
ご利用規約  

 

1. このサービスは、当社が発売したすべての機種の取扱説明書を提供しているわけでは

ございません。商品には取扱説明書を補足するために「操作ガイド」など取扱説明書

以外の印刷物が同梱されている場合がありますが、このサービスでは、それらの印刷

物を含んでおりません。お探しの取扱説明書が見つからない場合は、ご購入店、お近

くの販売店、または最寄りの弊社サービス窓口を通じて、お問い合わせいただきます

ようお願いいたします。 

2. 取扱説明書の内容は、商品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。こ

のサービスで提供している取扱説明書の内容は、商品本体に同梱されている取扱説明

書の内容と異なる場合があります。 

3. 安全上のご注意は、取扱説明書が制作された時点での法令や業界における基準に応じ

た内容になっています。 

4. 公開している取扱説明書は、商品をご購入いただいたお客様がご覧になることを想定

しています。商品を購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場

合がありますことをご了承ください。 

5. 取扱説明書の著作権は株式会社アデランスに帰属しております。個人的な利用を目的

とする印刷・保存等、その他著作憲法で認められる場合を除き、取扱説明書を事前の

許諾なしに、複製、改変、第三者への共有、送信することは禁止されています。 

6. このサービスの利用、あるいは利用できなかったことにより、万一、損害が生じて

も、当社は、当社に故意または重大な過失が認められる場合を除き、一切その責任を

負いません。 

7. このサービスは、予告なく中止または内容を変更する場合があります。あらかじめご

了承ください。 
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クレンジングヘッド
お肌の汚れや毛穴の汚れをキレイにします。

エイジングケアヘッド
曲線形状のシリコンヘッドでリフトアップが期待できます。

IPX７防水仕様
IPX７防水仕様ですので浴室でもご使用いただけます。

独特な外形デザイン
独特なシリコン形状で、手で洗いにくい部分もクレンジングできます。

USB 充電機能
USB ケーブルを本体のソケットに差し込み、充電してください。

温熱機能
ブラシの先端が温かくなり、気持ちよく洗顔できます。

本機器の特長・機能

目的・商品仕様

付属品：取扱説明書兼保証書、　専用ポーチ、　ACアダプター、　USBケーブル

※IPX７: 水深１mに 30 分沈めても内部に浸水しない。

 約4.5時間
　125分 

シリコン、ABS 樹脂

５分
充電時間
使用時間
素材

オートOFF
製品サイズ
製品重量

50×126×48
110g

商品名 ビジコ リラックス

電圧 AC100-240V 50/60Hz
防水 ※IPX7

この度は本機器をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前にはこの取扱説明書をよくお読みになり、
内容をご理解いただいた上で正しくご使用ください。

※この取扱説明書は大切に保管してください。

取扱説明書

保証書付
保管用

家庭用

■指定されている部位、目的以外には絶対に使用しないでください。
■使用してはいけない部位
（口内、陰部、粘膜、外陰部、肛門、その周辺、皮膚が化膿し炎症を起こしている部位）
■USBケーブル、ACアダプターの上に重い物を絶対に載せないでください。
■身体に異常が現れたり、皮膚に異常を感じたりした際には直ちに使用を中止し、医師に 
ご相談ください。
■地震や雷の時は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
■本機器の修理、改造、分解を絶対にしないでください。
■本機器に強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。万が一、落とした際には必
ず点検をしてからご使用ください。
■USBケーブル、ACアダプターに水をかけたり、濡れた手で触れたりしないでください。
■タコ足配線での充電はしないでください。
■USBケーブルをACアダプターやUSBコネクターに差し込む際や差し抜く際には、必ず先
端を持ち、抜き差しを行なってください。
（USBケーブルを持って抜き差しを繰り返す事で断線の原因となります。）
■USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、強く引っ張ったり、束ねたりしないでください。
■強い磁気や電波の発生する場所でご使用や保管をしないでください。
■長期間使用しなかった際には、再度ご使用される前に本機器が正常かつ安全に作動する
事をお確かめください。
■他の製品の付属品等を流用しないでください。専用以外の付属品は絶対に使用しないで
ください。
■同じ部位へ過度に使用しないで下さい。トラブルの原因となります。
■本機器をご使用される際は、貴金属類（ピアス・ネックレス・時計等のアクセサリー類）を
外してください。
■本機器をご使用される際は、メガネやコンタクトを外してください。
■本機器をご使用後は汚れを拭き取り、専用ポーチで保管してください。
■スクラブ入りの洗顔クリームはご使用にならないでください。シリコンを破損する恐れが
あります。
■直射日光の当たる場所に保管しないでください。高温、沸騰したお湯に
入れないでください。
■感染症などの予防の観点から、他の方との共有はお避けください。

ご使用上の注意

１.取扱説明書の注意書きに従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無償修
理をさせていただきます。

２.本体が保証対象となります。
３.無償修理期間内に故障して修理を受ける場合には、本機器の取扱説明書兼保証書を
添付の上、お買い上げの販売店にお申し付けください。

４.無償修理期間内でも次の場合には有償修理となります。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷。
（ニ）本書の提示が無い場合。
（ホ）本書にシリアルNo、お買い上げ年月日、販売店、お客様名の記載のない場合、
或いは字句を書き換えられた場合。

（ヘ）付属品。
（ト）故障の原因が本機器以外に起因する場合。
５.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
６.この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するもの
です。
従ってこの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。
無償修理　期間経過後の修理等については有償といたします。

７.この保証書は国内で使用される場合のみ有効です。

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、保
証規定にもとづき弊社が無料修理いたします。お買い上げの日から保証期間内に故障した場合に
は、商品と本書を添えてお買い上げの販売店に依頼してください。

保証規定

■バスタイムでのご使用が可能です。ただし、バスタブの中には入れないでください。　
　　ご使用後は水気をよく拭き取ってください。
■本来の用途以外のご使用や破損・故障した状態で使用しないでください。
■同じ部位に３分以上連続使用しないでください。肌を傷つけたり感染、炎症、出血
、色素沈着などのトラブルや症状悪化恐れがあります。

■引火性のモノの近くで使用しないでください。
■落としたり、ぶつけたり、過度な衝撃を与えないでください。
■ペットには使用しないでください。
■ご使用中に肌や身体に痛み、赤み、発疹などの異常を感じたら、ただちに使用を中止
し、専門医にご相談ください。

■本機器を作動中のまま放置しないでください。
■肌荒れ、すり傷、やけど、炎症などお肌に異常がある箇所に使用しない
でください。
■ご使用中にお肌に異常が現れた場合は、すぐにご使用を中止してください。
■濡れた状態での充電作業はお止めください。
■火気と腐食性の液体の近くに本機器を放置しないでください。
■本機器に破損がある場合は、ご使用を中止してください。

商品名　ビューステージ ビジコ リラックス

シリアルNo.

お客様名

ご住所

お電話

〒160-8429 東京都新宿区新宿1-6-3 平日（月～金）AM10時～PM6時30分
土日・祭日　 AM  9時～PM5時30分

※お買い上げ年月日につきましては、納品書やレシートに記載されている年月日を必ずお客様ご自身にて保管して下さい。
ご記入もしくは、レシートや納品書（日付が証明できる物）のない場合、無効となる場合があります。

【発売元】 【お問い合わせ窓口】

0120-03-9696

保証期間 本体：1年

販売店

お買い上げ年月日

この度は当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本証は、本機器を安心してご愛用いただくために、その品質を保証するものです。万
が一、定められた期限内に、正常な使用状態で、製造上の責任による事故が発生しま
した場合には、本証をご提示いただければ無償で修理させていただきます。

保 証 書

万が一、トラブルや本機器に異常が生じた際はご購入店へお問い合わせください。
お客様で判断される事は大変危険です。また故障かなと思われたら、そのまま使用せずに
ご購入店へお問い合わせください。

※ご購入年月日は販売店にてご記入ください。
また保証期間はお買い上げから１年とさせていただきます。

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更をする場合がございますので御了承ください。

ご使用上の注意

475mm

表

裏

商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更をする場合がございますので御了承ください。

電源スイッチを
１回押し・・・温感音波振動 ( 温感はクレンジングヘッド部分のみ )
２回押し・・・ウェーブ音波振動（温感はありません）
３回押し・・・電源OFF

スイッチ説明

※上下のスイッチで振動の
スピードを調節してください。
※途中で機械を止める時には、
長押しをしてください。

温感音波振動
レベルスイッチで振動のスピードを調節してください。
（振動のレベルは１～７段階あります）
※（約１分後に先端のブラシが暖かくなります。）

ウェーブ音波振動
１～７段階の間を上下振動します。
（振動のスピードが上がったり下がったりします。）

メモリー機能
温感音波振動およびウェーブ音波振動は、
前回の最後に使っていたレベルから始まります。

※充電しながらのご使用はできません。

電源スイッチ ON/OFF

レベルスイッチ /DOWN

レベルスイッチ /UP

機能説明

オートOFF
電源スイッチONにしてから５分間経過すると自動で電源がOFF になります。

各部の名称

電源スイッチ

レベルスイッチ /UP

レベルスイッチ /DOWN

シリコンブラシ（細）
クレンジングヘッド

充電口

シリコンブラシ（太）
クレンジングヘッド

エイジングケアヘッド

■充電が足りない場合、チャージランプが点滅致しますので充電をしてください。

■充電時間はおよそ４.５時間です。

■充電中は、チャージランプが点滅します。

■満充電になると、チャージランプが点灯します。

■満充電後、連続使用回数は約 25 回

■満充電後、連続使用時間は約 125 分

※充電しながらのご使用はできません。

チャージランプ

充電説明

下記の場所には保管しないでください。

○浴室や洗面台などの湿気が多く、水のかかりやすい場所。
○直射日光のあたる場所。
○粉じんの多い場所。
○高温（炎天下の自動車内）、または氷点下になる場所。
○暖房器具の近くや引火の危険がある場所。
○風雨にさらされる場所。
○化学薬品、ガスの発生する場所。
○お子様の手の届く場所。

保 管 に 関 す る ご 注 意

お手入れについて
■ご使用後は充電口の水気をよく拭き取ってください。
■車内などの高温・多湿な場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
■小さいお子様の手の届く場所に放置したり、保管しないでください。
■ご使用後、汚れたり美容液などが付着した場合は洗い流し水気を拭き取ってください。
■除光液（シンナー、ベンジン、アセトン、塩素系、アルカリ性、酸性の洗剤、磨き粉、熱湯、
アルコール）その他の薬品等は使用しないでください。

※充電する際は充電口の水気を拭き取り、よく乾かしてから
充電してください。

ご使用方法

４. すすぐ
顔をすすいで水分をタオルで拭き取ります。
最後に化粧水や乳液などの
通常のお手入れをしてください。

ご使用方法

１. 洗顔料を塗布
洗顔料を顔に塗布し、
クレンジングヘッドを濡らして
電源スイッチをONにしてください。

２. 洗顔
クレンジングヘッド面をお肌にやさしくあて、
円を描くように動かしてください。
　（起動から５分間で自動的に止まります）。
※お好みのレベルでご使用ください。

３. 鼻のクレンジング
小鼻の洗顔はクレンジングヘッド（太）の
ご使用をおすすめします。

５. エイジングケア
お手入れ後、エイジングケアヘッド面を
お肌の気になる部分にあて、下から上へ
やさしく動かしてください。
（起動から５分間で自動的に止まります）。

●本機器は、表面のブラシ部分で温感音波振動によるクレンジングケア、　
裏面のカッサ部分でウェーブ音波振動によるエイジングケアを目的とし
た音波振動洗浄ブラシです。
●独自のコンパクトデザインと、1分間に約 8,500 回転 (ＭＡＸ時 ) の音波
振動で、手洗いでは落としにくいメイクや皮脂・古い角質などの汚れを
浮かせて落とします。

Produced by MADE IN JAPAN
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