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1. 安全上の注意

●ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、
　指示に従って正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、
　ご使用者や周りの方々への危害や損害を、未然に防止するものです。

注意事項は次のように区分されています。

人が死亡または重症を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容。

人が障害を負う危険性、及び物的損傷の発生等が想定される内容。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください！

危険

危
険

警告

注意

絵表示の例

左図記号は、禁止の行為を告げるものです。

●右記のような医用電子機器
   と併用はしないでください。
   また、貴金属類・時計等は、   
   必ず外してください。

●次のような方は、ご使用をお避けください。

●使用時間や頻度は、取扱説明書の指示を守ってください。
※誤ったご使用は、身体に危害を与える原因となることがあります。

①心臓疾患のある方　②妊娠中、もしくは妊娠している可能性のある方　③アルコールを帯びている方

1. ペースメーカー等の体内植込型医用  
　電子機器。
2. 人工心肺等の生命維持用電子機器。
3. 心電計等の装着型の医用電子機器。禁止

禁止

禁止

●次のような方は、必ず医師とご相談の上でご使用ください。

※その他健康でない方・ご使用中に異常を感じた場合は、直ちにご使用をおやめください。

●次のような部位へのご使用はお避けください。

禁止

禁止

①通院中の方
②原爆症の方
③悪性腫瘍の方
④急性疾患をお持ちの方
⑤血液異常の方
⑥18歳以下の方

①粘膜の部位
②肛門や陰部
③月経時の腹部
④整形手術をした部位
⑤眼球・目の周辺・
　目の上（まぶた等）

⑦感染性疾患の方
⑧結核性疾患の方
⑨血友病疾患の方
⑩法定伝染病の方
⑪顔面黒皮症の方
⑫アレルギー疾患の方

⑥のどぼとけの周辺
⑦傷口や脱毛後間もない部位
⑧にきびや吹出物で炎症を起こしている部位
⑨痛覚・知覚障害を起こしている部位
⑩化粧品等で皮膚炎症を起こしている部位
⑪日やけで肌に炎症を起こしている部位

⑬薬を服用している方
⑭激しく疲労している方
⑮38℃以上の有熱性疾患の方
⑯ステロイド系ホルモン剤の長期使用や
   肝機能障害で毛細血管拡張を起こして
   いる方

⑫アトピー・湿疹等の症状がある部位
⑬痒みや火照り、物理的刺激等に
   よる、病的なシミのある部位
⑭金属・プラスチック・シリコン・
   歯科インプラント等を埋め込んで
   ある部位

警
告

1



警
告

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

●本体、及び付属品を勝手に修理・分解・改造しないでください。   

作動不良を起こし、火災・火傷の原因となります。
保証期間内であっても保守・修理を受けられない場合があります。

●本来の目的や、用途以外には絶対にご使用にならないでください。
事故や故障の原因となります。

●コード類、その他付属品が壊れたり、本体に異常が生じた場合は、直ちにご使用を中止し、
   必ず修理・点検をご依頼ください。
火災・火傷・事故の原因となります。

●他の電気製品との併用や、強い電波や磁気の発生する場所での保管はお避けください。
ノイズによる誤動作や、故障の原因となります。

●お子様の手の届く場所に保管しないでください。
怪我の原因となることがあります。

●高温になる場所（直射日光の当たる場所や、ストーブ等の発熱器具の近く等）や、湿気
   やホコリの多い場所、湯気の当たる場所（調理台・風呂場・加湿器のそば等）でご使用、
   または放置しないでください。
火災・感電・故障の原因となります。

●揮発性の高いもの（ベンジン・シンナー・除光液）の近くでは、絶対にご使用にならない
   でください。
爆発や火災を引き起こす原因となります。

●雷が鳴り出したら、直ちにご使用を中止してください。
落雷によって過電流が流れ、異常出力を発生する場合があり、大変危険です。

●雷が鳴り出したら、ACアダプターをコンセントから抜いて充電を中止してください。
落雷によって過電流が流れ、感電・火災・故障の原因となります。

●ガス漏れに気づいた時は、直ちに排気をして、ご使用を中止し、速やかに電源を切って
   ください。
ガスに引火し、爆発や火災の原因となります。

●不安定な場所に置いたり、落としたり、モノを上に置いたりしないでください。
   また、操作部を必要以上に強く押したり、叩いたりしないでください。
故障や怪我の原因となることがあります。

故障の原因となることがあります。

2

注
意

●本体からACアダプターを取り外す時は、濡れた手で持ったり、コードを強引に引っ張ら  
   ず、本体側とプラグのプラスチック部分を持って外してください。
感電や、故障の原因となることがあります。

●コードが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるい時は、ご使用にならないでください。 
　また、タコ足配線はしないでください。
感電や火災の危険性があります。

●コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に捻じ曲げたり、引っ張ったり、
   束ねたりしないでください。
感電や火災の危険性があります。

●付属のACアダプター以外はご使用にならないでください。
感電・火災・故障の原因となります。

●家庭用電源AC 100V以外ではご使用にならないでください。
感電・火災・故障の原因となります。

●本体や操作パネルを濡らさないでください。万が一濡れてしまった時は、直ちにご使用を
　中止し、水分をよく拭き取ってください。

●ご使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となることがあります。



2. 製品の特性

■セット内容

■お手入れ機能

※ご使用になる前に、内容物がすべて揃っているかご確認ください。

①本体（充電池内蔵）×1 ②充電スタンド×1 ③ACアダプター×1
   ※プラグキャップ付

⑤取扱説明書×1 ⑥簡単操作ガイド×1 ⑦保証書×1④専用ポーチ×1

3

RF（ラジオ波）

MC（マイクロカレント）

EMS

LED

RF（ラジオ波）とは、「Radio Frequency」の略で、高周波（電磁波）の一種です。
気になる部位に照射させることで、皮膚を温め、肌にハリを与えます。本製品のRF 機能
は、急速に温熱作用がはたらくため、本体のヘッド部を肌上で常に動かしながらご使用
ください。

LEDは、紫外線が大幅にカットされており、色によってスペクトル波長（電磁波の一種）
が異なります。このLEDによる「光」を照射することで、肌を整える効果が期待できます。

EMS とは、「Electrical Muscle Stimulation（電気的筋肉刺激）」の略で、筋肉に対し
直接電気的刺激を与えることにより、脳からの命令とは無関係に筋肉運動が行われ、
肌を引き締めます。

MC（マイクロカレント）とは、人体に存在する生体電流に似た、極めて微弱な電流の
ことです。マイクロカレントの電気刺激は、ほとんど感じ取れないのが特徴ですが、
皮膚を健やかに保ちます。

品 名

お 名 前 様お
客
様 ご 住 所

お買い上げ年月日

保証期間（対象）

販 売 会 社

アイビー ビューティ パートナー

〒 お電話番号 （            ）

お買い上げ年月日より 1年間（本体・充電スタンド）

年 　         月  　        日

製造番号
家庭用複合美容器   保証書

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参
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●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
本書はいつでもすぐにお読みいただけるよう、大切に保管してください。

はじめてご使用になる時は、必ず充電してください。
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■各部名称

■本体操作パネル各部名称

①

②

③

④

⑤

1

2

① スタートボタン
② R１ボタン（RF（ラジオ波）＋赤色 LED）
③ R2ボタン（EMS）
④ Wボタン（MC（マイクロカレント）＋黄色 LED）
⑤ レベル調整ボタン
レベル表示ランプ
電池残量表示ランプ

1
2

素子
ヘッド部

操作パネル

ACアダプター差込口

ACアダプター差込口

4

充電が切れた際は、この部分に直接
ACアダプターを差し込み、使用できます。

器具側プラグ

電源側プラグ

①本体 ②充電スタンド

③ACアダプター

【前面】 【背面】



■ご使用前の準備
3. ご使用方法

■充電方法
ACアダプターの器具側プラグを充電スタンドのACアダプター差込口に接続します。
ACアダプターの電源側プラグをコンセントに差し込みます。

ご注意

ご注意

内蔵充電池は消耗品のため、充電を繰り返すと使用できる時間が短くなります。
また、充電状態や保管環境により、使用できる時間が短くなることがあります。
内蔵充電池の交換をご希望の際は、お買い上げの販売会社にご依頼ください。

3時間以上の充電（過充電）は充電池に負荷がかかります。また、保管中でも充電池は
少しずつ放電し、規定量を超えて放電（過放電）すると電池の劣化や事故の原因となる
ことがあります。

※充電残量0％の状態から満充電までの時間は約2.5時間です。
※充電開始後、電池残量表示ランプが無点灯になれば満充電です。
※満充電での連続使用時間は最大レベルの設定で約1時間です。
アイビー ビューティ パートナーは、外出先でのご使用等を考え、［充電池での使用］をメインに設計
しています。
〈注〉充電残量が0％になってしまった場合は、ACアダプターの器具側プラグを本体のACアダプター
差込口に接続することで、家庭用電源（AC100Vコンセント）から電源を取って使用することができます。
※ACアダプター器具側プラグを本体のACアダプター差込口に接続した場合、内蔵充電池に充電はされません。
   内蔵充電池に充電する場合は、必ず充電スタンドをご使用ください。
※充電残量や使用の環境によって充電時間・使用可能時間は変化します。

本体操作パネル部分には、とても薄い保護フィルムが貼られています。
ご使用の際は保護フィルムを剥がしてください。
充電残量が十分な場合は、そのままお使いいただけます。
充電残量が低下している場合、電池残量表示ランプが以下のように
表示されます。十分に充電してお使いください。
ランプの表示

点灯
無点灯

点滅

充電残量

25％以上  50％未満
50％以上

25％未満

【本体】

【充電スタンド背面】

5

【ACアダプター】



6

※充電は直射日光を避け、周辺温度が 5～ 40℃の範囲の環境で行ってください。
※充電用端子（本体下部および充電スタンド内側下部の金属露出部分）に化粧液やゴミ等の異物が
　付着していないことを確認してから充電を行い、充電完了後は必ず電源側プラグを抜いてください。
※充電中は振動を与えないでください。
※正しく充電を行っても使用時間の著しい低下がみられる場合は、充電池の劣化による寿命が考え
　られます。

■充電時のご注意

※温度の高い場所や湿気が多い場所でのご使用はお避けください。
※浴室や洗面所等の高温多湿な場所や、車の中、暖房機の近くではご使用にならないでください。
※電池残量表示ランプが「点灯」または「点滅」した場合に充電を行ってください。
※AC アダプターの器具側プラグを本体に差し込む際に、斜めに接続したり、接続した状態で上下左右に
　過大な力を加えると故障の原因となることがあります。

■使用時のご注意

■本体のお手入れ方法
本体をお手入れする場合は、必ずACアダプターをコンセントから抜いて、固く絞った布巾等で、
軽く拭いてください。
 ・直接水洗いをしたり、充電用端子に水分が触れるような清掃はお避けください。
 ・薬品を用いてのお手入れは絶対にしないでください。

接続されている全てのプラグ類を外し、専用ポーチや箱等にしまって、常温にて保管してください。
また、精密機器ですので、平坦な場所に置き、衝撃は与えないでください。
温度の高い場所や湿気が多い場所での保管はお避けください。

■保管時のご注意

長期間使用しない場合

本体収納スペース

本体収納用巾着

ACアダプター
収納スペース

充電スタンド
収納スペース

ACアダプターを収納される
際は、プラグキャップを付け
てください。

本体を本体収納用巾着に入れる際は、必ず
ヘッド部側から先に入れてください。

ポーチへの収納の仕方

・満充電状態の保管は、充電池に負担がかかりますので、お避けください。長期間使用しない場合は、
　電池残量表示ランプを「点灯」の状態にしてから保管してください。
・保管中も充電池は放電するため、電池の残量は減少していきます。過放電は、充電池不良（劣化）の　
  原因となりますので、数ヶ月毎に、電池残量表示ランプが「点灯」の状態になるまで、充電を行って
　ください。



■ご使用手順
電源を入れます（初期状態）

初期状態とは、電源を入れた直後の状態をいい、操作できる
準備が整ったことを示します。

初期状態

電池残量が 0％の状態で直接 ACアダプターにつないで使用する
場合は、ACアダプターをつないだ後、電源ボタンを長押しするこ
とで初期状態になります。

各モード規定の動作時間が経過すると「ピピッ」という音とともに「初期状態」に戻ります。
続けてお手入れされる場合は、モード選択からやり直してください。

お手入れモードを選択します

R1ボタンを押すと「ピッ」と
いう音が鳴り、R1 ボタンと
LED（赤）が点滅します。

R2ボタンを押すと「ピッ」と
いう音が鳴り、R2ボタンが
点滅します。

Wボタンを押すと「ピッ」と
いう音が鳴り、Wボタンと
LED（黄）が点滅します。

R1モード
（RF＋赤色 LED）

R2モード
（EMS）

Wモード
（MC＋黄色 LED）

R1モード
R2モード
Wモード

RF（ラジオ波）＋赤色 LED 4分
4分
3分

EMS
MC（マイクロカレント）＋黄色 LED

モード 出力内容 動作時間

スタートボタンを長押し（約1.5 秒）します。
「ピーッ」という音とともにレベル調整ボタン以外のすべての
ボタンが点滅します。

7

※各モードの動作時間の半分が経過すると音（ピピッ）でお知らせします。
   お手入れ時間の目安にしてください。

初期状態で、ご希望のモードのボタンを押します。

1

2



お手入れを開始します

レベルを調整します

選択中のモードボタン、レベル表示ランプの「弱」が点灯します。
また、R1モード、Wモードを選択した場合は、それぞれヘッド部
のLED（赤）、LED（黄）が点灯します。

ボタンを押す毎に「ピッ」という音とともに、レベルは、「弱」→
「中」→「強」→「弱」と変更され、レベルに応じてレベル表示ランプ
が点灯します。レベル調整ボタンは点灯しません。
※レベル表示ランプは、設定値を上限としてスイングします。

レベルは必ず「弱」からご使用いただき、肌で感覚を確認しながら調節
してください。また、レベルを上げる際は、段階を追って１つずつ上げて
ください。痛みや高い温度を感じた場合は、本体ヘッド部を肌から離し、
レベルを下げてください。

ご注意

本体のヘッド部が肌上を滑るように動かしてください。1ヶ所に固定させて
ご使用されますと痛みや火傷の原因となることがあります。ご注意

本体動作中に本体から手を放し、そのまま放置するとヘッドの素子部分
が金属製の物に触れてショートする可能性があり大変危険です。
お手入れを一時的に中断される際は必ずスタートボタンを押して一時
停止にするか、スタートボタンを長押し（約2秒）して、電源をオフにしてく
ださい。

ご注意

お手入れ方法はＰ.10 ～Ｐ.12 の「お手入れマニュアル」を参照し
てください。

「弱」 「中」 「強」
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スタートボタンを押します。
「ピッ」という音とともに、選択したモードが出力レベル「弱」
で出力を開始します。

本体ヘッド部を肌に当て、強さを確認しながら
レベル調整ボタンを押し、レベルを調整します。

〈注〉必ず「お手入れマニュアル」をお読みいただき、肌に化粧品
を塗布した状態でご使用ください。

4

3



■一時停止

■強制終了

■自動オフ機能

一時停止中はレベル調整ができません。
レベル調整は動作中に行ってください。ご注意

一時停止中は、モードの変更が可能です。モードを変更する場合は
モード選択（P.7）からやり直してください。

「ピーッ」という音とともに、全ボタンおよびランプ、ヘッド部
LEDが消灯します。
動作を再開する場合は、再度、スタートボタンを長押し（約1.5 秒）
してください。

初期状態・一時停止状態で操作しないまま5分が経過すると、「ピー」という音とともに
安全のため自動的に電源がオフになります。
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■ロック機能

お子様の誤使用や持ち運びによる誤作動が気になる場合は電源に
ロックをかけることができます。

「ピーッ」という音とともにロックが解除されます。

動作中にスタートボタンを押します。
「ピッ」という音とともに、動作が一時停止します。
使用中のモードボタン・レベル表示ランプがそれぞれ点滅し、
ヘッド部のLEDは消灯します。

動作を再開する場合は、再度、スタートボタンを押してください。

スタートボタンを長押し（約2秒）します。

スタートボタンとレベル調整ボタンを同時に長押し（約2秒）
します。
「ピーッ」という音とともに電源がロックされます。

解除する場合は、もう一度スタートボタンとレベル調整ボタンを
長押し（約2秒）します。



■本体の当て方

■おすすめお手入れ手順

4. お手入れマニュアル

肌に本体のヘッド面を密着させます。

（洗顔後の清潔な肌に使用してください。）

◎ ×
上図（左）のようにヘッド部の素子すべてがお手入れ部位にあたるように、
必ず垂直に密着させ、固定せずに絶えずゆっくりと動かすようにご使用
ください。ヘッド部の素子がお手入れ部位から浮いたり、一ヶ所に固定
させてご使用されますと、痛みや火傷の原因となることがあります。

ご注意

肌に異常がある時は、ご使用をおやめください。また、お手入れ中に強い
痛みや熱、その他異常を感じた場合は直ちにご使用を中止してください。ご注意
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乳液・クリーム

化粧水レッドパワー セラム R1モード
アイビー ビューティ パートナー

Wモード
アイビー ビューティ パートナー

R2モード
アイビー ビューティ パートナー

適量をムラなく塗布 （4分間）

（3分間）

（4分間） 適量を塗布

適量を塗布

ホワイトパワー セラム
適量をムラなく塗布



■R1モード・R2モードでのお手入れ

①×2回
②×2回
③×2回

④×2回

⑤×2回

⑥×2回

※ ヘッド部は１ヶ所に固定しないでください。

R1またはR2モードを選択します。（P.7）1

2 下のイラストの１つの矢印あたり４秒位の速さで移動させながらお手入れ
してください。
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※１つの矢印あたり４秒位の速さで２回ずつ行うと顔半分で約１分間のお手入れになります。

動作時間は４分間です。
２分で “ピピッ” とお知らせ音が鳴りますので、お手入れ時間の目安に
してください。

動作時間は４分間です。
タッピングウェーブ１分間　→　アップウェーブ１分間を２セット繰り返します。
１セット終了の２分で “ピピッ” とお知らせ音が鳴りますのでお手入れ時間の
目安にしてください。

Ｒ１モード

Ｒ２モード

※タッピングウェーブ：低周波     アップウェーブ：中周波



■Wモードでのお手入れ

①×2回
②×2回
③×2回
④×2回

⑤×2回

⑥×2回

⑦×2回

※ ヘッド部は１ヶ所に固定しないでください。

動作時間は3分間です。
１.５分で “ピピッ” とお知らせ音が鳴りますのでお手入れ時間の目安に
してください。

Wモード

Wモードを選択します。（P.7）1

2 下のイラストの１つの矢印あたり４秒位の速さで移動させながらお手入れ
してください。

12

※１つの矢印あたり４秒位の速さで２回ずつ行うと顔半分で約１分間のお手入れになります。
   気になる部分は多めにお手入れしてください。
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5. 仕様

6. アフターサービス

7. 本製品を廃棄する時のお願い

定格電圧 DC12V（ACアダプター）

定格電流 1.5A

消費電力 4.4W

素      材 ABS樹脂（本体）

外形寸法

重      量 170g（本体）

W50×D52.3×H201.5（mm・最大）

保証書は外箱についております。必ず必要事項（販売会社名、お買い上げ年月日）が正確に記入されていることを
お確かめください。無料修理規定をよくお読みになり、お客様のお名前、ご住所等をご記入の上、大切に保管してくだ
さい。万一紛失されますと、保証期間内であっても、無料で修理等のサービスを受けていただくことができません。
また、保証書の再発行はいたしませんのでご注意ください。保証期間はお買い上げ日より、１年間［本体（内蔵充電池含
む）・充電スタンドのみ］です。本体（内蔵充電池含む）と充電スタンド以外の付属品は、保証対象外です。お買い上げ
年月日より30日以内の製品不良による故障は新品交換となる場合もございます。修理や製品不良による故障の場
合は、お買い上げの販売会社にご相談ください。

本体に内蔵されている充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用しています。
不要になりました本製品は、家庭ゴミとして捨てず、各自治体の定めるリサイクル回収拠点へお持ちください。

リチウムイオン充電池のリサイクルについて

危険
本製品は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。本体内内蔵のリチウムイオン電池が、
ごみ収集車等で破損（破壊）されると、発煙・発火の原因になります。
また、本製品を火中投入・加熱・高温での放置は、漏液・発熱・破裂の原因となりますので、
絶対にしないでください。

警告 本製品は絶対に分解しないでください。火災・感電・けがの原因になります。
修理（電池交換含む）はお買い上げの販売会社にご依頼ください。

※修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みになって、再度ご確認された上で、なお、異常がある場合            
　のみ、お買い上げの販売会社へご依頼くださいますようお願いいたします。

・本製品の本体に内蔵されている充電池は消耗品です。
・充電を行っても、使用時間が短く感じられる場合は充電池の寿命です。
・充電池の交換をご希望の際は、お買い上げの販売会社にご依頼ください。

■充電池の交換について

一見故障に見えても、実際には故障していない場合もございます。
修理サービスをご依頼される前に、もう一度ご確認いただくことをおすすめします。

■こんなことが起こったら

事  例 注意点

ランプが点灯しない

通電しない
ACアダプターは、本体または充電スタンドにしっかり
接続されていますか？（※1）

充電残量は十分ですか？
ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？（※1）
ご自宅のブレーカーやヒューズは正常ですか？（※1）
本体とACアダプターは、しっかりと接続されていますか？（※1）

ロック設定になっていませんか？（P.9参照）

※1 ACアダプターを接続して使用する場合にご確認ください。
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MEMO




