
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。
●ＦＥＸＡ’は肌をすこやかに保つことを目的とした美容機器です。お顔、首、頭皮以外には
 使用しないでください。
●「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。

31021B-1510



お買い上げ品の確認

3

●ボトル
  キャップ

●専用
 ボトル

付属品

※別売

●お手入れガイド

●スチームスパ 本体 ●取扱説明書（保証書付）

●専用アロマ液 ●専用水
（炭酸入り/炭酸なし）

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。
FEXA'は肌をすこやかに保つことを目的とした美容機器です。お顔・首・頭皮以外には
ご使用にならないでください。
「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。

●
●

●

●
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●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。
●付属の「お手入れガイド」をよくお読みになり、定められた方法に従って使用してください。
●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。

安全上のご注意
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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本体内部には高電圧部
品があります。　　
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。　　
　

警告 警告
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。　　　　　　　

電源コードをコンセント
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。　　　　　

安全上のご注意

電源コードが傷んだり
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。　　

グ
ラ

グラ

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。

スチームスパを火のそ
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。　　　
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警告 警告

安全上のご注意

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。　　　　　

電源コードを抜くとき
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。　　　　　　

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。

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。　　　　　

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。　　　　　

必ず交流100Ｖ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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警告

安全上のご注意

●高電圧部品や高周波発生部品が内蔵されていますのでテレビやパソコ
　ン等電子機器のそばで使用しないでください。　　　　　　　　　　
●電源をＯＮにした状態で、他の美容機器や電気製品に接触させたり近
　づけたりすると誤作動を起こす場合がありますのでおやめください。
●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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●クッションや布団等やわらかい物の上でのご使用はおやめください。
●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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

使用上のお願い
スチームスパを使用中
に電源コードを引っ掛
けて、転倒させないよ
うご注意ください。　

熱いお湯がかかり、やけどを
する恐れがあります。　　　
　

お子様の手の届かない
ところに保管してくだ
さい。　　　　　　　

あやまって飲み込んだり　
ケガ等の恐れがあります。

安定した場所で使用し
てください。　　　　
　

火災や故障の原因となります。
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次のような方はお医者様にご相談の上、使用してください。
事故、肌や身体へのトラブルの恐れがあります。
●脱毛、剃毛処理した当日にその部位への使用
●感覚、知覚障害を起こしている部位
●整形手術をした部位
●金属、プラスチック、シリコン等の埋め込んである部位
●かゆみやほてり、痛みのある部位
●物理的刺激等による病的なシミのある部位
●化粧品等で皮膚炎症をおこしている部位
●ニキビや吹き出物で炎症をおこしている部位

●妊娠中の方
●通院中の方
●薬を服用中の方
●アトピー性皮膚炎の方
●アレルギー体質の方
●皮膚トラブルのある方
●肌が敏感な方

警告警告

次のような方は使用しないでください。
事故、肌や身体へのトラブルの恐れがあります。

●結核性疾患の方
●急性疾患の方
●有熱性疾患の方

●血友病疾患の方
●血圧異常の方

●悪性腫瘍の方
●顔面神経痛の方

●膠原病による通院中の方●飲酒をされている方

●日焼けで炎症をおこしている方
●健康が特に優れない方
●意思表示のできない方

●傷口

※上記に該当されない方でも、使用途中で気分が悪くなったり、肌に異常があらわれたりした
  場合は直ちに使用を中止し、医療機関にご相談ください。

安全上のご注意
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ＰＭＭＡ（アクリル）、ＰＣ
ＡＢＳ樹脂
ＡＢＳ樹脂
シリコンゴム
ステンレス

使用箇所 使用材料
本体(フタ)
本体(中央)
本体(下部)
ゴム足
アロマトレイ

ポリ塩化ビニル

ポリエチレン
ＡＢＳ樹脂、エラストマー

使用箇所 使用材料
電源コード/
電源プラグ
専用ボトル
ボトルキャップ

注意
使用する際には以下のことをしないでください。
専用ボトルが変形し、本体にセットできなくなる恐れがあります。
●専用水(炭酸入り)を入れた状態で、専用ボトルを振らないでください。
●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。
●ストーブ等、熱器具に近づけないでください。熔解する恐れがあります。
●電子レンジ等に入れて加温しないでください。

注意

安全上のご注意

●指定されているお手入れ以外の目的には使用しないでください。
●長時間連続で同じ箇所に使用しないでください。お肌のトラブルになる恐れ
　があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●他の美容機器と同時に使用しないでください。
●下表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。

専用ボトルについて
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スチームスパ本体

背面

底面

傾斜スイッチ
電源プラグ

電源コード

給水スペース 通気孔

排水フタ

排水口

通気孔

ゴム足

フタ

各部の名称

「フタ」を開いた状態

「フタ」を下ろした状態

「フタ」を閉じた状態

17

操作部分

アロマトレイ

残量注意ランプ

パワーボタン

パワーランプ

スチームボタン

スチームランプ

角度アジャスター

スチームノズル

給水量表示
ランプ（３０ml）

給水量表示
ランプ（６０ml）
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２.フタを開ける

ＡＣ100V

①

②

★★

★★

●「フタ」を奥までスライドさせずに開きますと故障の原因となります。

使用方法

「フタ」を奥まで　
 スライドさせます。

「フタ」を持って本体を
　持ち上げると故障の
　原因となります。　

「フタ」の★部分を持
　って開きます。　

●　不安定な場所に置くと、「傾斜スイッチ」が働き動作しない場合があります。
●　やわらかい場所に置くと、給水が充分にできない可能性があります。

　  やわらかい場所に置くと、熱がこもる危険性があります。

①本体を平らな台の上に置きます。

②

1.電源コードを差し込む

　「電源プラグ」をコンセントへ
　差し込みます。　 　　　　　
　 　

18



使用方法
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 ①「専用水」を「専用ボトル」
   にそそぎます。

②「ボトルキャップ」をしっ
  かりと閉めます。

③
３.専用ボトルをセットする

ここまで

「専用ボトル」の底面にある
  凹みを持ち、本体にセット
　します。　　　　　　　

上図の点線の位置まで水を入れると５～６回(６０mlの場合）
使用できます。 ※ 環境により使用回数は変わります。

専用水以外の水（ミネラルウォーター・水道水等 ）を入れないでください。

湯滴が飛び､やけどをする恐れがあります。
21

「専用ボトル」をセットする向きは
 下図のどちらでも大丈夫です。

empty

steam

empty

steam

※ 「専用水（炭酸入り）」を入れた「専用ボトル」は
　 本体にセットしてください。
　 本体の外に長時間放置すると「専用ボトル」が
　 変形する恐れがあります。

※　「専用ボトル」は本体の
 　奥まで入れます。

「専用ボトル」や「ボトルキャップ」にアロマ液や化粧品等を付着させないでください。
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使用方法

専用ボトルをセットする際の注意
「専用ボトル」をセットする前に、
「給水スペース」内の水量を必ず確認してください。  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

赤い線　　　　　　の上に水が入っている場合は、排水を

行ってください。湯滴が飛び、やけどの恐れがあります。　 　 　 　 　 　 　 　 　

本体「給水スペース」の内側
に下記の警告シールが貼っ
てあります。
必ずお読みください。　　
　　　　　　

＜ 正常な水量 ＞ ＜異常な水量＞

必ず下記の注意事項をお守りください。
守らないと「給水スペース」内の水量が増えて、湯滴が飛び、やけどする恐れがあります。

直接、本体へ「専用水」を
注がないでください｡

「専用ボトル」を何度も抜き
 差ししないでください｡

 必ず「専用ボトル」と
「ボトルキャップ」を
 使用してください｡

ここまで ここまで
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使用方法

＜正しくない下ろし方＞をした場合には、下記の手順で正しく「フタ」を下ろしてください。

　②

①「フタ」の★部分を持ち、再度開きます。

 ①「フタ」の★部分の位置が
　　本体の☆部分へくるよう
　 に「フタ」を下ろします。

 ②「フタ」の点線箇所を上から
　　押します。
　 （パチンと鳴ります）

 ③「フタ」の点線箇所を上から押します。
　（パチンと鳴ります）

★★

＜正しい下ろし方＞ ＜正しくない下ろし方＞

４.フタを下ろす

※正しく下ろさない場合は、スチームスパを使用できません。
※＜正しくない下ろし方＞の状態で上から「フタ」を押すと、故障の原因となります。 上に引っ張らないように、「フタ」の★部分を

本体の☆部分へくるように「フタ」を下ろし
ます。　

★

●「フタ」の★部分を手前に引っ張りながら下ろさな いでください。

★★

★

★★

★★
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スチームの使用中に「角度アジャスター」を調整する場合は、スチームや「スチームノズル」
付近に手が触れないように十分ご注意ください。

点灯

「スチームノズル」が顔の方向へ向くように
「角度アジャスター」で調整します。

「パワーボタン」を長押し（約１秒）します。
　ピッと鳴り、「パワーランプ」が 青色に
　点灯します。　　　　　　　　　　　　

６.スチームノズル角度を調整する５.パワー（電源）を入れる

使用方法

電源を入れた後、本体を動かすと電源が切れます。

７.アロマを使用する
お好みでアロマ液を
使用することができます。

 スチーム開始後に滴下しないでください。
「アロマトレイ」以外の場所へ滴下しないでください。故障の原因となります。
 専用アロマ液以外は使用しないでください。

●

●

※別売

専用アロマ液

　専用アロマ液を「アロマトレイ」に一滴だけ
　滴下します。
　（アロマ容器を逆さにして４～５秒間経つと、
　アロマ液が一滴落ちます。絶対にアロマ容器を
　振らないでください。）

●
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使用方法

アロマを使用する際の注意
必ず下記の注意事項をお守りください｡ 守らないと湯滴が飛び､ やけどの恐れがあります。
アロマの正しい使用方法はP.27「アロマを使用する」参照  　　　　　　　　　　　　

28

「専用ボトル」や「給水
 スペース」へアロマ液や
 化粧品等を滴下しない
 でください。

「専用ボトル」や「ボトルキャップ」にアロマ液や
 化粧品等を付着させないでください。
 
 付着した場合は「専用
 ボトル」 や「ボトルキャッ
 プ」を水またはぬるま湯
 で洗い流してから本体に
 セットしてください。

「スチームノズル」へ
 アロマ液や化粧品等を
 付着させないでください。

※ 
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８.給水量を設定する

② ③

■「残量注意ランプ」が赤色に点灯（点滅）した場合　→P.39「残量注意ランプについて」を参照

1回押す（２秒以内）

1回押す（２秒以内）

以降、何度でも
切り替え可能 ※「スチームランプ」が点灯した後はスチームが出始めるまで「スチームボタン」を押さない

　でください。給水量が不足し空炊きになる場合があります。

スチームのご使用時間の目安

（環境により異なります）

使用方法

「スチームボタン」を押します。　　　　　　　
「給水量表示ランプ」が緑色に点灯します。
（約２秒後に給水量が確定します） 

「スチームボタン」を２秒
　以内に押すと給水量を切り
　替えられます。　　　　

「スチームボタン」を押してから約２秒後に「スチームランプ」が緑色に点灯し、給水が   
　始まります。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　     

 ①

●前回使用した給水量（３０ml/６０ml）のランプが
 点灯します。

　  ３０ml 約２分３０秒
　　６０ml 約５分

●購入時は、「給水量表示ランプ（６０ml）」が点灯
 します。

点灯

点灯
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９.スチームを使う

※「残量注意ランプ」が赤色に点灯（点滅）しても、「スチームランプ」が点灯（点滅）してい
　 る間は給水しないでください。

スチーム使用中に本体を動かすと、電源が切れスチームが止まります。

環境によって多少の湯滴が生じる場合があります。必ず「スチームノズル」から３０cm
以上離れて使用してください。
スチーム使用中は「スチームノズル」に触れないでください。やけどをする恐れがあり
ます。
スチーム使用中は「フタ」を閉めないでください。やけどをする恐れがあります。

使用方法

スチームが出るまでの時間は
環境によって多少変わる場合が
あります。　　　　　　　　　

①「スチームランプ」の点灯後　
　　約１～２分でスチームが出ます。

●

●
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※「フタ」の★部分と本体の☆部分が離れたまま１分以  
　 上経過すると、自動的に電源が切れます。
※「フタ」を下ろした状態で、１時間以上操作が行われ
　ないと自動的に電源が切れます。　　　　　　　　

１０.スチームを途中で止める場合
①スチーム中に「スチームボタン」を
  押すと、スチームが一時停止します。

　「スチームランプ」が緑色に点滅します。

②スチームを再開する場合は､もう一度
　「スチームボタン」を押します。

　「スチームランプ」が緑色に点灯します。

点滅 点灯

＜スチームを使用中に、「フタ」を動かさないでください＞
フタを動かした状態

★

★★

使用方法

スチームを再開するには、「フタ」を正しく下ろして「ス
チームボタン」を押してください。
→「フタ」の下ろし方は、P.24「フタを下ろす」参照

　スチーム使用中に「フタ」を動かす（「フタ」の★部分と
　本体の☆部分を離す）と、スチームが一時停止します。

★★

　 スチームを一時停止した後は､ 必ず再開してスチームを炊き終えてください。
   炊き終えずに電源を切った場合は､ 必ず排水をしてください。排水をせず､ そのまま
   使用すると湯滴がとび､ やけどの恐れがあります。
　 →排水する際は､ P.40「排水する場合」参照

   炊き終えずに電源を切ると､ 警告音がピッピッ…と２０秒間鳴ります。

   スチームを途中で止めて、１時間以上操作が行われないと自動的に電源が切れます。 

※

※
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設定した給水量を炊き終えると、スチー  
ムは自動的に止まります。

 「スチームランプ」は、ヒーターの温度が
　一定温度に下がるまで（約１分）点滅 
 した後、自動的に消灯します。　　　　

●もう一度スチームを使う場合　　　　
　 　

「 スチームランプ」消灯 後、「ス
　チームボタン」を押すと、「給水 
　量表示ランプ（３０ml/６０ml）」
　が点灯します。（直前に使用し  
　た給水量のランプが点灯します）

「スチームランプ」が点灯して約１
　～２分後にスチームが出ます。

　→給水量を変更する場合は、
　P.30「給水量を設定する」②　  
　参 照 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

使用方法

１１.スチームを終了する

 ②

●給水量が少ない場合は､ヒーターの温度が一定温度に下がるまで時間がかかる場合が
　あります。（約３～４分）

消灯 消灯

点滅

「スチームランプ」点滅時の注意

消灯

①

「スチームノズル」に指や顔を近づけないでくださ
　い。やけどをする恐れがあります。
　本体を持ち上げたり､ 移動させないでください。
　スチームの残りが噴き出る恐れがあります。

empty

「給水量表示ランプ（３０ml/６０ml)」が
 消灯し、「スチームランプ」が点滅します。
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点灯 点滅

使用方法

■残量注意ランプについて
●「残量注意ランプ」が点灯または点滅したときは、「専用ボトル」内の専用水が残り
　約６０ml～８０ml未満です。このまま給水すると、ご希望の給水量が入らない場合があり
　ますので、「専用ボトル」に水を足してから給水してください。
　→P.20「専用ボトルをセットする」参照

※「残量注意ランプ」が点灯または点滅したまま使い続けると給水量が不足し、空炊きになる
　場合があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本体が熱い時は、「専用ボトル」をセットしなおさないでください。
スチームタンクが高温の時に給水すると、スチームが噴き出る可能性があります。

残量注意ランプ点灯 残量注意ランプ点滅

１２.パワー（電源）を切る
「パワーボタン」を長押し（約１秒）するとピッと鳴り、「パワーランプ」が消灯します。

● 電源を入れた状態で１時間操作が
　行われないと、自動的に電源が切
　れます。消灯消灯

※スチーム終了後､すぐにフタを閉め
  ないでください。

※

　 スチームを一時停止した後は､ 必ず再開してスチームを炊き終えてください。
   炊き終えずに電源を切った場合は､ 必ず排水をしてください。排水をせず､ そのまま
   使用すると湯滴がとび､ やけどの恐れがあります。
　 →排水する際は､ P.40「排水する場合」参照

   炊き終えずに電源を切ると､ 警告音がピッピッ…と２０秒間鳴ります。 
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②

①

■排水する場合

   長期間使用しない場合には、必ず排水をしてください。
   スチ－ムスパを運送する際は、フタを開けて「給水スペース」内に水が残って
　 いないか確認してください。水が残っている場合は、排水をしてください。

スチームを炊き終えずに電源を切った場合は、必ず排水をしてください。

スチーム中またはスチーム終了直後に排水をしないでください。
やけどをする恐れがあります。
指や「電源コード」が排水に触れないようにご注意ください。

本 体 を 両 手 で 持 ち 上 げ
背面の「排水フタ」を開けて
本体を傾けて排水します。

「専用ボトル」を本体から
 抜いてください。

使用方法

■２回目以降の使い方

①「フタ」を奥までスライドさせます。

② パワー（電源）を入れます。

③「残量注意ランプ」を確認します。

■残量注意ランプが ”消灯”の場合
そのまま使用します。→P.27以降参照
●「専用ボトル」の抜き差しはしないでください。抜き差しをすると、「給水スペース」の
　水量が多くなり湯滴が飛び、やけどの恐れがあります。

「専用ボトル」に「専用水」を入れます。→P.20～P.23参照
 ●「残量注意ランプ」が点灯または点滅したまま使い続けると給水量が不足し、空炊きに
   なる場合があります。

■残量注意ランプが ”点灯（点滅）”の場合

※ 
※ 
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ほこりや水分が付着した場合は、ティ
ッシュペーパー等で拭き取ります。　

水またはぬるま湯に中性洗剤をうすめ
柔らかい布に含ませ、よく絞ってから
拭きます。

汚れが気になる場合は以下の方法でお手入れしてください

乾いた布で水気を拭き取ります。

＜専用ボトル・ボトルキャップ＞

　中性洗剤等は使用できません。
　湯滴の原因となります。

　中性洗剤等は使用できません。
　湯滴の原因となります。

＜給水スペース＞

固く絞ったタオルで拭いてください。

＜本体操作スペース＞

　中性洗剤等は使用できません。
　湯滴の原因となります。

※除光液は使用しないでください。
　質感が変わる恐れがあります。

＜本体の外側＞

使用方法

アロマ液を使用した場合は
乾いた布やティッシュペー
パー等で必ず拭いてください。

ご使用後は必ず「フタ」を
閉めてください。

※「フタ」が開いた状態で
　放置すると故障の原因
　となります。

■ご使用後に行うこと
  ①「アロマトレイ」を拭く  ②「フタ」を閉める ③「電源プラグ」を

　コンセントから抜く

使用後のお手入れ
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困ったときは

P.44～P.45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。

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。

0120-211-497

●電源コードが断線しかかっている。 ●本体の下から水が漏れる。
●湯滴が出る。

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

フタが閉まらない フタの閉め方に誤りが
ある

フタを正しく下ろしてから閉め直し
てください。→P.24～P.25参照

電源が入らない

「ピッピッ…」と
 警告音が鳴る

スチームが
出ない

残量注意ランプについて→P.39参照

専用ボトルに専用水を入れた後
再度スチームを開始してください。
→P.20～P.23参照

現　象 考えられる原因 対処方法

電源コードが正しく
差し込まれていない

電源コードが正しくコンセントに差し込ま
れているか確認しましょう。→P.18参照

水平で固い台の上に置いてください。
→P.18参照

専用ボトルがセット
されていない

専用ボトルに専用水を入れ、本体へ
セットしてください。→P.20～P.23参照

残量注意ランプが点灯
または点滅している

専用ボトルが空になっている

スチームを途中で終了した

フタが開いている 正しくフタを下ろしてください。
→P.24～P.25参照

必ず排水をしてから使用してください。
→P.40参照

不安定な場所に置いて
あるため、傾斜スイッチ
が働いている
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保証とアフターサービス

【修理依頼注意事項】

■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。

●必ず専用ボトル内の水を抜いてから梱包してください。
●スチームスパ本体の排水を行ってから梱包してください。
●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.44～P.45）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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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

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

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

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

仕様

外形寸法
          幅98mm×奥行159mm×高さ199mm

                  (フタ閉口時)
製品重量          約1,370g（付属品除く）
消費電力          410W
定格入力          AC100V 50/60Hz
スチーム温度　　　36±3℃（※）

※スチーム口より30cm離れた場所にて計測

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 スチームスパ本体・専用ボトル

ボトルキャップ

販売者
株式会社　ナノスタイル

お名前

ご住所

ＦＥＸＡ’－ｕｎｉ－　スチームスパ

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

お
客
様

化粧品・消耗部品のご注文故障に関するお問合せ 使い方、その他のお問合せ
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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。

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

（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


