFF「「「「ｵﾌｵﾌｵﾌｵﾌ」（」（」（」（○○○○））））になっているになっているになっているになっている事事事事をををを確認確認確認確認してから、
　　 作業を始めて下さい。
　　（表示（○）は、電源を切ることを意味します。）

ハンドピースのホースは必ずこのフックにかけて下さい。
ハンドピースが熱くなる原因となります。

②　本体差込口とハンドピース接続部分の凹凸をあわせ、
　 　平行に差し込んで下さい。

　　　　    

　 　       

③　ネジ部分を右に回して取り付けて下さい。
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（ネジネジネジネジはははは完全完全完全完全にににに止止止止まるまでまるまでまるまでまるまで、、、、回回回回してしてしてして下下下下さいさいさいさい。）。）。）。）

④　L字型の黒いプラグを左図のようにハンドピースの背中に
　　　差し込みます。

⑤　差し込む際に、L字型の黒いプラグを奥まで入れ込みます。
　　 きちんと装着されていたら、抜けないようになってますので、
　　 ご確認下さい。

　　 取り付け完了！

＊未使用のハンドピースには、未使用のフィルターが１枚付いています。ハンドピース交換の際には、
　　一緒にフィルター（基本600nmフィルター）も交換し、カウントを『０』にして下さい。（P20参照）

ハンドピースハンドピースハンドピースハンドピースのののの交換方法 交換方法 交換方法 交換方法 （（（（取付取付取付取付けけけけ方方方方））））

　　　　　　　　・付属品を接続する場合は、電源を切り、電源プラグを
　　　　　　　　　コンセントから抜いて下さい。
　　　　　　　　　感電やショート・火災・誤照射の原因となることがありま
す。

　　　　注意

a:機械側のハンドピース
　接続口です。
　　　　の部分を合わせます。

c:ハンドピースの取り付け口です。
　 　　と　　　を平行に接続します。

b:ハンドピースの取り付け口です。
　手前の　　　切れ目を合わせます。

【　　　の拡大図になります　】

【　 の拡大図になります　】
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　　　⑤　最後にしっかりと、テープで閉じて下さい。
　　　　　　　　　　　　　※　宅急便で下記製造元までお出し下さい。　

　　　　フリーダイヤル　　：　0120－269－027

ハンドピースハンドピースハンドピースハンドピースのののの返送返送返送返送のののの仕方仕方仕方仕方

　送り先会社名　　　：　株式会社トマトＩｎｃ

　送り先住所　　　　 ：　〒４６５－００１７
　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県名古屋市名東区つつじが丘１２１番地

　送り先電話/Ｆａｘ　：　052-726-9027　/　052-726-9108

①新しいハンドピースを出した(空箱）、ジュラルミンケースを準備します。

②　ジュラルミンケースの中に、クッションをひきます。

③　この上に、ハンドピースを丸めて収納します。
　
　※この時、ハンドピースの根元とヘッドがぶつからないように、気をつけます。

                   このこのこのこの際際際際、、、、使用済使用済使用済使用済みのみのみのみのフィルターフィルターフィルターフィルターもごもごもごもご返送下返送下返送下返送下さいさいさいさい。。。。

④　蓋をしっかりと閉め、ケースごとダンボールに収納します。

※※※※ジュラルミンケースジュラルミンケースジュラルミンケースジュラルミンケースのみでのみでのみでのみで郵送郵送郵送郵送していただくとしていただくとしていただくとしていただくと、、、、ケースケースケースケースのののの破損破損破損破損ややややハンドピースハンドピースハンドピースハンドピースのののの破損破損破損破損につながりますにつながりますにつながりますにつながります！！！！

****　　　　ごごごご使用使用使用使用になったになったになったになったハンドピースハンドピースハンドピースハンドピースはははは、、、、速速速速やかにやかにやかにやかに
　　 　　 　　 　　 下記下記下記下記までごまでごまでごまでご返送下返送下返送下返送下さいさいさいさい。。。。

****　　　　常常常常にににに予備予備予備予備はははは１１１１本常備本常備本常備本常備してくださいますようしてくださいますようしてくださいますようしてくださいますよう、、、、
　　　　　　　　　　　　おおおお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。
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2,900,000発後

2,950,000発後

2,980,000発後

重要重要重要重要なおなおなおなお知知知知らせについてらせについてらせについてらせについて

58,00058,00058,00058,000

2,0002,0002,0002,000

＊機器を安全にご使用頂くため、トータルマシンカウントが主要パーツの交換時期（3,000,000
　発）に到達する前にメッセージがでます。
　2,900,000発を照射した後、2,950,000発を照射した後、2,980,000発を照射した後、
　2,990,000発を照射した後、3,000,000発を照射した後に画面上に下記のメッセージがでます。
　その際、画面上の 『戻る』 にタッチするとトリートメントを続けることができます。
　3,000,000発到着後もそのままご使用を続けると故障の危険性があるため、必ず㈱トマトInc
　にメンテナンスのご依頼をして下さい。

続け
る津

 戻る をタッチすると、照射画面に戻ります。
と、照射画面に戻ります。

 戻る をタッチすると、照射画面に戻ります。

 戻る

2222,,,,950950950950,,,,000000000000発発発発
50505050,,,,000000000000発発発発

2222,,,,980980980980,,,,000000000000発発発発
20202020,,,,000000000000発発発発

をタッチすると、照射画面に戻ります。
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2,990,000発後

3,000,000発後

＊安全にお使いいただくために、(株)トマトInc までメンテナンスのご依頼をお願いいたします。
　　　　フリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤル　（　（　（　（０１２００１２００１２００１２０））））２６９２６９２６９２６９－－－－０２７０２７０２７０２７

続け
る津

 戻る をタッチすると、照射画面に戻ります。

2222,,,,990990990990,,,,000000000000発発発発
10101010,,,,000000000000発発発発

WARNING

＊2,990,000発後、機械の電源を入れ【初期画面上の　　　　　　　　】をタッチする度に、

　上記の画面が表示されます。
　
　　　　　　をタッチするとＰ９　　　　　　の【警告：保護メガネを装着して下さい。】が表示

　　されますので　　　　　　　　にタッチをし、通常の手順通り操作をして下さい。

スタート

 戻る ⅡⅡⅡⅡ

続ける

 戻る をタッチすると、照射画面に戻ります。

このマシンは主要パーツの交換が済んでおりません。
メンテナンスの依頼を至急トマトIncまでご連絡下さい！

画面上
に点滅

＊3,000,000万発に到達すると、照射画面の上に
　メンテナンスのお知らせが点滅します。
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 A：　下記内容をご確認後、実施して下さい。

    　1.　全ての電源を〔〔〔〔OFFOFFOFFOFF　　　　ｵﾌｵﾌｵﾌｵﾌ：：：：○○○○〕〕〕〕にして、コンセントも抜いて下さい。
　    2.　再度コンセントを差し込み、必必必必ずずずず30303030秒以上経秒以上経秒以上経秒以上経ってからってからってからってから、、、、再度電源を〔ON　ｵﾝ：－]にして下さい。
    　3.　上記を実施しても、立ち上がらない場合は、下記の項目のご確認をお願い致します。

      ・「緊急停止ボタン」が押されていませんか？　   →　「解除」してご使用下さい。

　解除方法：　解除をする前に全ての電源をOFFにして下さい。

　 右に回すと、ボタンが浮き解除されます。　

　 解除されたら、上記の手順にて再度立ち上げをお願い致します。

      ・「ヒューズ」が切れていませんか？

　機械本体の背面にあるヒューズブレーカー（白い凸）を1～2回押してから、

　上記の1～3の手順にて、再度電源を入れ直して下さい。

 A：　1.　コンセントを差し込む前に、電源およびキースイッチを　全て〔OFF　ｵﾌ：○〕にして下さい。

　　　2.　コンセントを差し込み、必ず30秒以上経ってから、再度電源を〔ON　ｵﾝ：－]にして下さい。

　 　 3.　タッチパネル等、正常に起動したことをご確認下さい。

 A：　下記内容をご確認して下さい。

・軽く照射ボタンを押した場合、発光しない場合があります。

　　 しっかり、照射ボタンを押して下さい。

 A：　下記内容をご確認して下さい。

・背面のエアーホースが抜けていませんか？　 　→　ハンドピースの交換方法（Ｐ21,22）を

確認して下さい。

・機械のクリーニングは、お済ですか？　　　　　　→　１年に１度、機械の定期点検をご依頼下さい。

　　　　★機械の移動（電源電源電源電源をををを入入入入れたままのれたままのれたままのれたままの移動移動移動移動）は危険危険危険危険ですのでおですのでおですのでおですのでお止止止止めめめめ下下下下さいさいさいさい。。。。

・　コンセントが抜けかけた状態で使用を続けると、先端部分が溶けて
  　漏電の危険があります。

■上記のことを確認し、それでも不具合が改善されない場合は、
　　お手数ですが㈱トマトInc　までご連絡をお願い致します。

フリーダイヤル　(0120)269－027

電源を入れたままの移動について

 Q Q Q Q：　　　：　　　：　　　：　　　ハンドピースハンドピースハンドピースハンドピースののののウインドウウインドウウインドウウインドウがががが熱熱熱熱いいいい

故障かな？　　Q&A

 Q Q Q Q：　　：　　：　　：　　機械使用中機械使用中機械使用中機械使用中にににに誤誤誤誤ってってってってコンセントコンセントコンセントコンセントをををを抜抜抜抜いてしまったいてしまったいてしまったいてしまった

 Q Q Q Q：　　：　　：　　：　　電源電源電源電源をををを入入入入れてもれてもれてもれても機械機械機械機械がががが作動作動作動作動しないしないしないしない

 Q Q Q Q：　　：　　：　　：　　照射照射照射照射ボタンボタンボタンボタンをををを押押押押してもしてもしてもしても光光光光がでないがでないがでないがでない（（（（発光発光発光発光しないしないしないしない））））

ヒューズ
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ご不明な点・疑問点がございましたら、当社フリーダイヤル番号0120-269-0270120-269-0270120-269-0270120-269-027に
ご連絡をお願いします。

長時間長時間長時間長時間（（（（長期間長期間長期間長期間））））ごごごご使用使用使用使用にならないにならないにならないにならない場合場合場合場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・本機を長時間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから
　　　　　　 抜いて下さい。
　　　　　　 火災の恐れがあります。

　　　　 　・湯煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かないで下さい。
　　　　　　 火災や感電の原因となります。

　
　
　　　 　　・本体の上に水などの液体が入った容器や金属物を置かないで下さい。
　　　　　　 火災・感電の原因になります。
　　　　
　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒　内部に異物が入ったときは、ただちに電源を切り電源プラグを抜いて、
　　　　　　　　　　　　弊社にご相談下さい。

　　　　　注意注意注意注意
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発生日

区分 該当○印

 本体・ポンプボックス

 ハンドピース

『トラブル発生の際の状況をできるだけ詳しくご記入下さい』

ＴＥＬ0120-269-027

〒465-0017　名古屋市名東区つつじヶ丘121番地

　ご 住 所　 ：

　TＥＬ　：　　　　　　　　　　　　　　         　　　　ＦＡＸ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご担当者：

　お客様名　：

ＦＡＸ　　0120-129-108

ハンドピーストラブル　・　マシントラブル連絡用紙

シリアル番号

　　　年　　　　月　　　　日

　シルキーライト Ｎｅｗ Ｒ　　　



■■■■保証書保証書保証書保証書　（　（　（　（別添付別添付別添付別添付））））
　お買い上げ日・販売会社名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売会社からお受け取り下さい。
よくお読みの後、保存して下さい。

■■■■保守部品保守部品保守部品保守部品（補修用性能部品）のののの保有期間保有期間保有期間保有期間
　当社は、このNEW　Ｒの補修用性能部品を、製造打ち切り後５年保有しています。
　　注）保守部品（補修用性能部品）とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■■■■海外海外海外海外でのでのでのでの使用使用使用使用についてについてについてについて
　本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。海外でのご使用は禁止します。
※　This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

　「故障かな？　Q&A」及び操作手順に従ってご確認の後、正常に使用できない場合は、まず電源を切り、
　　電源プラグを抜いて、ただちに、お買い上げの販売会社へご連絡下さい。

●●●●保証期間中保証期間中保証期間中保証期間中はははは
　保証書の規定に従って修理をさせていただきますので、恐れ入りますが当社担当者にご連絡下さい。

●●●●保証期間保証期間保証期間保証期間をををを過過過過ぎているときはぎているときはぎているときはぎているときは
　修理すれば使用できる製品につきましては、ご希望により有料で修理させていただきます。

●●●●無償修理規定無償修理規定無償修理規定無償修理規定
　１．取扱説明書の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料にて
　　　修理させて頂きます。

　２．保証期間内でも次の場合には、原則として有料とさせて頂きます。
　（a）　使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷。
　（b）　お買い上げ後の取り付け場所からの移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
　（c）　ご使用後のキズ、変色、汚れおよび保管上の不備による損傷。
　（d）　火災、地震、水害、落雷、その他の天災、異常電圧、指定以外の電源などに
　　　　　よる故障及び損傷。
　（e）　車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
　（f）　保証書の提示がない場合。
　（g）　保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売会社名の記入がない場合、あるいは
　　　　字句を書き換えられた場合。
　（h）　消耗品および消耗部品の交換。
  ３．保証書（別添付）は日本国内においてのみ有効です。
  ４．保証書（別添付）は再発行しませんので、大切に保管して下さい。

■■■■点検点検点検点検・・・・修理等修理等修理等修理等のののの保守作業保守作業保守作業保守作業についてについてについてについて
   本機の点検・修理等の保守作業は、製造元及び製造元指定業者以外の者が行うことを固く禁じます。

■■■■　　　　消耗品消耗品消耗品消耗品についてについてについてについて
   ハンドピースやフィルターは消耗品です。お買い上げの販売元、または株式会社トマトＩｎｃでお求め下さい。

　　　また、純正部品以外をお使いになり、機器の故障やケガが発生した場合、保証期間内でも、有償と
　　なりますので、ご注意願います。

アフターサービスアフターサービスアフターサービスアフターサービスについてについてについてについて

修理修理修理修理をををを依頼依頼依頼依頼されるときされるときされるときされるとき

　　消耗品や専用保護メガネなどの付属品類は、製造元の株式会社トマトＩｎｃ純正部品をお使い下さい。
　　純正部品以外をお使いになると、機器の故障やケガの恐れがあります。

保証期間：お買い上げ日から『１１１１年間年間年間年間』』』』　　　　（対象：本体及びポンプボックス）
　（消耗品（ハンドピース等）は除く）
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＊　本紙は、予告無く変更をする可能性があります。

　１８Ｋｇ（ワゴン）

重　量

フィルターの　種  類

最大照射発数

　幅：３２０×奥行き：４３０×高さ：２４０ｍｍ（ポンプボックス）

　幅：３９０×奥行き：５１０×高さ：６７０ｍｍ（ワゴン）

最大消費電力 　最大約　８００Ｗ

寸　法

付付付付　　　　属属属属　　　　品品品品

　美容ライト脱毛

　１５Ｋｇ（本体）

コントロールパネル

用　途

　タッチパネル方式

　１９Ｋｇ（ポンプボックス）

　幅：３９０×奥行き：４７０×高さ：２９０ｍｍ（本体）

・オプションフィルター　　　　　（５３０ｎｍ～１２００ｎｍ） 　

　　※オプション導入の際、付属になるフィルターです。

定格電圧/周波数

　６０，１００発　（内１００発サービス分）

　AC : 100V  50/60Hz

・美容ライト脱毛フィルター　　（６００ｎｍ～１２００ｎｍ）

動作　環境
　温度：５ ℃～３５ ℃
　湿度：１０％ＲＨ～７０％ＲＨ
　（但し結露がないこと）

パルスの種類 　グラデーションパルス

照射　間隔 　３秒

スポットサイズ 　２．５ｃｍ×５．０ｃｍ

光源の種類 　キセノンフラッシュランプ

パネル表示(レベル） ５．８～６．６　（０．１単位でアップ/ダウンします。）

型 式 番 号 　ＳＬ－Ｒ

波長　帯域 　６００ｎｍ～１２００ｎｍ　（オプション５３０nm～１２００nm）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定格定格定格定格・・・・仕様 仕様 仕様 仕様 ・・・・付属品付属品付属品付属品
製　品　名 　Silky　Light　New Ｒ

 日本国内専用

・ハンドピースハンドピースハンドピースハンドピース
・フィルターフィルターフィルターフィルター　 　： （美容ライト脱毛用 ・　オプション用）
　　　　　　　　　　　　　　※オプション用フィルターはオプション導入の際、付属になるフィルターです。
・ワゴンワゴンワゴンワゴン
・・・・専用保護専用保護専用保護専用保護メガネメガネメガネメガネ((((大大大大））））
・取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書
・小物小物小物小物セットセットセットセット（一式）
　　　　　　　　＜内訳：専用保護メガネ(小）　、専用スタンプセット　、冷却保冷パック　＞

－30－



 
    発行者

　

　

 
　　　   ＊文言･用語につきましては、一般社団法人　日本エステティック工業会　発行
　　　      【エステティシャンのための美容ライト脱毛実技理論】に基づき作成いたしております。
 

　       ＊本資料は、社内用教育資料用として作成されたものですので、社外への持ち出しや
　　        許可なく複写（コピー）することを固く禁じます。
　　        本資料の内容について引用または、転載することを固く禁じます。
　

                〒４６５－００１７
　　　　　　　　名古屋市名東区つつじが丘１２１番地  第一トマトビル１F
　
                                    TEL   0120-269-027
                                    FAX   0120-129-108
                                http://www.tomato-inc.net


