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この度は、当社製品「Exidéal Deux」をご購入いただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよく読んでから、本製品を使用していただきますようお願い申し上げます。
また、この取扱説明書の裏面に保証書が付いておりますので、必ず大切に保管してください。

〒105-6306　東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー6階

カスタマーサービス ： 0120-034-503　月～金（祝祭日除く）10 ： 00～17 ： 00
TEL ： 03-6206-6188　FAX ： 03-6206-6289

1)取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正しい使用状態で保証期間内に故障した場合、本書の記載内容に基
づき無料修理させていただきます。
　●無料修理をご依頼になる場合、ご購入先に本書をご持参ご呈示いただきお申し付けください。なお、持ち込みではなく
　ご購入先もしくは弊社カスタマーサービスへ直接送付された場合、送料はお客様負担になります。
　●ご購入先に無料修理を相談されない場合、弊社カスタマーサービスへご相談ください。
2)ご転居の場合の修理相談につきましては、ご購入先または弊社カスタマーサービスへご相談ください。
3)ご贈答品などで本書に記載のご購入先で無料修理を受けられない場合は、弊社カスタマーサービスへご相談ください。
4)保証期間内でも次の場合には、原則として有償とさせていただきます。
　●使用上の誤りおよび不当な修理、改造による故障及び損傷
　●お買い上げ後の保管場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
　●火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷
　●車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
　●一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷
　●本書のご呈示がない場合
　●本書にご購入日およびご購入先名、お客様名の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合
5)消耗品の交換は有償とさせていただきます。
6)本書は、日本国内でのみ有効です。
7)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。
■お客様の個人情報の取り扱いについて他
　※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、保証期間内の無料修理対応および安全点検などに利用させて
　いただく場合がございますので、ご了承ください。
　※本書は、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。本書を発行している保証責任者お
　よびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理に
　ついてご不明な点がございましたら、ご購入先もしくは弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。
　※保証期間経過後のアフターサービスについては、取扱説明書の「保証について」をご参照ください。

https://www.exideal.jp H-2212

エクスイディアル ドゥ  保証書
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安全上のご注意 ※必ずお読みのうえお守りください。

使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をお読みいただき、ご理解のうえ安全に正しく使用してください。
■この注意事項は、本製品を正しく使用いただき、使用される方や他の人への危害、損害を未然に防止するた
　めのものです。
■注意事項は、次のように区分しています。

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。

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

注意区分について

図記号について
禁止の行為を表示する記号

しなければいけないことを表示する記号

ペースメーカーや心電計など医療用電子機器をお使いの方は、医療用電子機器の誤作動をまねく恐れがありますので、使用しないでください。 

必ず交流100V-240Vのコンセントで使用してください。また本製品専用ACアダプターを必ず使用してください。火災や感
電、故障の原因になります。

コードや専用ACアダプターに傷みや異常な発熱がある場合、またコンセントへの差し込みがゆるい場合などは、使用しないで
ください。火災や感電、ショート、火傷の恐れがあります。

コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重い物を載せたりしないでください。火
災や感電、ショート、火傷の恐れがあります。

イヤリングやネックレスなどの貴金属類は、外して使用してください。事故やトラブルの原因になります。

本製品を浴室内や湿気の多いところに保管したり、水のかかりやすいところ(洗面台の上など)に置かないでください。 劣化に
よる火災や感電の恐れがあります。

使用しないときは、専用ACアダプターをコンセントから抜いて必ず電源を切ってください。絶縁劣化による感電やショート、発
火の原因になります。

専用スタンドの高さや角度を調整する際は、必ず美顔器本体を外してから行ってください。また、ベース部分に手を添えて調整
してください。

濡れた手で専用ACアダプターを抜き差ししないでください。感電やショートの恐れがあります。

本製品には非常に強い赤外線照射パルスプログラムが含まれているので、テレビやエアコンなど赤外線を使ったリモコン機器
が動作しない場合があります。万が一、誤作動やリモコンの使えない状況が発生した場合は、本製品の電源をお切りください。

引火性のもの（アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど）の近くで使用しないでください。火災や感電、ケガの原
因になります。

火への投入や加熱、高温での使用、放置をしないでください。発熱や発火、破裂の原因になります。

次のような場合、使用を中止し電源を切り専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。火災や異常出力による火傷の
恐れがあります。
●本製品からの発煙　●本製品の異常発熱　●本製品からの異音　●本製品からの異臭　など

弊社の指定する修理技術者以外は、改造や分解、修理は絶対にしないでください。発火や異常動作によるケガの恐れがありま
す。

水につけたりしないでください。感電やショートの恐れがあります。

脱毛や剃毛処理をした当日は、同部位へ使用しないでください。腫れや赤みの出る恐れがあります。

下記の皮膚トラブルをお持ちの方、および該当する肌には、使用し
ないでください。肌のトラブルが悪化する原因になります。
・光過敏症
・皮膚病、あるいは皮膚に関する既往症をお持ちの方
・皮膚炎（アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎、過度の日焼けなど）
・金属アレルギー
・ニキビや吹き出物で化膿を伴う部位
・湿疹、腫れもの、およびイボ（ウイルス性など）
・紫斑
・黒皮症

下記の疾病に該当する方は、使用しないでください。
思わぬ事故や、肌および身体のトラブルが生じる原因になります。
・急性疾患
・血液疾患（出血性疾患、血友病など）
・異常血圧で治療中ないしは経過観察中の方
・有熱性疾患
・悪性腫瘍
・伝染病（感染性疾患）
・顔面の神経障害
・交通事故による頭部および眼科的後遺症

下記に該当する肌や部位には、使用しないでください。
思わぬ事故や、肌および身体のトラブルが生じる原因になります。
・敏感肌
・傷口

下記に該当する方は、使用しないでください。
思わぬ事故や、肌および身体のトラブルが生じる原因になります。
・光の点滅に反応するてんかん発作のある方
・アレルギー体質
・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
・生理中の方
・妊娠中や産後1ヵ月、および授乳中の方
・飲酒後や薬（特に睡眠を誘う薬）を服用中の方
・疲労の激しい方、体調のすぐれない方、および安静を必要とする方
・体温38℃以上(有熱期)の方

ペットおよび幼いお子様による使用や、本製品で遊ばせるなどしないでください。事故やケガの原因になります。

使い始めの方や敏感肌の方は、使用時間を短めにして肌の様子を見ながら使用してください。事故やトラブルの原因になります。
使用時間や使用頻度は、取扱説明書に従ってください。事故やトラブルの原因になります。

痛感や不調を感じたときは、使用をやめてください。事故やトラブルの原因になります。

子供の手の届かない場所に保管してください。事故やトラブルの原因になります。

必ず平らな場所で使用してください。不安定な場所での使用は非常に危険ですのでおやめください。

専用スタンドのネジがゆるんだまま使用しないでください。事故やトラブルの原因になります。
ネジがゆるんだ場合は、付属の六角レンチにて調整してください。
専用スタンドを本来の用途以外で使用しないでください。事故やトラブル、故障の原因になります。

本製品を落としたり、投げつけたり、強い衝撃を与えないでください。事故やトラブル、故障の原因になります。

本製品の上に物を載せないでください。

専用ACアダプターを抜くときは、必ずアダプタープラグを持ち、コードを引っ張らないように抜いてください。
次のような場所には、保管しないでください。
●直射日光の当たる場所 ●湿気の多い場所 ●粉塵の多い場所 ●引火の危険のある場所 ●風雨にさらされる場所 
●高温または零下の場所 ●化学薬品、ガスの発生する場所 ●振動の激しい場所

アルコール・シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤・中性洗剤などの薬品や殺菌・消毒剤で拭かないでください。変形・
変色・ひび割れなどの故障や破損の原因になります。

※この取扱説明書は、使用される方がいつでも読むことのできる場所に保管してください。
※間違った使用方法や収納方法、保管方法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となり有償修理になり
　ます。

本製品を使用する際にはゴーグル着用を必要とするプログラム、不要のプログラムにかかわらず、必ず目を閉じて照射して
ください。また、エクスイディアル専用ゴーグル以外は使用しないでください。
本製品を使用する際は、LED光を直接のぞき込まないでください。

顔や身体の美肌目的以外での使用や、破損した本製品を使用しないでください。使用に際して肌および体調に不安のある方は、
使用前に医師にご相談ください。
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－よりスタイリッシュに、よりパーソナルに、より効率的に－●本体 ●付属品

●ボタンの名称

高輝度高出力LEDとこだわりの配置設計

独自のLEDプログラム

カスタムプログラム

LED美顔器のパイオニアが作った次世代パーソナル美顔器。
特定の光（波長）を独自に組み合わせた、お悩みごとのプログラムを構成。
さらにその日の肌状態を測定し、あなたに最適なトリートメントで毎日のスキンケアをサポートします。

厳選した高輝度LEDを4波長280個使用。
計算されたLED配置と角度のサークル光学設計により影ができにくく、小鼻や肌の凹凸にしっかりと光を
届け、サロンレベルのトリートメントをご自宅でも。

肌悩みに特化した特定の光（波長）を独自に組み合わせて構成された、目的別プログラムを搭載。
赤・黄・青・近赤外線の4波長を組み合わせたプログラムで効率的なトリートメントを叶えます。

あなたオリジナルのトリートメントを、4つの肌ケアプログラムからカスタマイズ。
面倒な切り替えが不要で、一度に取り入れたい全てのケアが可能です。

お顔だけでなく、頭からつま先まで全身のトリートメントが可能です。
また、頭皮ケアプログラムで気になる頭皮のお悩みにもアプローチ。

特長同梱物と各部の名称

全身ケア

※選択したボタンは緑色に点灯します。
※ゴーグルを着用する場合は、ゴーグルボタンを選択してください。ボタンが緑色に点灯します。

肌温度、照射距離を測定するセンサーを搭載。
LEDのパワーやプログラムを自動で調整し、今日のあなたに合わせたパーソナライズなケアを実現。
※肌ケアプログラムのみ対応

温感センサーと距離センサー

温感センサー

距離センサー
①

専用ACアダプター
接続口

キメ・ハリ 思春期肌 肌荒れ
・
乾燥肌

輝き肌 頭皮ケア

頭皮ケア
プログラム

肌ケア
プログラム

専用ACアダプター

専用ゴーグル

六角レンチ専用スタンド

①LED照射パネル
②操作パネル

プログラムボタン
各アイコンを押してプログラムを選択できます。

タイマー/ポーズボタン
ボタンを押して照射時間を設定します。
（5分→10分→ 15分→ 20分→ 25分→ 30分→ 5分）
照射中にボタンを押すと一時停止ができます。

タイマー表示パネル
照射時間を表示します。

スタート/ストップボタン
ボタンを押してプログラムをスタートします。
照射中にボタンを押すと照射が終了します。

電源ボタン
長押しで電源が入り、再度
長押しで電源が切れます。

温感センサーボタン

距離センサーボタン

ゴーグルボタン

オプションボタン
各アイコンを押してオプション機能を
選択できます。

②

アーム

ベース

ツメ

5

高さ、角度を自由に調整可能。2つの可動軸で細かい角度調節が可能です。
お好きな場所や姿勢でリラックスしながら、照射したい部分にフォーカスできます。

上下前後に調整可能なスタンド6

Aタイプ

注意

BFタイプ

販売地域によって、同梱
される専用ACアダプ
ターの種類が違います。
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－あなたのお肌に寄り添うLED美顔器－

肌温度を測定し、肌温度に合わせてLEDのバランスを自動調整！
その日のコンディションに合わせたトリートメントが可能。

照射距離を測定し、距離に合わせてLEDのパワーを自動調整！
適正なパワーでLEDトリートメントが可能。

プログラム × オプション組み合わせ一覧

温感センサーについて

距離センサーについて
カスタムプログラム

プログラム

プログラム

オプション機能

肌ケア
プログラム

肌ケア
プログラム

×

○

×

×

×

×

×

○

○

×

○

×

×

○

×

○

○

×

頭皮ケア
プログラム

頭皮ケア
プログラム

キメ・ハリ

思春期肌

肌荒れ・乾燥肌

輝き肌

頭皮ケア

特長 推奨時間

そろそろ年齢にあったケアが必要…そんなお肌のサインを感
じたらエイジングケア*に適したこちらのプログラムで優しく
ケア。
ピンと鳴り響くハリ感のある素肌に。
*年齢に応じたケア

乱れた生活リズムや食習慣等により繰り返し立ち戻ってしま
う肌を、こちらのプログラムで、するするほどけるようななめ
らか肌に。

一年中気になる乾燥や肌荒れ、エアコンや不規則な生活でゆ
らぎがちなお肌にはこちらのプログラムでしっとり優しさあふ
れる触り心地に。

日々あらゆる対策を講じていても、隙間をぬって入り込んでく
るのが紫外線。
日差しにさらされたお肌には、こちらのアフターケアプログラ
ムで輝き肌に。

頭皮や毛髪をすこやかに保つための年齢に応じたケアとし
て、また繰り返すカラーリングや紫外線を浴びた頭皮にもご
使用いただけます。

肌ケアプログラム（キメ・ハリ/思春期肌/肌荒れ・乾燥肌/輝き肌）よりお好みのプログラムを複数選択可能です。
頭皮ケアは選択できません。
設定時間内に選択されたプログラムが自動で切り替わり、均一に照射されます。

・温感センサーの測定範囲は美顔器から約10㎝～20㎝以内です。
・測定結果に合わせて、LEDバランスを自動で調整します。
・温度測定完了後は、温感センサーボタンがプログラム終了時まで点滅します。
※温感センサーを使用する際は、距離センサーとゴーグルボタンが自動でオンになります。
　ゴーグルを着用し、目を閉じて使用してください。

・プログラムスタートと同時に距離センサーが作動します。
・照射距離は10㎝～40㎝以内を推奨しています。
・測定結果に合わせて、LEDの照射出力を自動で調整します。

※40㎝以上距離がある場合は、安全上の都合によりLEDの照射出力は弱になります。
※測定結果は照射箇所の角度や反射率によって変動します。

※頭皮ケアプログラムと肌ケアプログラムは併用できません。
※頭皮ケアプログラムを選択時に肌ケアプログラムボタンを押すとエラー音が鳴ります。
※ゴーグルボタンのオンオフにかかわらず、照射中は目を閉じてください。

※温感センサーを選択した場合は、距離センサーとゴーグルボタンが自動でオンになります。
※併用出来ないボタンが押された場合は、エラー音が鳴ります。
※頭皮ケアプログラムを選択した場合は、オプション機能は使用できません。

ゴーグル オフ

ゴーグル オン

10分

5分

10分

5分

10分

5分

10分

5分

10分

約10㎝～20㎝　弱
約21㎝～30㎝　中
約31㎝～40㎝　強

ゴーグル距離センサー温感センサー
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Q＆Aお使いになる前に

操作手順

目には全く影響ないでしょうか？

体の全ての部分に当てても大丈夫
でしょうか？

直接視力などに影響することはありません。ただ、瞬間的
に非常に強い光を見ると一時的に周りが暗く感じる事があ
りますので、ゴーグルボタンをオンにした場合は必ずゴー
グルを着用してください。また、ゴーグルボタンのオンオフ
にかかわらず照射中は必ず目を閉じてください。

ニキビがある時も使用できますか？ 炎症がひどい時は使用をお控えください。炎症が治まりま
したら、少しずつ様子を見ながら使用してください。

使用時間の制限はありますか？

基本的に何時間使用しても問題ありませんが、毎日少しず
つ続けてトリートメントすることをお勧めします。一回の目
安としてはプログラムごとに推奨時間がございますので、
プログラム説明（P5）をご参照ください。

問題ありません。お顔だけでなく、頭からつま先まで全身
のトリートメントが可能です。

使用中、ピリピリしますか？ 本製品は非接触美顔器なので、電気刺激は全くなく安心
安全な美顔器です。

日焼け直後に使用できますか？
日焼けは皮膚が紫外線により火傷している状態なので、数
日間は使用をお控えください。洗顔後、肌がつっぱった感じ
や痛み、その他の違和感が無ければご使用いただけます。

海外でも使用できますか？
100V-240Vまで対応しておりますので、使用国の電圧
をお確かめのうえ、コンセントの形状を合わせていただけ
れば変圧器も必要ございません。

使用後のお手入れは？

照射パネルや操作パネルの汚れが気になる場合は、柔ら
かい布で拭き取ってください。アルコールやシンナー、除
光液などは変形や故障の原因になりますので使用しない
でください。

付属品だけの購入はできますか？ 可能です。お買い上げ店舗、または公式オンラインショップ
よりご購入いただけます。

質問 回答
使用頻度について 毎日ご使用いただけます。

各プログラムはゴーグルオン5分、ゴーグルオフ10分を推奨しています。

アクセサリーについて イヤリングなど、顔や首周辺のアクセサリーは外して使用してください。

肌について

メイクを落とし洗顔後、お手持ちのスキンケアで肌を整えた状態で使用して
ください。
肌の様子を見ながら使用してください。
※肌にトラブルが生じた場合は、使用を中止し医師にご相談ください。

専用スタンドについて

専用スタンドの高さや角度を調整する際は、必ず美顔器本体を外してから
行ってください。また、ベース部分に手を添えて調整してください。
必ず平らな場所で使用してください。不安定な場所での使用は非常に危険
ですのでおやめください。

①電源を入れる　
→本体に専用ACアダプターを接続し、電源ボタンを長押しし電源を入れます。

②プログラムの選択
→お好みのプログラムを選択します。
　カスタムプログラムを使用する場合は、照射したいプログラムを全て選択してください。
　※カスタムプログラムは、肌ケアプログラム（キメ・ハリ/思春期肌/肌荒れ・乾燥肌/輝き肌）より複数
　　選択可能です。頭皮ケアは選択できません。
　※頭皮ケアプログラムを選択時に肌ケアプログラムへ切り替える場合は、再度頭皮ケアボタンを押して
　　選択を解除してください。

③オプション機能の選択
→温感センサーボタン、距離センサーボタン、ゴーグルボタンで各機能のオンオフを選択します。
　※選択したボタンは緑色に点灯します。
　※温感センサーを選択した場合は、距離センサーおよびゴーグルボタンは自動的にオンになります。
　　なお、距離センサーおよびゴーグルボタンを個別に選択する場合は、再度温感センサーボタンを押し
　　て選択解除してください。

④照射時間の設定
→タイマー/ポーズボタンで照射時間を選択します。（5分/10分/15分/20分/25分/30分）

⑤照射スタート
→スタート/ストップボタンを押し、照射をスタートします。
　※ゴーグルボタンをオンにした場合は、ゴーグルを着用してください。 
　　3カウント後に照射がスタートします。
　※ゴーグルボタンのオンオフにかかわらず、照射中は目を閉じてください。
　※プログラム終了時には音が鳴り、照射終了をお知らせします。

※照射中、タイマー/ポーズボタンを押すとプログラムが一時停止できます。
　照射再開は、再度タイマー/ポーズボタンを押してください。
※照射中、電源ボタンを長押しすると強制終了できます。
※10分間操作が無かった場合は、自動で電源がオフになります。
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トラブル症状 考えられる原因 対処方法

トラブルシューティング 保証について

仕　様

■保証書について
　保証書は裏表紙に添付しております。必ずご購入先名やご購入日などの必要事項の記入をお確かめのうえ、
　本書を大切に保管してください。保証内容につきましては、必ずお読みください。

■保証期間について
　保証期間はご購入日より1年間です。

■アフターサービスについてご不明の場合
　弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。

■修理を依頼されるとき
　サービスを依頼される前に取扱説明書の内容をお確かめください。なお異常がある場合は、専用ACアダプターを抜
き、ご購入先または弊社カスタマーサービスへご相談ください。
　※送付される場合の送料はお客様負担となります。修理後の配送料は弊社にて負担させていただきますので、予めご
　了承願います。

　●保証期間中の場合
　　保証書の規定に従って修理いたします。ご購入先または弊社カスタマーサービスへ、保証書およびご購入日がわか
　るものを添えてご持参いただくか送付ください。
　●保証期間を過ぎている場合
　　修理により製品機能が維持でき、使用できる製品は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。
　　ご購入先または弊社カスタマーサービスへご相談ください。

製品寸法

本体重量

17W（最大）

20W（最大）

縦：約273mm　
横：約195mm　
厚み：約17mm　

LEDドライブ出力

定格消費電力約620g

電源方式 １W以下待機消費電力付属専用ACアダプター使用

定格電圧 DC24V  1A定格入力AC100V-240V 50/60Hz 1A（最大）

※本製品は美顔器であり、医療機器の効果・効能はありません。

◆美容事業部
〒105-6306
　東京都港区虎ノ門1丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー6階
TEL:03-6206-6188　FAX:03-6206-6289
◆大阪商品センター
〒566-0055
　大阪府摂津市新在家2丁目2番6号
TEL:06-6827-0307　FAX:06-6827-0304

株式会社ハスラック

エクスイディアル・カスタマーサービス
フリー
ダイヤル

受付時間 月～金（祝祭日を除く）10：00～17:00
0120-034-503

MADE IN JAPAN

電源が入らない。 専用ACアダプターがしっかり接
続されていない。

専用ACアダプターが、コンセン
トまたは本製品にしっかり接続さ
れているかご確認ください。

本製品の赤外線出力がテレビや
エアコン・照明器具の受光部に
影響している。

テレビやエアコン・照明器具のリ
モコンが動作しなくなった。

近赤外線の光は、無色透明です
ので照射中でも目には見えませ
ん。

照射面の向きを変えてテレビや
エアコン・照明器具に直接光が
当たらない向きで使用してくだ
さい。

使用により内部温度が上昇した。「E1」のエラーメッセージが表示
された。

電源を切り、1時間程度経ってか
ら、再度使用してください。

長時間直射日光が当たっていた
場合や、暖房器具からの熱等の
影響で、本体の温度が高くなっ
ている。

「E2」のエラーメッセージが表示
された。

本体の温度が高くなっている場
合は、専用ACアダプターを抜い
て涼しいところにしばらく置き、
本体の温度が十分に下がってか
ら使用してください。

上記トラブルシューティングに該当しない異常動作がある場合、弊社カスタマーサービスへお問い合わせくだ
さい。

内部に不具合が生じた。LEDが点灯しない。
一部が点灯しない。

再度電源を入れなおしてくださ
い。問題が解決しない場合は、使
用を中止し、弊社カスタマー
サービスへお問い合わせくださ
い。

専用ACアダプター以外を使用し
ている。

必ず専用ACアダプターを使用
してください。

注意
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「Exidéal Deux」
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Thank you for purchasing our product "Exidéal Deux". 
Please read this Manual carefully before using this product.
Please check the QR code on the right for the full text of the Manual.

Program × Optional functions Combination List

Program List

LED Program

Optional functions

Temperature sensor Distance sensor Goggles

Skin care
program

Scalp care
program

Skin care program 

×

○

×

×

×

×

×

○

○

×

○

×

×

○

×

○

○

×
Scalp care program 

Features Time

Support skin that becomes unstable due to disturbed 
life rhythms and dietary habits to smooth skin.        

Age-appropriate care to keep the scalp and hair in 
good condition. 
Used to care repeated coloring and UV-exposed 
scalp.

*Scalp care program and Skin care programs cannot be used together.
*An error tone will sound if the Skin care program button is pressed when Scalp care 
program is selected.
*Please close your eyes during irradiation regardless of whether the Goggles button is 
on or off.

How to Use
（1） Turn on the power　

－ LED Facial device for your skin problems －

→Connect the dedicated AC adapter into the main device and long press the Power button to turn the    
　power on.

（2） Select the program

（3） Select of the Optional functions
→Press the Temperature sensor button, the Distance sensor button, or the Goggles button to select 　
　ON/OFF for each Optional function.
*The selected button lights up green.

（4） Setting irradiation time
 →Select the irradiation time with the Timer/Pause button. (5 Min / 10 Min / 15 Min / 20 Min / 
　 25 Min / 30 Min)

（5） Start irradiation
→Press the Start/Stop button to start irradiation.
*If the Goggles button is turned on, wear goggles. After 3 counts, irradiation will start.
*Please close your eyes during irradiation regardless of whether the Goggles button is on or off.
*At the end of the program, beeping sounds to indicate the end of irradiation.
*During irradiation, press the Timer/Pause button to pause the program. To resume irradiation, press    

*During irradiation, the power button can be long pressed to force termination.
*If there is no operation for 10 Min, the power will automatically turn off.

Without Goggles
With Goggles

10 Min

5 Min

10 Min

5 Min

10 Min

5 Min

10 Min

10 Min

5 Min

Texture / 
Resilience

Scalp care 

Bright 
skin care 

Rough skin / 
Dry skin

Adolescent
skin *When Temperature sensor is selected, Distance sensor and the Goggles button are 

 automatically turned on.
*An error tone will sound if the button that cannot be used together is pressed.
*If Scalp care program is selected, Optional functions cannot be used.

→Press the Program button to select the program of your choice.
　If you use Custom program, select all the programs you wish to irradiate.
*Custom program can be selected from the Skin care programs ( Texture and Resilience / 
 Adolescent skin / Rough and Dry skin / Bright skin care ).
*You can select more than one program. Scalp care program cannot be selected.
*To switch to the Skin care program when Scalp care program is selected, press the Scalp care 
 button again to deselect it.

*When the Temperature sensor is selected, the Distance sensor and the Goggles button are automati
 cally turned on. To select the Distance sensor and the Goggles button separately, press the 
 Temperature sensor button again to deselect them.　

For age-appropriate care, aim for textured skin 
with tense.        

Care for dry and rough skin that is bothering all 
year round, and fluctuating skin due to irregular 
life.

For the skin that is affected by external 
environment when going out, this aftercare 
program makes your skin bright.

the Timer/Pause button again.


