
取扱説明書

10 minutes and voilà!





スムーズスキン BARE+へようこそ。
このたびは「スムーズスキンbare+」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
スムーズスキン bare+は、英国CyDen社で開発された光エネルギーによる光脱毛美容器です。
本製品を正しく安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みになって、ご使用ください。
また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。 
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1.0 安全上のご注意
正しく安全にお使いいただくために
ご使用前に、この「安全上のご注意」（4ページ～13ページ）を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなた自身や他の人々への危害や
財産等への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。誤った取扱をすると生じる
ことが想定される危害や損害の程度を表していますので、必ずお読みになって良く理解し、指示に
従ってください。
※取扱説明書は本製品を正しく安全にお使いいただくために必要です。 本製品を人に貸したり、 差し上げるときには必ず
　この取扱説明書をご一緒にお渡しください。
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1.1 ご使用前に
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1.2 ご使用場所・電源について
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1.3 準備



10



11

1.4 ご使用中

1.5 ご使用後
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1.6 保管とメンテナンス
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スキントーン・センサー

作動ボタン
インジケーター

アンビリカルケーブル

ACアダプター 

電源コード発光口

2.0 各部名称



15

3.0 製品紹介
シルクのような滑らかなお肌を保つために
シルクのような滑らかなお肌を保つための秘密は正しい使用方法でお手入れすることです。
正しくお使いいただくことで、ムダ毛の再生サイクルを断ち、時間がたつにつれて、お手入れがしやすくなります。
✽独立機関の安全試験の結果により

最速照射
1分間に100回の照射で約10分で全身（脚、ビキニライン、ワキ）のお手入れが完了できます。

安心＆シンプルケア
スムーズスキンbare+は照射前に肌の色を感知し、使用できる場合のみ照射します。

4週間のお手入れで変化が見られます✽　✽CyDen調べ

週に1度のお手入れをするだけで4週間後には変化がみられます。

1台で全身ケアが完了するまでご使用いただけます
全身ケアが完了するまでの目安は数か月から1年程度です。
スムーズスキンbare+は全身ケア完了までお使いいただけます。
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光エネルギー(IPL)脱毛とは？
光エネルギー(IPL)をお肌に照射し、ムダ毛の再生サイクルをケアするようにデザインされています。 照射された毛は
数日間から1〜2週間で抜けていきます。　 ※毛の太さや成長状況により抜けるまでの日数が異なります。

どんな効果を期待できますか？
スムーズスキンbare+を正しい使用方法でお手入れしていただくと、シェービングのチクチクした肌を経験することは
なくなり、滑らかな肌を長時間保つことができます。

スムーズスキンbare+はどんな肌に使用できますか？
スムーズスキンbare+は肌の色がとても濃い方、毛の色がとても薄い方以外の肌に使用できます。
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4.0 ご使用方法
4.1 皮膚テスト
本格的なご使用の前に、皮膚テストをお勧めします。
皮膚テストは、３cm ×2cmのサイズ（２照射分の大きさ）で行います。
1. 3.2の手順に従って、使用する部位の準備をします。
2. フラッシュを照射します。
3. 24時間待って、使用部位に異常がないか観察します。
4. お肌に異常がなければ、本格的にご使用頂いて問題ありません。　
　 ただし、皮膚テストをした部位は、少なくとも１週間は、使用しないでください。

4.2 ご使用方法
①使用部位の準備
使用部位が、ワックス脱毛など毛根から脱毛していないか確認します。
1. 使用する部位をカミソリや電気シェイバーで剃ります。　 ※剃り残しがあると効果がなくなるだけではなく、火傷をするおそれがあります。

2. 脂分や汚れを石けんで洗い、きれいな水で流して乾かします。

②製品を使用
1. 本体の電源ジャックに電源プラグを接続します。
2. ACアダプターに電源コードを接続し、プラグをコンセントに接続します。
　ハンドセット前面のスキントーン・センサーが青く点灯し、照射の準備ができていることを示します。
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ご使用上の注意
ハンドセットが、皮膚にしっかりと接触しているか確認してください。 皮膚に押し付けられていないと、ハンドセットは
正確な肌の色調を検出することができません。

肌色検出
インジケーター　オン インジケーター　オフ

肌色検出なし

発光口 間違い正しい

イメージ図
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発光口

全域 重なり 照射漏れ

お手入れ中、製品が過熱するといけませんので、
通気口をふさがないように気を付けてください 

通気口

イメージ図

4.3 お手入れ
・お手入れをなさる部位に、ハンドセットをしっかりと当ててください。 作動ボタンの周りのインジケーターは製品の準備が
　できると、白く点灯します

・作動ボタンを押してください。 装置は発光し、温かく感じます。
・ハンドセットを次の部位に移動し、同じ手順を繰り返してください。
全ての箇所にお手入れが行き渡るようにしてください。
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4.4 お手入れの方法－1回または連続照射
お手入れ方法には、「1回照射」または「連続照射」の2つの方法があります。 どちらの方法をお使いになる場合でも、ハンド
セットは照射毎に移動し、同じ部位に重ねて照射しないようにご注意ください。

1回照射
この方法は、顔や脇の下など狭い部位のお手入れに適しています。
1回ごとにハンドセットを移動させて、照射する方法です。

連続照射
この方法は、脚のような広い部位のお手入れに適しています。 まずはハンドセットを皮膚に当てます。次に作動ボタンを
押さえ続けて、ハンドセットを照射しながら皮膚に沿って滑らせます。 ハンドセットは、照射が重なったりまたは照射されない
箇所がないように、一定の速さで動かすようにしてください。

4.5 スイッチの切り方
お手入れが済んだら、スムーズスキンbare+を電源コンセントから抜いてください。
スムーズスキンbare+の保管やメンテナンスに関しましては、5.3の項目をご覧ください。
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5.0 アフターケア
5.1 皮膚トラブルについて
本製品は強力な熱を発生させる為、その作用により、使用中に熱く感じたり、パチンとゴムではじかれたような痛みが感じ
られ皮膚が赤くなるといったことがありますが、このような反応は正常なものであり、通常24時間程度で消えます。
また、少しでもムダ毛の剃り残しがあると、IPLの発光によって加熱して、それがお肌につくと火傷の原因となりますので、
ご注意ください。

万一、それ以降もお肌に異常が現れたり、使用中に火傷などの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医か
カスタマーサポート http://www.smoothskin.com にご連絡ください。



5.2 その他の皮膚トラブルについて

直ちに使用を中止し、冷たいタオルなどで冷やし、消毒薬や、火
傷治療薬などを塗り、再び使用する前に皮膚科専門医の診断を受
けましょう。 また、カスタマーサポート http://www.smoothskin.
com にご連絡ください。

火傷や水泡の反応があらわれる。

明るくなったり、暗くなるなど皮膚の色が変わる。

直ちに使用を中止し、再び使用する前に皮膚科専門医の診断を受
けましょう。 また、カスタマーサポート http://www.smoothskin.
com にご連絡ください。

直ちに使用を中止し、再び使用する前に皮膚科専門医の診断を受
けましょう。 また、カスタマーサポート http://www.smoothskin.
com にご連絡ください。

直ちに使用を中止し、再び使用する前に皮膚科専門医の診断を
受けましょう。

直ちに使用を中止し、再び使用する前に皮膚科専門医の診断を
受けましょう。

これは正常な反応です。続けて使用しても問題ありません。
慣れないうちは、冷たいタオルなどで冷やしましょう。

これは正常な反応です。続けて使用しても問題ありません。
慣れないうちは、冷たいタオルなどで冷やしましょう。

腫れや赤みが2-3日経っても消えない。

使用中に非常に強い痛みなどの不快感がある。

皮膚の赤みが24-48時間経っても消えない。

数秒から1分以内で消える暖かさやチクっとした感じ、または、皮
膚の赤み。

使用箇所の軽い痛み。

皮膚の反応

非常に稀な皮膚の反応

対処方法

対処方法
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5.3 メンテナンスおよび保管
1. お手入れ後は必ず、電源コンセントから ACアダプターを抜き、本体を冷やします。

2. ご使用後は、ハンドセットに破損がないかを確認し、糸くずの出ない乾いた布で拭いてください。

　安全上のご注意: ご使用中、ガラス・フィルターは熱くなります。 ご使用後、フィルターが冷めるまで触ったり 掃除をしたりしないでください。 
　水や洗剤は使用しないでください。故障の原因になります。 
　スムーズスキンbare+の性能を最大にご利用いただくため、発光口およびスキントーン・センサーの汚れを定期的に取り除いてください。

3. スムーズスキンbare+は、 涼しく乾いた場所に保管してください。 
　ハンドセットの発光口およびスキントーン ・センサーが壊れないようにお気を付けください。

4.  目に見える損傷の跡がないか、（コードも含めて）装置を定期的に検査してください。  

スキントーンセンサー

発光口



5.4 故障かなと思ったら

ご使用にならないでください。 スムーズスキン bare+に損傷がある
のではないかと思われる場合は、ご使用なさらずに、ウェブサイトで
カスタマーサポートの詳細をお求めください。 

ハンドセット、発光口、電源装置またはコードが損傷、故障している、
ひびが入っている、または欠陥があるように見える。

これは、装置が故障しているということを示しています。 装置の
ご使用をおやめになり、ウェブサイトでカスタマーサポートの詳細を
お求めください。 

これは、製品が故障している可能性があります。 装置を電源から抜
き、再起動してください。 問題が解決しなければ、ウェブサイトでカス
タマーサポートの詳細をお求めください。

電源が入っていることを確認してください。 スキントーン・センサーを、
しっかり皮膚に接触させてください。 肌の色調が濃すぎて、お手入れに
適していない可能性があります。 この取扱説明書の最初の方にある
肌色チャートで確認してください。

ハンドセットの作動ボタンが赤く点灯したままで、 製品は作動しない。

ハンドセットを皮膚に当てると、作動ボタンは白く点灯しますが、
作動ボタンを押してもハンドセットは照射しない。

製品を皮膚に当てたときに、ハンドセットの作動ボタンが点灯
しない。

症状 解決方法
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6.0 仕様・保証など

NRTL（米国国家認証試験機関）
認証マーキング

北米向けFCC･EMC規格準拠

オーストラリア規制
準拠マーク

関税同盟対象EAC規格
マーキング

Trefoil社のウクライナ共和国
対象規制準拠マーク

中国RoHS指令環境保護

機器からの光放射で目に損傷が
起こる場合がありますのでご注意
ください

装着部タイプBF

第二種器具

使用方法をお読みください

欧州連合（EU)の電気･電子製品の
廃棄マーク

欧州規格適合マーキング

乾いた状態を保持してください。

6.1 仕様
・品名：スムーズスキン bare+
・型番：SSB4J-BLK-BXS-ASI

SSB4J-WHT-BXS-ASI
SSB4J-NUD-BXS-ASI

・本体重量：約200g
・繰り返し数：0.6秒ごとに手動パルス
・連続操作
・最高の光出力：4J/cm2

・パルス長：1m秒 半値全幅
・波長：515-1100 nm（ナノメートル）

・電源入力：100-240V, 50/60Hz,
  1.7~0.91A

・使用温度：5〜40℃
・使用湿度：最高93％R.H.　結露なし
・使用圧力：700hPa〜1060hPa
・お手入れ範囲：3cm2（30mm×10mm）
  （スポットサイズ）

運送条件
・温度：-25℃〜70℃
・湿度：最高93％R.H.　結露なし
・圧力：500hPa〜1060hPa

スムーズスキン bare+は、単一ユーザー
用です。

CEマーキングは、この器具が以下の
EEC指令に適合していることを認証する
ものです。

・低電圧指令2014/35/EU
・電磁両立性指令2014/30/EU
・エネルギー関連製品指令2009/125/EC
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6.2 廃棄（寿命）
お住まいの自治体の廃棄基準に基づいて、廃棄してください。

6.3 保証とアフターサービス



保証書
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詳しい製品の使い方などは、スムーズスキン公式サイトへ
http://www.smoothskin.com

CyDen株式会社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内３－2－3
丸の内二重橋ビル 2階

英国製

* 実際の製品は、本取扱説明書内のイラストと異なる場合があります。
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