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この度はプルエスト製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
・本製品を正しく安全にお使いいただくために、
　ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
・必要なときにいつでもこの説明書を読むことが
　できるように、この説明書は大切に保管してください。
・本製品は家庭用を目的としたものであり、
　商用目的での利用はお控えください。
・本製品を他の人に譲渡する際には、必ずこの取扱説明書も
　お渡しください。
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はじめに

・ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、
正しく安全にお使いください。

・安全にご使用いただくために、ここに示す取扱説明書の内容や
注意事項に従って正しく安全にご使用ください。

・残留物の蓄積を避けるために、使用後は本製品のクリーニングを
お勧めします。

安全上のご注意

目次

●注意区分について

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が
切迫して生じることが想定される内容です。危険

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
想定される内容です。警告

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です。注意

●図記号について
してはいけない
内容です。

実行しなければ
ならない内容です。

注意しなければ
ならない内容です。

*物的損害とは、家屋、家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

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ことで生じると想定される内容を

「危険」「警告」「注意」に区分しています。
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命にかかわるトラブル防止のために

危険 してはいけない内容

下記のような医療機器とは、絶対に併用しないでください。
医療機器の誤作動を招き、事故や身体に著しい障害を
もたらすおそれがあります。  
・ペースメーカーなどの体内植込み型の医療機器
・人工心肺などの生命維持用医療機器
・心電計などの装着型の医療機器

身体や肌にかかわるトラブル防止のために

危険 してはいけない内容

・金属アレルギー体質の方　・皮膚などに知覚障害のある方
・皮膚感染症、皮膚炎などの方　・出血性疾患（血友病など）の方
・心臓疾患、障害およびその疑いのある方
・悪性の腫れや痛み、てんかん、糖尿病、感染症、急性疾患を持つ方。
・毛細血管拡張によって引き起こされるステロイドホルモン薬の長期使用

または肝機能障害のある方
・妊娠初期や不安定期の方、出産直後または妊娠中で体調が

すぐれない方（妊娠高血圧症候群など）
・体調がすぐれない方　・顔面に神経障害のある方
・飲酒している方　・疲労が激しい方　・糖尿病の方　・高血圧の方
・歯を治療中の方　・網膜はく離のある方、あった方
・交通事故などによる頭部および眼科的後遺症がある方
・幼児や成長期のお子様、および自分で意思表示のできない方

●以下の方は、事故や肌・身体に支障をきたすおそれが
ありますので、ご使用にならないでください。

・顔以外の部位 ※まぶたや眼球、のど、唇、耳には使用しないでください。
・傷口や口などの粘膜部位　・腫れもの、にきび、化膿性疾患のある部位
・切り傷・手術（整形手術を含む）した部位　・過度なやけどのある部位
・当日脱毛処理をした部位　・ヘッドがあたらない部位
・金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位

●以下のような部位には事故や肌・身体に支障をきたす
おそれがありますので、ご使用にならないでください。

お取り扱いについて

警告 してはいけない内容

・本製品を水の中に入れたり、浴室では使用しないでください。
感電や故障・破損の原因となります。

・本製品に同梱されている専用の充電ケーブルと製品仕様に適合した
充電器以外は使用しないでください。
デバイスのプラグは家庭用ソケットに接続してください。
誤った操作により、故障や熱による火災を起こす可能性があります。

・本製品には充電式バッテリーが内蔵されています。
火の中に入れたり、高温・高熱の環境で使用・放置しないでください。

・製品に変形や破損、あるいは異臭などが発生する場合には絶対に
使用しないでください。感電や火災を引き起こす可能性があります。

・乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させたりしないでください。
誤飲による事故やけがの原因となります。

・落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。
事故や破損、ケガの原因となります。

・他の電気製品・美容機器などと併用しないでください。
体調不良を引き起こす原因となります。

●以下の方は、事故や肌・身体に支障をきたすおそれが
ありますので、ご使用前に医師にご相談ください。
・アレルギー体質の方　・皮膚が敏感な方
・医療機関で治療を受けている方
・手術中（整形手術を含む）、直後の方 　・移植手術をした方
・過去 3 ヶ月以内に使用部位で手術、レーザーによるシミやしわの除去、

およびケミカルピーリングを受けた方
・エステやクリニックなどでダウンタイム（回復に要する時間）が

必要な施術、および肌に強い赤みが発生する施術を受けた方
・薬を服用中の方　・インプラントを使用している方
・今までに重い病気をした方　・有熱性疾患の方
・その他医療機関で治療中の方

身体や肌にかかわるトラブル防止のために

警告 実行しなければならない内容

上記にあてはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。
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・使用されるご自身の肌へのみご使用ください。
・本製品を使用する際は、貴金属類（ネックレス・ピアスなど）や

時計を外してください。
ヘッドに金属があたると、感電ややけどのおそれがあります。

・ご使用の前に製品が清潔であるか、また安全であるか
（本体に傷や変形がないか）を確認してからご使用ください。

・ご使用中またはご使用後に赤み、はれ、かゆみなどの異常が
現れたときは使用を中止し、医師にご相談ください。
心配な方は、初めてご使用になる前に目立たない部位で
お試しいただき、異常が出ないことを確認してからご使用ください。

・可燃性および爆発性の物質（アルコール、ガソリン、スプレーなど）の
近くで使用しないでください。

・化粧水や美容液などのスキンケア商品と併用する際は、その商品の
注意書きを読み、正しくご使用ください。

・本来の用途目的以外では使用しないでください。
・金属部分を他の金属にあてないでください。
・本製品を使用中に他の作業をしないでください。
（運動中や運転中など）

・皮膚が薄い部位や、骨のすぐ上には長時間使用しないでください。
・必ずお肌の上で動かしながらご使用ください。
・オーバーケアは行わないでください。
（使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守ってください）

・ペットには使用しないでください。
・化粧水やクリームが残っているなど、手が滑りやすい状態で

使用しないでください。
本体が滑り落ち、落下するおそれがあります。

・お子様や判断能力に欠ける方には使用させないでください。

・本製品を直接水の中に入れたり、水洗いしたりしないでください。
・お手入れの際には電源を切ってください。
・火気の近くで保管しないでください。
・シンナー、ベンジン、除光液、洗剤などは使用しないでください。
・ビニール袋等の梱包材料をお子様の手の届く場所に

保管しないでください。
・本製品を湿気の多いところでの使用・保管はしないでください。
・15℃～ 30℃以下の環境下でご使用いただくことをおすすめします。
・周囲の温度が 5℃～ 35℃の環境下で保管してください。
・屋外や直射日光の下で使用しないでください。
・保管の際は、つまづいてけがをしないよう、安全な場所で

保管してください。
・長期保管後、再び使用する際には、本品に異常がないことを

確かめてからご使用ください。
・2 か月以上使用しない場合は、2 か月ごとに本製品を取り出し、

充電をフルにしてから再度保管してください。
・本製品の動作に不具合が生じた場合は、保証書またはお買い上げ

明細書をご用意の上カスタマーセンターへお問い合わせください。

ご使用時の注意

注意 してはいけない内容

お手入れと保管時の注意

警告 実行しなければならない内容

・必ず交流 100 ～ 220V の範囲内でご使用ください。
（保証の対象は、日本国内でのご使用に限ります）

・必ずプラグ形状・電圧を確認してからご使用ください。
※地域や宿泊先によってもプラグ形状や電圧が異なる場合があります。
　必ずご確認の上ご使用ください。
※プラグ交換アダプターについては旅行会社や家電量販店などにご相談ください。

海外でのご使用

警告 実行しなければならない内容

注意 実行しなければならない内容
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・ご使用中、本製品が異常に発熱している場合、直ちに使用を中止し、
電源をお切りください。やけどのおそれがあります。

・本製品に異臭・異音・故障が見られた場合は、使用しないでください。
けがや他の危険を及ぼすおそれがあります。

※超音波や EMS を使用中は独特の音がしますが、製品に異常はありません。

異常や故障が発生したときは

警告 実行しなければならない内容

充電時のお取り扱いについて

危険 してはいけない内容

・充電ケーブルを引っ張って本体を移動させたり、
持ち上げたりしないでください。

・濡れた手で充電ケーブルの抜き差しをしないでください。
・浴室や湿気の多いところで充電ケーブルを使用したり保管しないでください。
・水のかかりやすいところに充電ケーブルを置かないでください。
・充電ケーブルを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えないでください。
・充電端子にほこりが付着しないように定期的に掃除してください。

警告 実行しなければならない内容

・充電時以外は充電ケーブルを抜いてください。
・充電の際はプラグの形状と電圧（充電器の出力は5V-）を必ず

確認してから充電してください。
本体が熱くなったり、発火や故障のおそれがあります。

・交流 100V ～ 220V の範囲内でご使用ください。
（保証対象は国内での使用に限ります）

・充電ケーブルは確実に差し込んでください。
・充電端子に水が付着していないことを確認してから充電してください。
・地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切ってください。

充電中の場合も、コンセントを抜いてください。

注意 注意しなければならない内容

・本製品には防水機能がありません。
化粧水やお顔についた水分がつくのは問題ありませんが、
水没は故障の原因となります。
直接水をかけたり、水の中に入れることはしないでください。

・湿度の高い環境下でのご使用・保管はしないでください。

防水について

・長期間の使用により、傷やヒビが入った場合は
使用を中止し廃棄してください。

・本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。
自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

・電池を取り外す場合は電源を切ってから行ってください。

①プレート根本部分にある
　パーツ結合部分から
　前のカバーと後ろのカバーを外します。

②バッテリーの線を抜いて、
　バッテリーを取り外します。

●電池の取り外し方法●

廃棄について

パーツ結合部分

【下面図】 【正面図】

プレート
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ご使用の前に

■ボタン機能・操作説明■

▷強度／充電表示

■スマートタイマー機能■
電源を入れて10 分間使用すると、自動的に電源がオフになります。

（オフになる前にビープ音が 3回鳴ります。）

※左から順に強度レベルが表示されます。
　表示されるライトの数が強度を表しています。
※一番右は充電表示です
 （充電中-赤色点滅-充電完了-赤色点灯）

▷イオンクレンジングモード
イオンカレントにより毛穴の汚れを取り除きます。

CLEAN

▷LEDSPAモード
赤色LED ー お肌を引き締めます。
EMSやRFモードとの併用が可能です。

LEDSPA

▷低周波モード
EMS は電気の刺激を筋肉に与え、筋肉を動かします。
4 段階の強度レベルを選択でき、ボタンを5回押すと
モードがオフになります。
LEDSPA モードとの併用が可能です。

EMS

▷RFファーミングモード
マイクロRFの温感高周波により、
肌をあたためながら整えます。
4 段階の強度レベルを選択でき、ボタンを5回押すと
モードがオフになります。
LEDSPA モードとの併用が可能です。

RF

※各モードは個別にオン／オフ出来ます※

▷超音波スキンケアモード
ボタンを 1 回押す→デフォルトのピーリングモード
ボタンを 2 回押す→モイスチャーモード

SONIC

部品の説明

リング

LEDパネル
ヘッド

強度表示

充電口
CLEANボタン

LEDSPAボタン

EMSボタン

RFボタン

SONICボタン

センサー
ストリップ

プレート

充電表示

保護キャップ充電ケーブル
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充電について

■充電■

■充電時間と使用回数■

■充電方法■
①充電ケーブルのソケットを本体の充電ポートに挿入し、
　ホストは充電器のUSBポートに挿入します。
②充電器のプラグを家庭用電源ソケットに挿入します。
③充電が完了したら充電器を電源ソケットから抜き、
　充電ケーブルソケットをホストから抜きます。

※本製品は、付属品の充電ケーブルまたは製品仕様に適合した
　充電ケーブルと充電器のみをご使用ください。

※ご注意ください※
プラグの形状と電圧（充電器の出力は 5V-）を
必ず確認してから充電してください。
本体が熱くなったり、発火や故障のおそれがあります。

充電時間 使用時間

約 2.5 時間 約 60 分

※充電環境は 25℃～ 35℃に保ってください。
※この表の充電時間はフル充電直後の操作時間です。
※使用時間は使用方法・使用強度・使用環境により異なります。
※充電時間は電池の残量や使用環境により異なります。
※正しく充電をしても稼働時間が短い場合は、充電の寿命が考えられます。

初めて使用する場合（長時間使用していない場合）は、必ず最初に
充電してからお使いください。
また、十分に充電されていることを確認してからご使用ください。

充電中 充電完了
赤色点滅 赤色点灯

基本の操作

■ご使用前の準備■
・貴金属（指輪やネックレス、ブレスレットなど）や時計を身につけている
　場合は、外してください。
・メイク落とし・洗顔後にご使用ください。
・化粧水などのスキンケア品を使用しない場合は、水をご準備ください。
・目の周りのケアを行う際は、必ずコンタクトレンズを外してください。
・各モードを選択するごとに「ピッ」と音がします。

※はじめて使用するスキンケア品を併用する場合は、その商品のパッチテストを
　行ってからご使用ください。

5V
充電器
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※プレートの向きにご注意ください。
※肌が十分に濡れていない場合や、途中で乾いてしまった場合は、
　メイク落としや水を足してください。

イオンクレンジングモード
1.  ヘッドのリングを外し、薄めのコットンを挟みます。
2.  コットンにメイク落としまたは水を注ぎます。
3.  「CLEAN」ボタンを押してイオンクレンジングモードをオンにします。
4.  ヘッドをゆっくりと内側から外側に、下から上に向かって滑らせます。
5.  顔全体にヘッドがいきわたったら、もう一度「CLEAN」ボタンを
　 押して電源を切ります。
6.  きれいな水またはぬるま湯でお顔をすすぎます。
7.  コットンを取り外し、ヘッドをきれいにふき取ってください。

CLEAN

落とすケア

1.  メイク落としまたは水をお肌に塗ります。
2.  「SONIC」ボタンを短く1 回押します。
3.  下図のようにプレートを肌にあて、ゆっくりとすべらせるように動かします。
4.  「SONIC」ボタンを短く 2 回押して、電源を切ります。
5.  きれいな水またはぬるま湯でお顔をていねいにすすぎます。

★超音波スキンケアモードは、ボタンを押す回数とプレートの向きで
　「落とすケア」も「与えるケア」も行えます。

SONIC 超音波スキンケアモード －PEELING－

1. 4.

・化粧水や美容液と併用をすると、より高い効果が期待できます。
※スキンケア商品と併用する際は、その商品の注意書きを読み、
　正しくご使用ください。

・のどや眼球、粘膜部位へのご使用はおやめください。
・ご使用中に一か所を集中的に使用したり、
　強く皮膚を圧迫したりしないでください。
・初めてご使用になる際は、一番弱いモードでのご使用を
　おすすめします。
・各機能を組み合わせてご使用いただけます。

例 ）イオンクレンジング→超音波スキンケア→
　　EMS（LEDSPAモードとの同時使用可）→ RF

美のポイント

■お好きなモードをお選びください■

イオンクレンジングモード

LEDSPA モード

低周波モード

RFファーミングモード

超音波スキンケアモードSONIC

RF

EMS

LEDSPA

CLEAN

拡大図

3.
※角質層まで

2.
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※プレートの向きにご注意ください。
※肌が十分に濡れていない場合や、途中で乾いてしまった場合は、
　化粧水や美容液を足してください。

超音波スキンケアモード －MOISTURE－
１．洗顔後のきれいな素肌に、化粧水や美容液を塗ります。
２．「SONIC」ボタンを短く 2 回押します。
３．図のようにプレートを肌にあて、ゆっくりとすべらせるように動かします。
４．「SONIC」ボタンをもう一度短く1 回押して、電源を切ります。
５．肌に残った化粧水や美容液を、やさしくなじませます。
６．使用後はプレートをやさしくきれいにふき取ってください。

SONIC

与えるケア

■おすすめの使用方法■

■おすすめの使用方法■
あごの下から耳の後ろまで
ゆっくりと動かします。
さらに、耳の後ろから肩まで
ゆっくりと動かします。

あごの先からこめかみまで
→鼻の側面からこめかみまで
→目の下の目頭から目の端
までの順番で、ゆっくりと
滑らせるように引き上げます。

眉毛の上から
髪の生え際まで
ゆっくりと
動かします。

※注意※
・初めてご使用になる際は、一番弱いモードでのご使用をおすすめします。
・特に目のまわりなど皮膚が薄い部位や、骨のすぐ上には長時間使用しないでください。

※注意※
・初めてご使用になる際は、一番弱いモードでのご使用をおすすめします。
・特に目のまわりなど皮膚が薄い部位や、骨のすぐ上には長時間使用しないでください。

・各番号ごとに、A ～ F の順にヘッドをお肌にあてます。
・ヘッドで円を描くようにやさしく動かすと、効果的です。
・※ヘッドを置く時間は 5 秒以内を目安にし、スライドさせながら
　次の部位に移動します。
・①～⑤を 2 ～ 3 回繰り返してください。

●電源の入れ方●
「LEDSPA」ボタンを押すことで
電源のオンオフができます。
※光を直視しないでください。

LEDSPA LEDSPA モード
★単独でのご使用も出来ますが、
　「EMS」「RF」との併用が可能です。

RF ファーミングモード < 推奨頻度：1日 1回 >

１．洗顔後のきれいな素肌に、化粧水や美容液を塗ります。
２．「RF」ボタンを短く押します。
３．終了の際は、ランプが消えるまで
　　「RF」ボタンを押して電源を切ります。
※ボタンを押す回数で、4 段階の強度レベルを選択でき、
　ランプが点灯する個数が多いほど、強度が強くなります。
　ボタンを 5 回押すと電源がオフになります。

RF
★LEDSPAモードとの併用が可能です。

１．洗顔後のきれいな素肌に、化粧水や美容液を塗ります。
２．「EMS」ボタンを短く押します。
３．終了の際は、ランプが消えるまで
　　「EMS」ボタンを押して電源を切ります。
※ボタンを押す回数で、4段階の強度レベルを選択でき、
　ランプが点灯する個数が多いほど、強度が強くなります。
　ボタンを 5回押すと電源がオフになります。

EMS 低周波モード < 推奨頻度：週 1～2回 >

★LEDSPAモードとの併用が可能です。

① ② ③ ④ ⑤

B
A

C BA
C B

A C

B
A C

D

BA C
D
E

F

ランプ

ボタンの
上から 2つ目

ランプ

3.

拡大図

※角質層まで
2.
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故障かなと思ったらお手入れについて
ご使用中に不具合が発生した場合は、以下を確認してください。
もし改善されない場合には、ご自身での解体や修理はせず
カスタマーセンターまでご連絡ください。

無償交換規定
１．取扱説明書に沿った適切な使用状態で発生した故障については、
　　交換いたします。（保証期間内に限る）
２．保証期間内に故障した場合の無償交換のご依頼は、本製品と
　　本保証書をご用意の上、カスタマーセンターへご連絡ください。
３．保証期間中でも、次の場合は無償交換できかねますので、
　　ご理解の程よろしくお願い致します。

４．本保証書の対象は日本国内に限ります。This warranty is valid only in Japan.

（a）誤った使用やお客様個人による修理・改造による故障および損傷。
（b）お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
（c）天災や異常電圧などの不可抗力による故障および損傷。
（d）電池等の消耗品の部品交換の場合。
（e）一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。
　　（例：商用を目的とした長時間の使用）

（f）車輌・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
（g）お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
（h）発売元以外で購入した場合。

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。
したが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。
保証期間経過後の交換等についてご不明の場合は、カスタマーセンターへ

　お問い合わせください。
※使用による経年劣化・消耗の交換は有料となります。

５．交換については、カスタマーセンターでの受付後、当社へ交換対象となる
　　製品が到着してから発送いたします。詳しくは交換対応時にご説明いたします。

充電ランプが
点灯しない

・電源が入らない
・ビープ音が鳴る

使用中にピリつき、
電流感・熱感を感じる

電池がスリープモードに
なっている

ケーブルや充電器が
壊れている

バッテリー残量が少ない

EMSモードやRFモードをご使用の場合、
作用としてこれらの反応が起こります。
強さを調整したり化粧水や美容液を塗り足してみてください。

本体を充電器に接続し、十分に
充電してからご使用ください。

充電ケーブルや充電器を
交換してからご使用ください。
出力電圧：５V、1A 以外のものは
お使いにならないでください。

約20分充電をすることで点滅し
始めます。次に使用する際は充電を
フルにしてからご使用ください。

症状 原因 対策

※必ずお守りいただきたいこと※
・ご使用後は、必ず本製品のお手入れをしてください。
・お手入れは電源を切った状態で行ってください。
・本製品に直接水をかけないでください。故障につながる原因になります。
・ステンレスたわしや研磨剤入りクリーナー、アルコールなどを使用して
　ふき取らないでください。部品に傷がついたり、変形、ひびが入るなどの
　故障が起こる可能性があります。

製品仕様
製品名：プルエストマルチフェイシャルスパ
本体重量：約 133g
高さ：198mm　×　幅 46.5mm　×　厚さ 36mm
入力電圧：AC 100V ～ 220V 　出力電圧：DC-５V、１A
バッテリー容量： 750mAh
充電様式：AC プラグ、または USB による充電、コードレスタイプ
充電時間：最長2時間30分（充電完了後、最長 60分間連続使用可能です）
※使用頻度により充電時間・動作時間は短くなります。
超音波周波数：25,000Hz　　　　　
同梱物：本体 1 個、充電ケーブル 1 個、取扱説明書 1 部

アフターメンテナンス
・本製品は家庭用を目的としたものであり、商用目的での利用はお控えください。
・本製品は 1 年間の保証がついております。保証期間はご購入日より 1 年間です。
　保証書には必ず「ご購入日」を記載し、大切に保管してください。

通常の使用における故障が発生した場合に、部品または製品全体を交換いたします。
※ただし、以下の場合は保証の対象外となります※
・保証期間を過ぎている　
・不適切な使用による故障。（誤った操作、誤った充電の差し込み、人為的な損傷など）
・本来の目的以外での使用や不適切な操作、専門外のメンテナンス、
　本製品以外の付属品の使用などにより発生した故障。
・消耗品や無料のアクセサリ、およびその他の消耗品。
・不可抗力による故障（雷や地震、火災、洪水など）
・正しい使い方でも経年劣化や摩耗が起こりますが、性能への影響はほとんどありません。

●基本のお手入れ●
①クリーニングクロスなどの柔らかい布で指紋や汚れをやさしくふき取ってください。
②乾いた柔らかい布で、水滴をふき取ります。
※研磨布やエタノールを含むペーパータオルなどは使用しないでください。
③風通しの良い涼しい場所で自然乾燥させてください。
※直射日光が当たらないようにしてください。

●汚れがひどいときは●
・柔らかい布を 35℃くらいのぬるま湯に浸し、拭いてください。
・それでも汚れが落ちない場合は、中性洗剤を水で薄め、
　柔らかい布を浸してしっかりと絞り、やさしくふき取ってください。
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