
保管用保証書付 製造番号取扱説明書

品番 AX-NBL503bk
ルルドフェイスメイク クールフラッシュスムーザー
COOLFLASH SMOOTHER

このたびはAX-NBL503bkをお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書
がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。
※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
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警告表示の意味

禁止を促す記号

強制を促す記号この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害
のみが発生する可能性が想定される」内容です。注意

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が
想定される」内容です。警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が
切迫して想定される」内容です。危険

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。

症状について

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明
しています。

次の人は使用しないでください。
•体内埋（植え）込み型および装着型の医用電子機器を使用している人
・ペースメーカー、神経刺激装置、インスリンポンプなど体内植込式医用電子機器
・人工心肺など生命維持用医用電子機器
・心電計などの装着型医用電子機器

次の人は使用しないでください。
•妊娠中の女性、授乳中の女性
•金属アレルギーを含むアレルギー体質の人
•肌の色が濃い人（P.6「肌の色と毛の色による推奨照射レベル」表の×に該当する人）
•30日以内に脱毛に化学的方法を使用した方、短時間で美白製品を使用した方、ビタミンAを含
む化粧品を使用した方
•次の病気や症状をお持ちの方
・重度の心臓病、中等度から重度の高血圧、悪性腫瘍、毛嚢炎、感染性皮膚疾患、皮膚にやけ
どを負った人、抗凝固障害のある人。

・瘢痕および創傷治癒不良の病歴を含む、異常なコラーゲン代謝を有する方。
・照射部位に静脈瘤や血管拡張薬などの血管疾患がある人。
・皮膚が光に敏感で、皮膚の発疹やアレルギーを起こしやすい場合。
・照射部位が感染している場合、単純ヘルペス、皮膚病変および血腫。
・免疫応答を抑制する病気（HIV感染、エリテマトーデス、イェリン病など）を持つ人々。
・出血性疾患に苦しんでいる人。フラッシュアレルギー性てんかんのある人。

危険

症状について

警告
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電源について

ご使用について

  1. 鼻孔
  2. へその内側
  3. 耳
  4. 眉毛、髪
  5. 眼球、まぶた、目の周り
  6. 喉頭隆起
  7. にきびエリア

  8. 肝斑、シミ、ほくろなど黒色
または暗褐色の肌部分

  9. 乳首、乳輪
10. 陰唇、膣、陰嚢、肛門
11. 大静脈
12. タトゥー、ボディペイン

ティングのある部位

13. 形成外科、手術部位、美容整形部位
14. 体内の人工インプラント上またはその近く
15. かさぶた、湿疹、あざ、吹き出物、いぼ、傷跡、

かぶれなど
16. 血管腫
17. 日焼けした肌

本製品は防水仕様ではありません。
●入浴中やシャワー中には使用しないでください。
●浴槽、シャワートレイ、洗面台、または湿気の多い場所の近くで使用しないでください。
感電、故障の原因になります。
次の部位には使用しないでください。

お子様やペットには使用しないでください。また、お子様やペットのいる場所での使用・
保管はおやめください。
事故やけがの原因になります。
製品使用後、アダプターと照射口は非常に熱くなりますので、触れないでください。
けが・やけどの原因になります。
使用するときは、必ず保護メガネを着用してください。
照射の際の点滅光が視力に影響を与える可能性があります。
清掃するときは、本体の電源を切り、電源プラグを抜いて、本体を冷ましてください。
感電、故障の原因になります。

電源ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったりしないでください。
ショート・故障の原因になります。
コードや電源プラグなどが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
ショート・火災の原因になります。
お手入れの際は必ず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、本体を冷
ましてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
けがの原因になります。
電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持って引き抜いてください。
ショート・発火の原因になります。
使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による漏電・火災の原因になります。
ACアダプターは付属品の指定されたものを使用してください。
また、付属のACアダプターはほかの商品には使用しないでください。

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。
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異常（故障）について

その他
改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売
店又は製造販売元に連絡してください。

ご使用前に必ず製品をご確認ください。製品またはアダプターが損傷している場合は、
使用を中止してください。
事故やけがの原因になります。
使用前に照射口を確認し、変形、変色、破損等がある場合は使用しないでください。
やけどや肌トラブルの原因になります。
故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
例）本体またはアダプターが異常に熱い、異常な音がする、こげ臭いにおいがする など
事故やけがの原因になります。

注意
ご使用について

磁力を発する機器に照射口を近づけないでください。
誤動作や故障の原因になります。
使用中、手で背面のファンをふさがないでください。また、不使用時に本体を横置きに
して、ファンをふさがないでください。
本体が熱を持ち、発火や故障の原因になります。
照射口を黒い物体に向けないでください。
機械が正常に動作しなくなるおそれがあります。
衣服、髪の毛などを照射しないでください。
焦げ付き、変色、損傷のおそれがあります。
エッセンシャルオイル製品と同時に使用しないでください。
使用効果に影響を及ぼし、やけどや肌トラブルの原因になります。
可燃性および爆発性の物質（噴霧器やガソリンスタンドなどを含む）の近くで使用しない
でください。
火災、感電、その他の危険を引き起こす可能性があります。
直射日光の当たる場所で使用しないでください。
故障・発火のおそれがあります。
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ご使用について　つづき
暗い場所で使用しないでください。
誤動作によりけがや故障のおそれがあります。
電源を入れても内蔵ファンが動かない（ブーンという音がしない）場合は、使用しないでください。
誤動作により故障・発火のおそれがあります。
背中や肩など、手の届きにくい場所には、お一人で使用しないでください。
誤動作によりやけどや肌トラブルの原因になります。
照射後24時間以内は、照射した部分のお肌を直射日光や紫外線にあてないでください。
肌トラブルの原因になります。
同じ箇所に過度な照射はしないでください。
●1回の使用は5分以内としてください。
●1日に同じカ所に2回以上使用しないでください。（シングルモードの場合）
肌を傷つけたり、肌のトラブルや故障の原因になります。
アクセサリーなどの硬いものをつけたまま使用しないでください。
事故やけがの原因になります。
照射口の汚れは定期的に掃除してください。
使用中のやけどや誤動作のおそれがあります。
照射部位のお肌は清潔で、ローション、潤滑液、その他の化粧品を使用していないこと
を確認し乾燥した状態で使用してください。
使用効果に影響を及ぼし、やけどや肌トラブルの原因になります。
必ず除毛してからケアをしてください。
使用効果に影響を及ぼし、やけどや肌トラブルの原因になります。
使用前に、肌に残った毛クズはきれいに取り除いてください。
使用効果に影響を及ぼし、やけどや肌トラブルの原因になります。
顔に使用する場合は、必ずメイクを落としてからケアをしてください。
使用効果に影響を及ぼし、やけどや肌トラブルの原因になります。
お肌の状態に合わせて照射レベルを設定してください。初めて使用する場合は、必ずレ
ベル1から使用を開始してください。
肌トラブルの原因になります。
痛みを感じなくても、無理に照射レベルを上げないでください。
肌トラブルの原因になります。
本製品の使用可能な周囲温度は0～45℃です。使用前に室温を確認してください。
故障・破損の原因になります。
使用後は本製品の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
誤動作により故障・発火のおそれがあります。
肌に炎症が発生した場合は使用を中止してください。2日経っても炎症が続く場合は、
専門家または皮膚科医に相談してください。
肌のトラブルになります。
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開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください。

•本体　　•電源ケーブル　　•ACアダプター　　•保護メガネ　　•取扱説明書

梱包内容の確認

各部の名称

付属品

本体
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梱包内容と各部の名称

保護キャップ
照射ボタン

冷感LED

ACアダプター

電源ケーブル

接続プラグ

電源プラグ

ACアダプタープラグ

密着検知LED

照射レベルLED

電源ボタン／
照射レベル調整ボタン

電源差込口

照射口

ファン通風口

通風口

取扱説明書

保護メガネ



使用前の準備
1

2

3

照射する部分のお肌を確認する
●ムダ毛がシェービングされているか　●お肌がきれいに洗われているか　●完全に乾いているか
香水、ローション、ボディローション、日焼け止めなどが残っていないかを確認してください。

肌の色と毛の色による推奨照射レベル

白色 象牙色 乳白色 ライトブラウン ブラウン ダークブラウン
黒色

黒色

ダークブラウン

ブラウン

ライトブラウン

金色

赤色

白色

肌の色
毛の色

4/5
4/5
4/5
4/5
×
×
×

4/5
4/5
4/5
4/5
×
×
×

4/5
4/5
4/5
4/5
×
×
×

1/2/3
1/2/3
1/2/3
1/2/3
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

照射口を確認する
●汚れや毛くずの付着がないか　　●照射口に損傷や異常がないか
製品の誤動作・劣化・肌トラブルを防ぐため、汚れがある場合は必ず清掃し
てください。
※照射口にキズや割れなどの損傷がある場合は、使用を中止してください。

本製品を使用する前に、皮膚テストを実行する 
①皮膚テストを行う部位を選んで、ムダ毛を剃り、肌を清潔で乾燥した状態に保ちます。
②照射レベルを1に設定し、肌に1回照射します。
（P.7 ～ P.9 「使用方法」参照）

③2時間後、肌の状態を確認してください。照射した部位に異常
（赤み、水ぶくれ）がなければ、問題ありません。

④照射レベル2 ～ 5でも、それぞれ同様にテストをおこない、
異常がないか確認してください。
使用の際は、下表を参考に適したレベルを選んでください。
※必ず、皮膚テストの結果で問題のない照射レベルで使用してください。

注：表の数値は推奨照射レベルであり、効果には個人差があります。

×に該当する方は使用できません。
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使用方法

注意

1

2

3

ケアしたい部分のムダ毛を、カミソリ等でシェービングする

ACアダプターを接続する
①ACアダプタープラグを本体の電源差込口に差し込み、ACアダプターの接続口に電源ケーブルの
接続プラグを差し込みます。
②電源プラグをコンセントに差し込んでください。
※確実に差し込んでください。

●必ず除毛してからケアをしてください。
　※本製品には除毛機能はありません。
●肌に残った毛クズはきれいに取り除いてください。
●顔に使用する場合は、必ずメイクを落としてからケアをしてください。
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使い方

電源を入れる
本体後部の電源ボタンの　　を長押しすると電源
が入り、照射レベルLEDと冷感LEDが点灯します。
●作動開始の照射レベルは1です。

●各プラグは差込口に、根元までしっかり差し
込んでください。

PO I N T

●本体の電源を入れると、ファンの回転音が
鳴ります。
　冷却装置が作動し、照射口が冷たくなります。

PO I N T
長押しする

電源ケーブル

電源プラグ

接続口

電源差込口

ACアダプタープラグ

ACアダプター

接続プラグ
コンセント



4

5

6

警告

注意

密着検知
LED

保護メガネを着用する

①付属の保護メガネを図のように広げて展開し
ます。
②保護メガネを装着します。

ケアしたい部分に照射口をあてる
照射口をすき間なくお肌と垂直に当ててください。
※密着検知LEDが白色に点灯し、照射口が肌に密着
していることを示します。
密着検知LEDが点灯していない場合は、照射口が
肌に密着していないため、照射ボタンを押しても
照射されません。

照射レベル調整ボタン　　を押し
て、照射レベルを調整する
照射レベル調整ボタン　　を押すごとに照射レベル
は、下図のように切り替わります。

※照射レベルが高いほど、エネルギーが大きくなり、痛みや刺激を感じやすく、お手入れの
効果が出やすくなります。
レベル1から始めて、段階的にレベルを上げてください。

●使用するときは、必ず保護メガネ
を着用してください。

●痛みを感じなくても、無理に照射レベルを上げないでください。
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①

②

90°

肌

照射レベル2

照射レベル1 照射レベル2 照射レベル3

照射レベル3

照射レベル4 照射レベル5

照射レベル4

押す

密着する



使用方法

照射後のお肌のお手入れ
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照射する
照射ボタンを押してケアを開始します。
シングルモード → 照射ボタンを押します。
連 射 モ ー ド → 照射ボタンを長押しします。

（P.10「使用モードについて」参照）

※密着検知LEDが点灯していないと照射しません。

ケアを終了する
①ケアしたい部分の照射が終わったら、電源ボタン　　を長押しして電源を切ります。
　※約3分間、操作せずに経過すると、自動的に電源が切れます。
②電源プラグを抜いてください。

●男性の使用について…
本製品は、男性でもご使用いただけます。
ただし、一般的に男性は女性に比べて体毛が太く毛量も多いため、肌への刺激が強くなる
おそれがあります。
お肌のトラブルを避けるために、必ず照射レベルは 1 から使用してください。

●ケア後6時間以内は水との接触を避け、その後は保湿水で照射部位を保湿することをおすすめします。
●脇の下を照射した直後に制汗剤を使用しないでください。
●ケアした後6時間程度は、香水、フェイシャルマスク、スクラブビーズを含む化粧品を使用しないで

ください。
●ケア後24時間以内は紫外線を避けてください。必要に応じて日焼け止めを塗ってください。
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使い方

パチッ

肌

照射ボタン

押す



使用モードについて

お肌のケアしたい部分に照射口を置きます。このとき、照射口がお肌に垂直にピッタリとフィット
していると、密着検知LEDが点灯し、照射が可能になります。
照射ボタンを押したままにすると、一定の間隔でフラッシュが照射されます。
照射口をお肌にフィットさせたまま、一定速度で本体を動かして（スライドさせて）ください。
同じエリアを前後に2回スライドさせることで、効果の差が少なくなります。

腕、脚、その他の広いエリアへの使用に適しています。

シングルモード

お肌のケアしたい部分に照射口を置きます。このとき、照射口がお肌に垂直にピッタリとフィット
していると、密着検知LEDが点灯し、照射が可能になります。
照射ボタンを1回押すと、フラッシュが照射されます。
位置を移動させながら、一回ずつ照射ボタンを押してフラッシュを照射します。密着検知ランプが
点灯するのを待ってから、照射ボタンを押してください。
上記の操作を繰り返します。

本製品は、以下のモードを使用してお肌のケアをすることができます。

唇の毛、脇の下、顔、ビキニエリアなどの小さなエリアへの使用に適しています。

連射モード
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パチッ

●照射レベルが高いほど、フラッシュの間隔は
長くなります。

パチッ

パチッ

パチッ パチッ

PO I N T



使い方のコツ

使用周期（頻度）について

●本製品の照射口にはサファイアクリスタルが採用されており、照射していない間は冷感モードと
なって、肌への冷却効果を発揮します。ただし、連続して照射すると照射口に熱が蓄積されます。
1カ所への照射が完了したら、約30秒間は照射せずに、肌に照射口を当てて数回スライドさせてく
ださい。その後、次の箇所のケアを行ってください。
上記の操作を繰り返すことで肌を落ち着かせることができ、照射口の冷却効果を保つことができます。

●本製品を使用する場合は、照射口を肌にしっかりと
押し当て、毛の根元部分に充分に接触させてください。
そうすることで、毛根に高いエネルギーを与え、
有効的な効果が得られます。
また、冷却効果がある照射口が肌に触れることで、
あらかじめ表皮を冷やし肌の熱量を減らし、肌を
保護するのに役だちます。

本製品は以下の使用頻度で使用されることをおすすめします。

1 ～ 2週目　→　週に 1～ 3回まで
3～ 5週目　→　週に 1～ 2回まで
5 週目以降　→　月に 1～ 2回まで

ご使用開始から

●照射口の結露ついて…
本製品を使用中、照射口に結露が発生する場合があります。これは冷却効果による照射口表面
の温度と環境温度の温度差によって発生するもので、故障ではありません。
そのままご使用いただいて問題ありません。
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使い方

●上記の頻度を参考に適度なペースで使用を続けると、徐々に体毛が薄く生えにくくなってきます。
最初の数回はほとんど目に見える変化はありませんが、継続的に使用を続けることによって効果
を実感しやすくなります。
●効果の感じかたは、使用する部位や個人によって異なります。実際の毛の状況にあわせて調整し
てください。
●本製品は、永久脱毛をするためのものではありません。

PO I N T



警告

●柔らかく、清潔で乾いた布を使用して、照射口を拭き、清掃します。
●本体の汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、
最後にから拭きしてください。
●食器洗い機で製品や付属品を掃除しないでください。
●スチールウール、研磨剤入りクリーナー（歯磨き粉など）、腐食性液体（ガソリン、エンジンオイル、
アセトンなど）を使用して製品を洗浄しないでください。

●清掃する前に、本体の電源を切り、電源プラグを抜いて、本体を冷ましてください。

●本製品によるケアの効果と毛周期について…
本製品は、毎日使用すると早く効果が出るわけではありません。
体毛には、抜けて新たな毛が生え変わるまでのサイクルがあり、このサイクルを毛周期とよびます。
本製品による効果的なケアのためには、毛周期に合わせた適切なアプローチが必要です。
毛周期は以下の3段階に分かれます。
　①毛の成長周期の中で最も根が太く、メラニン色素が濃い「成長期」
　②毛の成長がとまるとともにメラニン色素も薄くなり、体毛が抜けて行くのを待っている
「退行期」

　③毛が完全に抜け落ち、次の成長期を迎えるまで毛が休んでいる状態の「休止期」

毛周期のうち、「成長期」が最もケアに適しているといわれています。
「退行期」と「休止期」にケアをしてもあまり効果を得られません。

ただし成長期の周期にあるムダ毛は、全体の中ではごく一部でしかなく、1回のケアで全ての
ムダ毛にアプローチすることはできないのです。
本製品を使用してのケアは、1回や2回では効果が実感できません。
効果に個人差はあります。
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お手入れ



修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理
を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故の
おそれがあります。

電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？
→電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。（P.7）

本体や照射口の温度が高くなっていませんか？
→本体や照射口の温度が下がるのを待ってから使用してください。（P.11）
照射口が皮膚に正しく当たっていますか？（密着検知LEDが点灯していますか）
→密着検知LEDが点灯するまで、照射口を皮膚に近づけてください。（P.8, P.9）

ケアをする部分のムダ毛がきれいに剃られていますか？
→ケアをする部分のムダ毛をきれいに剃ってください。（P.7）
下記部分には本製品の使用は適していません。
→陰唇、膣、陰嚢、肝炎、乳首、乳輪などの暗い肌の部分には、この製品

を使用しないでください。
使用する照射レベルが高く設定されていませんか？
→照射レベルを下げて使用してください。（P.6）
照射口にキズが付いたり、破損したりしていませんか？
→使用を中止して、カスタマーサービス課にお問い合わせください。

照射レベルが低すぎる設定になっていませんか？
→照射レベルを少しずつ上げて、適したレベルを選んで使用してください。（P.6）
連射モード使用時の照射間隔の間に動いた箇所は十分に照射されず、効果
にムラが出ます。
→連射モード使用時は、同じエリアを前後に2回スライドさせることで効果

のムラが少なくなります。（P.10）
本製品がご使用される方のムダ毛の色にあっていない。
→ご使用になる方のムダ毛が明るい金色、灰色、赤または白である場合、

照射しても効果が見られない場合があります。（P.6）
使用する頻度が不十分ではありませんか？
→すべてのムダ毛をうまく取り除くには、ご使用のタイミングやご使用方法

を確認いただき、継続的にご使用ください。（P.11）
短期間のご使用では効果は期待できません。
→本製品は、継続して使用する必要があります。 使用する部分や、使用する

方の体格や毛包の成長サイクルなどの個人差により、効果は異なります。
（P.11）

電源が入らない／
照射レベルLEDが
点灯しない

照射ボタンを
押しても照射が
できない

ケア中に
耐え難い痛みがある

効果が低い・
感じられない
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故障かなと思ったら





本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の
記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買
上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料
修理いたします。
弊社は「ルルドフェイスメイク クールフラッシュスムーザー」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切
後最低3年間としています。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。
保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記してお
りますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保 証 書
本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、
下記保証規約により無料修理をお約束いたします。
修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

503-01-211014

1

2

3

4

5

品名 / 型番 ルルドフェイスメイク クールフラッシュスムーザー / AX-NBL503bk
お買上げ年月日 保証期間 お買上日より1年　本体　　　　年　　月　　日

お名前
様

ご住所

TEL：（　　　　）　　　　－　　　

販
売
店

お
客
様

★

★ ★

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本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 規 約
1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由に

より生じた故障などについては本保証書は適用されません。
・取扱上の不注意、誤った使用方法
・天災、火災などによる故障または損傷
・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
・保存上の不備
・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
・本製品本来の使用目的以外の使用
・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）
　に使用された場合の故障および損傷

2
3
4

5
6

7

運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
無料保証期間はご購入の日から1年間です。
保証の適用されない故障および保証期間経過後の
故障については、有料で修理いたします。
保証書の再発行はいたしません。
本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた
場合は、有料修理になります。
本書は日本国内においてのみ有効です。

https://www.atex-net.co.jp/
株式会社アテックス　大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは
カスタマーサービス課
0120-486-505

受付時間　平日9：00～17：00（土・日・祝日・夏期休暇･年末年始を除く）

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
株式会社アテックス

保証とアフターサービス




