
取扱説明書
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
●「安全上のご注意」は必ずお読みください。
●お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

31025A-1404



 このスタンド（充電台）では　
 ＦＥＸＡ’－ｕｎｉ－シリーズ　
 （エポ、テスラー、パッティング）
 の充電ができます。
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安全上のご注意
●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。
●ここに示した注意事項以外に、「使用方法」のページにも「警告」「注意」を記載しています
  ので必ずお読みください。
●「安全上のご注意」は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
●機器に異常が発生した場合は、直ちにご使用を中止し修理を依頼してください。
 （サービスステーション  ０１２０-２１１-４９７）
●故障した状態のままで使用されますと、事故やケガをする危険がありますので、絶対におや
 めください。

表示と意味は次のようになっています。

禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は　　の近くに絵や
文章で示します。
強制（必ずすること）を示します。左の図は「電源プラグをコンセントから抜く
こと」を示します。

図記号の例

強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は　　の近くに絵や文章で
示します。

※物的損害とは、家屋・家財およびペットにかかわる拡大損害を示します。

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
る内容を示します。
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
される内容を示します。

警告

注意
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警告 警告

安全上のご注意

分解や修理、改造はし
ないでください。

火災や感電、ケガの原因と
なります。　　　　　　　
修理はサービスステーショ
ンにご相談ください。　　
　 　

コードを傷つけたり、引
っ張ったり、ねじったり、た
ばねたり加工したりしな
いでください。　　　　
またコードの上に重いも
のを乗せたり、はさみ込ん
だりしないでください。

事故や火災、感電の原因と
なります。　　　　　　　

グ
ラ

グラ

ＡＣアダプタ―が傷ん
だり、コンセントの差し
込みがゆるいときは使
用しないでください。
　
感電、ショート、発火、熱変
形の原因となります。　　

濡れた手で使用しない
でください。　　　　

感電の原因となります。

ＡＣアダプターをコンセ
ントに差し込むときは
金属製ストラップ等の
金属類を触れさせない
ように注意し、確実に差
し込んでください。 　
　
感電やショート、火災の
原因となります。　　　　
　 　

スタンドやＡＣアダプター
を、火のそばや直射日光
が当たる等、高温の場所に
放置しないでください。
また、熱器具に近づけな
いでください。 　　　

発火、破裂、熔解、変色、変形
の原因となります。



8 9

警告

安全上のご注意

警告
地震や雷を感じたら使
用を中止し、電源プラ
グをコンセントから抜
いてください。　　　

感電やショートして発火する
ことがあります。　　　　　

湿気やホコリの多い場
所、また水のかかる場
所には置かないでくだ
さい。　　　　　　

火災や感電の原因となります。

充電中は布や布団でおお
ったり、包んだりしない
でください。　　　　

火災や故障の生じる恐れがあ
ります。　　　　　　　　

ＡＣアダプタ―を抜く
ときは、コード部分を
持たずに必ず先端の電
源プラグを持って引き
抜いてください。　　

コードを引っ張るとコード
が傷つき、感電や火災の原
因となります。　　　　　

使用しないときは必ず電
源プラグをコンセントか
ら抜いてください。　　
抜いた後は、やわらかい布
等で電源プラグ部分の汚
れを落としてください。 
　
感電やショートして発火する
ことがあります。　　　　　

充電端子間にクリップ
や金属片等を置かない
でください。　　　　

ショートして感電、発熱、発
火、発煙、熱変形の原因とな
ります。　　　　　　　　
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安全上のご注意

充電中は安定した場所
に置いてください。　

火災や故障の原因となります。

+

-

strength

+

-

strength

+

-

strength

警告 使用上のお願い
●不安定な場所に置かないでください。また、
　落としたり、ぶつけたりしないでください。
●指定以外の化粧品のご使用は、故障の原因と
　なりますのでおやめください。
●揮発性の高いもの（ベンジン、シンナー、除
　光液等）の近くでは絶対に使用しないでくだ
　さい。　　　　　　　　　　　　　　　
●家庭用ですので、業務用のような使い方をさ
　れますと、著しく寿命が縮まります。　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

異臭や異音、異常発熱の
ときは使用を中止し
電源プラグをコンセント
から抜き、修理を依頼し
てください。　　　　　

感電やショートして発火する
ことがあります。　　　　　

お子様の手の届かない
ところに保管してくだ
さい。　　　　　　
また、使用中は近くに
お子様がいないことを
確認してください。　

あやまって飲み込んだり　
ケガ等の恐れがあります。

+

-

strength

+

-

strength

+

-

strength

必ず交流100-240Ｖで
使用してください。　
　　
火災や感電の原因となります。
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安全上のご注意

使用箇所 使用材料

ＡＢＳ樹脂

ＡＢＳ樹脂

変性ＰＰＥ樹脂

ポリ塩化ビニル

本体(外側)

本体(内側)

ＡＣアダプタ―(ケース)

ＡＣアダプタ―
(コード、プラグカバー)

●下記に使用材料を記載しております。お客様の体質や体調によっては
 かゆみ、かぶれ、湿疹等が生じることがあります。

注意
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各部の名称

充電端子

充電スペース ＤＣプラグ差込口
上面

ＡＣアダプタ―

底面

電源プラグ

ＤＣプラグ

使用方法

パターン 2

パターン 1

1.電源をつなぐ
②「ＡＣアダプター」のコードを本体底面に通し
　「電源プラグ」をコンセントに差し込みます。

スタンド本体

+-+-+-

「ＡＣアダプター」の「ＤＣプラグ」を
　本体の「ＤＣプラグ差込口」へ接続
　します。

①



使用方法

1716

２.充電をする

+

-

strength

点灯

（３つの「充電スペース」にどのアイテムを入れても充電できます。）

　ロゴマークと「スライド
　スイッチ」の向きが逆

間違っている向き

●アイテムの向きを間違えて入れるとスタン  
　ドが転倒し、故障する恐れがあります。　
●スタンドは平らな場所に置いてください。
●ＦＥＸＡ’－ｕｎｉ－シリーズ（エポ、テスラー、パッ 
 ティング）以外の物を充電スペースに置かない 
　でください。故障する恐れがあります。　　
●各アイテムは消耗部品を外した状態で充電
 してください。

正しい向き

ロゴマークと「スライド
スイッチ」の向きが同じ

+

-

strength

power

speed

 充電するアイテム（エポ、テスラー、パッティング）を「充電スペース」に正しく入れます。 充電状態になると、アイテムの「充
電ランプ」が緑色に点灯します。
充電終了後は、「充電ランプ」が消灯
します。　　　　　　　　　　　

②①

ロゴマーク

スライドスイッチ



+-+-+-

1918

使用後のお手入れ使用方法

３.電源を外す
「ＡＣアダプター」の「電源プラグ」をコンセントから外します。 ●本体やアイテムの充電端子にジェル等が付着すると、接触が悪くなる

 場合があります。故障の原因となりますので、乾いた布等で拭き取っ
 てください。

以下の方法でお手入れしてください

  必ず「ＡＣアダプター」を抜いた状態で行ってください。
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充電できない

ＡＣアダプターが正しく
差し込まれていない

アイテムとスタンドの
充電端子が接触していない

ＡＣアダプターが正しく本体およびコン
セントに差し込まれているか確認しま
しょう。→P.15参照

アイテムまたはスタンドの
充電端子が汚れている

充電端子のお手入れをしましょう。
→P.19参照

充電池を交換しましょう。
アイテムの充電池が劣化
している
（充電ランプが赤色点滅）

※アイテム･･･エポ・テスラー・パッティング

アイテムを正しくセットしましょう。
→P.16、P.17参照

※

※

※

※

困ったときは

P.20の対処を行ってもまだ異常が解決されない場合は、直ちに使用を中止して
サービスステーションへ連絡し、点検修理を依頼してください。

0120-211-497

こんな現象はありませんか？

●本体が変形していたり、こげ臭い。

このような症状のときは使用を中止し、故障や事故の防止のため
必ず上記サービスステーションへご相談ください。

●ＡＣアダプターが断線しかかっている。

愛情点検

長年ご使用の　ＦＥＸＡ’－ｕｎｉ－ の点検をぜひ！

現　象 考えられる原因 対処方法
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【修理依頼注意事項】
●クッション材を入れて梱包してください。
●ダンボール等でこすれると表面に傷がつく場合があります。ビニール袋に入れてから
　梱包することをおすすめします。

■保証期間中
保証書の規定に従って、修理させていただきます。
※有償になる場合もございますので、保証書をよくお読みください。
※ご使用後の傷は保証対象外となります。

■保証期間を過ぎているとき
修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。
有償修理の費用に関して
□修理費用には、故障箇所の確認作業費、修理作業費、交換部品費用が含まれています。
□出荷検査費用には、修理後検査、清掃費用が含まれています。
□対象商品の送料はお客様負担となります。

保証とアフターサービス

保証書は本取扱説明書に添付しています。
◇お客様のお名前、ご住所を記載してください。
◇内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
◇お買い上げ年月日を確認するため領収書または納品書が必要となります。
　取扱説明書の所定の箇所に貼付して保管してください。
◇保証期間は、保証書に記載しています。（消耗部品は除く）
◇補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、最低６年保有しています。

アフターサービス

保　証

修理をご依頼になる前に、「困ったときは」（P.20）に掲載されている項目をもう一度確認してく
ださい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
異常が解決できないときは、サービスステーション（フリーコール０１２０-２１１-４９７）までご
連絡ください。（P.24）
その際、できるだけ詳しく異常の現象をお聞かせください。また、必ず保証書の提示をお願
いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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仕様とフリーコールのご案内

販売元：株式会社 ナノスタイル
製造元：株式会社 大興

仕様

外形寸法     幅231mm×奥行75mm×高さ46mm
製品重量     約470g（付属品除く）

故障に関するお問合せ

0120-211-497
受付時間:10：00～17：00
        （土・日・祝日を除く）

サービスステーション

化粧品・消耗部品のご注文

受付時間:10：00～18：00
        （土・日・祝日を除く）

0120-118-104
メンバーズステーション

使い方、その他のお問合せ

0120-335-560
受付時間:10：00～17：00
        （土・日・祝日を除く）

お客様相談室

フリーコールのご案内

ＡＣアダプタ―本体
定格入力  AC100-240V 50/60Hz
定格出力  DC 6V/ 2.8A

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「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書及びお買い上げ時発行の領収書
又は納品書をご用意の上、株式会社ナノスタイルにお電話ください。
　●本書をご提示の際は、予めお名前、ご住所、電話番号をご記入ください。空欄のままですと本書は
　有効となりません。

保証書

●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。
※本書はこれに明示した期間、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。保証期間経過後の修理等につ
  いてご不明の場合は、株式会社ナノスタイルにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応及びその後の品質管理のために
　ご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。

品名

無料修理
保証期間 お買い上げ年月日から1年間 対象品 スタンド本体・ＡＣアダプタ―

販売者
株式会社　ナノスタイル

お名前

ご住所

ＦＥＸＡ’－ｕｎｉ－　スタンド

〒１０５-００１２　東京都港区芝大門１-１０-１１　ＴＥＬ ０３-６８９５-１１４６

お
客
様
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当社はお客様の個人情報を当社製品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただき
これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の
協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正
当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示、提供いたしません。　　　　

当社は、お客様の個人情報を適切に管理します。

お客様の個人情報に関するお問い合せは、株式会社ナノスタイルへご連絡ください。

■お客様の個人情報のお取り扱いについて

1.

2.

3.

領収書または納品書貼付スペース

＜無料修理規程＞
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従っ
た使用状態で保証期間内に故障した場合には
対象品につき無料修理させていただきます。
本書にご記入のお客様住所と修理完了品お届け
先住所が異なる場合は、株式会社ナノスタイル
にご相談ください。　　　　　　　　　　　　
保証期間内でも次の場合には原則として有料に
させていただきます。　　　　　　　　　　　
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造によ  
     る故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の使用場所の移設、輸送、落
     下等による故障及び損傷

製造元はこの製品の補修用性能部品（製品を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後
最低６年保有しています。

（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変  
     公害や異常電圧による故障及び損傷
（二）他の機器の異常により生じる故障及び損傷
（ホ）一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に
     使用された場合の故障及び損傷
（へ）本書のご提示がない場合
（ト）本書のお客様名、ご住所、電話番号、販売者
　　 欄の記入がない場合、あるいは字句　を書き
　　 かえられた場合　　　　　　　　　　　
 （チ）お買い上げ時発行の領収書又は納品書の提示
　　 がない場合
（リ）海外で使用された場合の故障及び損傷

1.

2.

3.

■補修用性能部品の保有期間

販売元　株式会社 ナノスタイル
〒１０５-００１２　東京都港区芝大門１-１０-１１
サービスステーション
     ０１２０-２１１-４９７
※１０：００～１７：００（土・日・祝日を除く）

製造元　株式会社 大興
〒５１４-１２５５　
三重県津市庄田町２２０２-２１
ＴＥＬ：０５９-２５４-６６２６


