取扱説明書

You can download the user manual in
Chinese and English from the QR code.
您可以从二维码下载
中英文的使用说明书。

中国語・英語の取扱説明書は
QR コードよりご確認できます。

このたびは、
【Premium J6】をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
【Premium J6】を安全にご使用いただくために、本書を必ずお読みになって下さい。
お読みになった後は保証書と共に大切に保管して下さい。
※【Premium J6】はご家庭での使用のみを目的とした美容機器です。
医療機器の効能・効果は一切ありません。

安全にお使いいただくために

◆ ご使用の前に、必ずこの「安全上の注意」をよく読み、内容を理解してから正しくお使い下さい。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への
損害を未然に防止するためのものです。 また、注意事項は次のような表示で区分しています。 いずれ
も安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

【絵表示の分類】

危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し迫った
危険の発生が想定される内容を示しています。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想
定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発
生が想定される内容を示しています。

【絵表示の説明と例】

分解禁止

記号は禁止の行為であることを示します。
左図の場合は「分解禁止」という意味です。

感電注意

記号は注意事項を守っていただけない場合、発生が想定される傷害または
事故の内容を示します。 左図の場合は「感電注意」という意味です。

必ず守る

記号は行為を強制及び指示することを示します。 左図の場合は一般的な行
為を指示しています。

【ご注意】
① 本書の内容の一部または全てを無断で複写･転載･改変することは禁止されています。
② 本書の内容は、改善のため予告なしに変更する場合があります。
③ 本機器はご家庭での使用のみを目的とした美容機器です。
④ 本書に記載のない、或いは本書に記載された内容と異なる操作によって生じたいかなる事故･損害に関し
ても、当社は責任を負いかねます。
⑤ 本書の内容には万全を期しておりますが、お気づきの点やご質問がございましたらお手数でも当社総合
案内フリーダイヤル 0120-169-119 へお申し付け下さい。
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安全上の注意

危険
● 医療用電子機器(ペースメーカー等)をお使いの方は使用しないで下さい。
医療用電子機器の誤作動を招く恐れがあります。
禁止

● 次のような方は本機器を使用しないで下さい。 事故やトラブルの原因になります。
◆ 金属製人工骨などの金属物質を体内に埋め込んでいる方。 ◆熱の高い方(38℃以上)。
◆ 心電計等の装着医療用電子機器を使用している方。

警告
●本機器を目的外に使用することや、破損した本機器を使用することを禁止します。
事故や漏電･感電･やけど･故障の恐れがあります。

禁止

●次のような方は本機器を使用しないで下さい。 事故やトラブルの原因になります。
■心臓疾患･急性疾患の方 ■有熱性疾患･感染性疾患･法定伝染病の方（伝染性皮膚疾患）
■血圧異常の方 ■結核性疾患の方 ■糖尿病の方 ■てんかんを含む脳疾患の方
■
悪性腫瘍の方 ■顔面神経痛の方 ■光過敏症の方■風邪をひいている方
■妊娠
の可能性がある方･妊娠中の方 ■生理中の方 ■アレルギー体質･ケロイド体質の方 ■ホルモン
分泌異常の方 ■寝不足の方 ■金属に対するアレルギーがある方
■半年以内に手
術を受けた方 ■美容整形等で金属･プラスチック･シリコンを使用している方 ■疲労度が激しい
方 ■極端な敏感肌･乾燥肌の方 ■飲酒や薬を服用中の方
■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
■その他、医師の治療を受けている方（医師の相談の元にトリートメントを行う）
●上記以外でも、治療中･療養中･皮膚疾患などの方は医師にご相談の上、ご使用下さい。
● イヤリング･ピアス･ネックレスなどの貴金属は外してご使用下さい。
● 眼鏡やコンタクトは必ず外してご使用下さい。 事故やトラブルの原因となります。
● 電源は AC100V でご使用下さい。 また、たこ足配線をしないで下さい。 専用部品外での使用は
絶対にしないで下さい。 事故やトラブル･火災や感電の恐れがあります。
● 電源コードを傷つけたり加工しないで下さい。 無理に曲げる･引っ張る･ねじる･はさみこむ・重
いものを乗せるなどの行為はお避け下さい。 火災や感電の恐れがあります。
● 改造や分解、修理を行わないで下さい。

分解禁止

人身事故･感電･故障の恐れがあります。
● ぬれた手で使用しないで下さい。

ぬれ手禁
止
感電注意

感電やショートなど故障の原因となります。
● 製品内部に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないで下さい。
感電･ショート･火災の生じる恐れがあります。
● 浴室や洗面所など湿気の多い場所での使用や保管はお避け下さい。

水場禁止

感電やショート、火災の生じる恐れがあります。
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安全上の注意

設置環境につての注意

注意

禁止

必ず守る

● 直射日光のあたる場所や熱機器の近くなど、高温の場所には設置しないで下さい。
内部の温度が上昇し、故障、変形、火災の原因となる恐れがあります。
● 本機器を持ち運びする際は、本体上部の LED パネルを持たないで下さい。 破損の原因となる恐れ
があります。
● 本機器は水平で安定した場所に設置して下さい。
● 人が電源コードを踏んだり、つまずいたりしない場所に設置して下さい。
本機器が倒れたり、落下する原因となり、重大な損傷または傷害が生じる恐れがあります。

保管･輸送につての注意

注意
● 本機器を長期間ご使用にならない場合は、安全のため梱包して保管して下さい。
● 本機器を輸送する場合は、破損防止のため、購入時の梱包箱と保護資材を使用して下さい。
● 梱包作業の際、本機器を落としたり、強い衝撃を与えないよう十分に注意して下さい。
電源コードは、折り曲げたりねじったり押しつぶすことのないようにして下さい。
必ず守る

● 次のような場所には保管しないで下さい。
■引火の危険のある場所

■重いものの下になる場所

■風雨にさらされる場所

■直射日光のあたる場所

■ほこり、粉塵の多いところ
■浴室や洗面所など湿気の多い場所

■周辺温度の高い場所や氷点下に下がる場所■化学薬品､ガスの発生する場所
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■振動の激しい場所

安全上の注意

注意
● 脱毛･剃毛処理をした後は、同部位への使用はおやめ下さい。
● 日焼け直後の肌へは使用しないで下さい。 腫れ･赤みが出る恐れがあります。
禁止

● 使用中または使用直後は、本機器を布などで覆わないで下さい。
内部に熱がこもり、火災や故障の原因となる恐れがあります。
● 本機器は美容専門の LED 美顔器です。 それ以外の目的での使用は絶対におやめ下さい。
● 組立は水平で安定した場所で行って下さい。 けがの原因となる恐れがあります。
● 本機器のお手入れの際、ベンジン、シンナー、灯油などの有機溶剤で本体･部品･銘板類を拭くと、
印字された文字が消えたり、変色したり、装置の材質を損なう危険があります。

必ず守る

● トリートメントの前にメイク･脂分を落とし、肌を洗浄してからご使用下さい。
● トリートメントの間、ゴーグルを装着して下さい。
● お子様の手の届かない場所に保管して下さい
● 次のようなときには直ちに使用を中止し、POWER を OFF にして、必ず AC アダプターをコン
セントから抜いて下さい。 その後、修理を依頼して下さい。 火災や異常出力により、火傷の原
因となります。
◆本機器からの発煙 ◆本機器の外側が異常に熱くなったとき ◆本機器からの異音
◆本機器からの異臭 ◆本機器内部に水が入ったとき
● 近くに雷が発生した時には、本体の POWER ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセン
トから抜いてご使用を中止して下さい。 雷によっては、火災･感電の原因となる恐れがあります。
● 本機器を移動する際は、本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
電源コードが傷つき、発熱による火災や感電の原因となる恐れがあります。
● お手入れの際は安全のため必ず本体の POWER を切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さ

ﾌﾟﾗｸﾞ抜く

い。 電源コードが傷つき、発熱による火災や感電の原因となる恐れがあります。
● 長時間使用しない場合または一日終了後は、安全のために必ず POWER を切り、電源プラグをコ
ンセントから抜いて下さい。

間違った使用方法・収納方法等により故障した場合は、保証期間内であっても保証対象外になり、有償修理となりま
す。
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Contents and parts identification
AC adapter (1 piece)

Main unit (1 unit)
1da

LED panel

Goggle (1 pair)

1da

Operation panel
1da
Operating instructions (including warranty card) (1 copy)

How to use
1.

Insert the AC adapter into the connection port on the back of the main unit. Press POWER on the operation panel once
to turn on.
TIME display shows 15. Use the UP/DOWN buttons to adjust the time.
You can set 1 to 30 minutes for TIME.

2.

When you press POWER again, a red LED turns on. When you press POWER again, an orange LED turns on. The
LED changes every time POWER is pressed. (Red --> orange --> yellow -->blue --> indigo --> purple -->off)

3.

Wear the goggles and irradiate.
If you feel your skin is dry during irradiation, please replace the fluid (SO2S recommended) during use.

4.

LED turns off with a beep sound When TIME ends, which means POWER OFF.
[Operation panel]

POWER button
Press once to turn on the unit, then TIME display
shows 15. When you press POWER again, a red
LED turns on. The color of LED changes every
time POWER is pressed. The power is turned off
at the end.

TIME
You can set 1 to 30 minutes.
Press the UP/DOWN buttons to adjust.
You can operate during treatment.
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Features of the device
This is a LED beauty device especially for beauty.
A total of 746 LEDs, red, orange, yellow, blue, indigo and purple, are used
Irradiation time can be set from 1 to 30 minutes.
Red LED wavelength: 620 nm±10
For people who are worried about dry skin
Maintain firmness and gloss of skin

Blue LED wavelength: 480 nm±10
For people who are worried about rough skin including pimples
Control sebum secretion and acne
Sedate your skin

Yellow LED wavelength: 580 nm±10
For people who feel their skin is in bad condition
Relax and sedate sensitive skin
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Orange LED wavelength: 600 nm±10
Maintain healthy skin
Vitalize your skin mildly

Indigo LED wavelength: 445 nm±10
For sun damaged skin

Purple LED wavelength: 405 nm±10
For people who are worried about sagging skin
Relieve redness in the face

*

This device is not a medical device.

*

There are differences in the effectiveness on the skin among individuals.
7

日常の管理
● 電源コード取外しの際、コードを引っ張らずに電源プラグ部分を持って丁寧に扱って下さい。

注意

● 本機器を長時間ご使用にならない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
● 電源プラグやコンセントに付着したホコリは、定期的に取り除いて下さい。 発熱による火災の原
因となる恐れがあります。

日常のお手入れ
本体のお手入れは乾いた軟らかい布で汚れを拭き取って下さい。 汚れがひどい時は軟らかい布を水で薄めた中
性洗剤に浸し、硬く絞ってから汚れを拭き取って下さい。 仕上げに乾いた軟らかい布で水気を拭き取って下さ
い。
● お手入れの際は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。 本機器の故障や感
電の原因となる恐れがあります。
● ベンジン･シンナー･灯油などの有機溶剤で本体･部品･銘板類を拭きますと、印字された文字が消
えたり、変色したり、装置の材質を損なう危険があります。
注意

● 本機器を改造・分解・修理をしないで下さい。 人身事故･感電･故障の恐れがあります。
● 電気システムに対する作業及びメンテナンス作業は正式な資格を得て承認された電気技術者にし
かできません。

保管・輸送
● 本機器を長期間ご使用にならない場合は、安全のため梱包して保管して下さい。
● 梱包作業の際、本機器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないよう十分注意して下さい。
注意

● 電源コードは、折り曲げたり、ねじったり、押しつぶすことのないようにして下さい。

トラブルシューティング
修理を依頼する前にもう一度お確かめ下さい。
機器の状態

確認していただく事

POWER を押しても電源が入らな

電源プラグがきちんとコンセントにささっていることを確認して下さ

い。

い。

LED が点灯しない。

本機器の故障が考えられます。
販売店またはメンテナンスサービスまでご連絡下さい。

● ご自分での分解･修理は故障や事故の原因となりますので絶対におやめ下さい。
注意

● 一度分解された機器の保証･修理はお受けいたしかねますのでご注意下さい。
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Specifications
Product name

: Premium J6

Power supply

: AC 100 V 50 Hz/60 Hz

Power consumption

: 40 W

Illuminant

: Red LED wavelength 620 nm±10
Orange LED wavelength 600 nm±10
Yellow LED wavelength 580 nm±10
Blue LED wavelength 480 nm±10
Indigo LED wavelength 445 nm±10
Purple LED wavelength 405 nm±10

Size: Width 320 mm, depth 130 mm, height 330 mm
Weight: 1.5 kg

*

The specifications are subject to change without notice because of improvements.

Service
The device comes with a quality warranty for one year after purchase. This warranty only covers technical defects and
failures. Also, this warranty does not cover failures which occurred because you did not follow the operation and installation
instructions described in this warranty even within the warranty period. This warranty also does not cover the following
failures.
・ Malfunctions or failures caused by inaccurate operation.
・ Failures due to use in an unsuitable environment, or malfunctions and failures caused by dismantlement, falling,
collision, etc.
・ Malfunctions and failures due to natural disasters.
・ Malfunctions or failures caused by inferior environment including humidity or dust.
・ Malfunctions and failures due to modification.
If you have any questions about services, please contact the following.

◆General guidance Toll-free◆

TEL 0120-169-119
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保証書

保証書
Premium J6

品名
お名前
ご住所

〒

TEL
ご購入日

年

月

日

保証期間 ご購入日より１年間
販売店/印

本保証書は下記の条件に従い､上記製品に対する保証サービスをご提供申し上げるものです。 各欄に記入のない保証書は無効となりますので、記
入の有無をご確認下さい。 漏れの事項がありましたらお買上げの販売店にお申し出下さい。
■保証規定
①本製品の取扱説明書等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、無償にて故障箇所の修理をさせていただきます。
本保証書を添えてお買い上げの販売店へ修理を依頼して下さい。
②保証期間内でも次の場合には有償修理とさせていただきます。
a)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
b)お買い上げ後の輸送・移動・転倒・落下等による故障および損傷。
c)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧等の外部要因に起因する故障および損傷。
d)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。
e)家庭用機器を業務用として長時間使用された場合の故障および損傷。
f)取扱説明書に記載されている以外の使用方法による故障および損傷。
g)過酷な条件（極寒の場所・酷暑の場所・粉塵が発生する場所・浴室や洗面所等）のもとで使用された場合の故障および損傷。
h)本保証書のご提示がない場合。
i)本保証書の所定事項に末記入の箇所がある場合。
j)本保証書をお買い上げの販売店の承認を得ることなく訂正した場合。
k)本保証書にお買い上げの販売店の記名および押印がない場合。 ③付属の化粧品等の消耗品類は本保証書の対象になりません。
④本保証書は日本国内のみで使用される場合に限り有効です。 This warranty is valid only in Japan.
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発売元 株式会社

エヴァンジール

■本社
〒321-0164
栃木県宇都宮市双葉 1-13-50
TEL 0120-169-119

製造販売元

株式会社

アグレックス

■本社
〒261-0023
千葉県千葉市美浜区中瀬 1-3 幕張テクノガーデン B 棟 9F
TEL

2020.5①

043-350-0111 FAX 043-350-0114
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