保 証 書
業務用
品名・品番

高性能ミクロミストスチーマーR +ヴァキューム&スプレ−・ES-0013

年

納 品 日
お
客
様

月

お名前

日
様

取 扱 説 明 書（

〒
ご住所
TEL

販
売
店

高性能ミクロミストスチーマーR
＋ヴァキューム&スプレ−
【複合機】

納品日から1年間

保証期間

(

ES-0013

保 証 書 付 ）

)

株式会社 TRYBEST
〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田3-1-9

Tel.050-5539-8030 Fax.042-633-0190

本書は再発行いたしませんので、保証内容をよくお読みいただいた後、
納品伝票とともに大切に保管してください。

目 次

無料保証規定
取扱説明書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無料修理をさせていただきます。
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。
１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
２お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
３火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、
指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
４車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
５レザー類の破れ、変色、消耗パーツの劣化、磨耗、錆、変質、その他類似
６本書のご提示がない場合
７発送修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
また、出張修理を行った場合には、出張料はお客様の負担になります。
８本書は日本国内においてのみ有効です。
９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。

ES-0013

100V

消費電力
900W

周波数
50/60Hz

サイズ
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■ 組立て方法

※この保証書は、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。
従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）及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の
場合は、修理窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については修理窓口にお問い合わせください。

品番

■ 安全上の警告と注意
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裏表紙

重さ

W35×D36×H95〜122cm

12㎏

■施術時間目安 ( 環境や季節により異なります。）
肌質

本機との距離

施術時間

脂性肌

25cm

15分

普通肌

25cm

10分

敏感肌／乾燥肌

30cm

5分

サービスセンター窓口
● 万一故障の際は下記の販売店へご連絡ください。●

株 式 会 社 T RY B E S T

〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田3-1-9

E-Mail：info@trybest.jp FAX：042-633-0190

050-5539-8030

この度は「ミクロミストスチーマーR＋ヴァキューム&スプレ− 」をお買いあげ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。
●万一この取扱説明書を紛失または汚損した場合は、お買い求めの販売店にお問合せください。
●本取扱説明書の一部または全部を無断転載することは法律で禁止されています。
●本取扱説明書の内容は将来予告無しに変更されることがあります。
●本取扱説明書は万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどのお気づきの点がござい
ましたら、弊社までご連絡頂けますようお願い申し上げます。

株式会社 TRYBEST

安全上の警告と注意
この取扱説明書は、あなたやお客様、他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使い頂くために、守って頂きたい
事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

■ 警告表示の意味 ■

！

危険

取り扱いを誤った場合「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容を示しています。

！

警告

取り扱いを誤った場合「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

！

注意

取り扱いを誤った場合「傷害を負う可能性および、物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示しています。

■ 図記号の意味 ■
記号は「警告を含む注意」を促す内容があることを告げる物です。図の中や近くに具体的な注意内容が書かれています。

！

注意

消耗品について

当製品本体部分には1年間の保証がついておりますが、注水口キャップ、アロマケース、ビーカー等パーツ
の破損に関しましてはご購入後１年以内であっても消耗品扱いとなりご購入のご案内となります。
上記各パーツはスチーマー使用直後熱をもったまま強い力が加わりますと破損するおそれがあります。
機械の熱が十分に冷めた事を確認してから注意してお取扱いください。
ご不明な点は販売店までお問い合せください。
弊社販売価格

消耗品名

消耗品名

・高さ調整用ロックナット・・・・・・432円
・土台付キャスター一式（2本）
・・・3,240円
・キャスター（1個）
・・・・・・・・・432円
・ヴァキューム用ガラス管 ・・・（１本）648円
（平・ストレート・だるま）
・スプレーボトル ・・・・ ・・・（１本）648円
・チューブ（赤または黒)・・・・（１本）648円
・ヴァキューム用フィルタ ・・・・・1,296円
・フィルター用透明チューブ ・・・・・648円

・注水口キャップ・・・・・・・・・・540円
・アロマケース・・・・・・・・・・・540円
・ビーカー用ゴムパッキン・・・・・・540円
・ガラスビーカー・・・・・・・・・1,300円
・ビーカーブラケット ・・・・・・・2,160円
・注水口ゴムパッキン・・・・・・・・540円
・ヒューズ・・・・・・・・・・・・・150円
※250ボルト・10アンペア
※電器店・ホームセンター等でも市販されています

・グローランプ・・・・・・・・・・・324円
記号は禁止の行為であることを告げる物です。図の中や近くに具体的な禁止内容が書かれています。

弊社販売価格

※ 4 〜10ワット・100〜130ボルト
※10〜20ワットでも可
※電器店・ホームセンター等でも市販されています

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げる物です。図の中や近くに具体的な指示内容が書かれています。

純水について

■ 負責事項について ■
●火災、地震暴動、戦争、テロなどの行為、その他事故等、お客様の故意、又は過失、誤用、その他異常な条件下での使用に
より生じた損害に関して、当社はいっさい責任を負いません。●本製品の使用又は使用不能から生じる付随的な障害（事業利
益の損失・事業の中断による障害）に関して、当社はいっさい負担を負いません。●取扱説明書で説明された以外の使い方に
より生じた損害に関して、当社はいっさいの責任を負いません。

！

！

危 険

■ 本製品内部をさわらない

水道水や飲料用浄水器の水、ミネラルウォーター 等カルシウム・マグネシウムを含むお水をお使いになりますと、それらが詰まり、故
障の原因となりますので弊社スチーマーには必ず純水または精製水をご使用ください。
純水とは、カルシウム・マグネシウムを取り除いたお水になります。弊社取扱いの純水ポットを使用されますと、水道水から簡単に純水を作る
ことができますので、是非ご利用ください。

使いたい分だけ 簡単に水道水

300ℓ精製可能

イオン交換樹脂でろ過します。

感電のおそれがありますので、本製品の内部をさわることは、絶対におやめください。
本製品のメンテナンスは必ずサービスセンター窓口にお申しつけください。

！

ピッチャー付で
販売いたします。

早くて便利な「純水ポット」の
使い方はいたって簡単。
水道水を注ぐだけで純水の出来上がり。
地域の水道水の硬度により精製量が若干異なります。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、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。感電や発火の原因になります。

スチーマーだけでなくパッ
クなどフェイシャル施術時
にも使用 O.K.「水を注ぐ」
だけでカルシウム、マグネ
シウムイオンを除去しあの
嫌な「白い石、粉」が付着
しなくなり、スチーマーの
寿命が長くなります。

●業務終了時やお手入れのときには電源プラグを抜いてください。絶縁劣化による漏電火災の原因となります。
●通電したまま放置しないでください。事故やトラブルの原因になります。

品番 ES-0001

純水ポット

●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
●電源コードを持って本製品を動かさないでください。転倒やコードの破損原因となります。
●電源コードをねじ曲げたり、重い物をのせないでください。火災や感電の原因となります。

詳しくは販売店にお問い合せください。

●ぬれた手で電源コードを扱わないでください。感電の原因となります。
●ビーカー内の水は本体に接触するほど多量に入れないでください。熱湯が飛び出す原因となります。
●ご使用中、ビーカーはとても熱くなりますので、手を触れないようにしてください。
●ビーカーを取り外す際には、必ず電源をOFFにして完全に冷めてから取り外してください。
●火傷の危険性がある為、完全に冷めないうちにビーカーやヒーターに触らないでください。
●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−など）の近くで使用しないでください。爆発や火災のおそれがあります。
●スチーム噴出口からは高温の蒸気が出ますので、噴出口に直接触れたり、のぞいたりせず、20cm以上離してご使用ください。
●インナーパイプの高さを調節する場合及び、取り外す際に、スプリングの力で急に飛び出す事があります。
大変危険ですので、上からのぞきこまないでください。
●スチーム噴出口を異物などでふさがないでください。
●お子様の手の届かない場所でご使用、保管してください。
●お手入れには水と中性洗剤を使い、洗剤を使う場合は十分に拭き取ってください。
お手入れ時の中性洗剤が表面に残っていますと、「腫れ」「かぶれ」の原因となる事があります。
●お風呂場等湿気の多い場所での使用や入浴中の使用は絶対におやめください。感電のおそれがあります。

1

16円

スチーマー用純水ポット

警 告

●交流100V（15A以上）のコンセントを単独で使用してください。

1ℓあたり

純水へ

10

トラブルシューティング
トラブル

電源が入らない
スチームが出ない
噴出量が少ない

使用中に、「ピー」
という音が鳴る

対処方法
差し込みプラグをしっかり差し込んでください。
・ビーカーとゴムパッキンはしっかり圧着固定してください。
・注水口キャップをしっかりはめてください。
・UVランプボタンをONにしてください。
・UV灯が点灯しているか確認して下さい。点灯していない場合、グローランプ
が切れている場合がございます。お近くの電気店にて同規格のグローランプを
ご購入頂き、交換してお試しください。
1.コンセントを抜いてください。
2.ビーカー及び本体が冷めている状態を確認し、再度ビーカーとゴムパッキンの
位置を確認し圧着させるように取り付けてください。
※純水が下限より下の場合は、空焚き状態になる為、販売店にお問い合せください。

3.ビーカー内の純水の量を確認し、水量がビーカー下限ライン付近まで少なくなって
いる場合、本体が冷めた事を確認した後、純水を上限ライン付近まで注ぎ足して
ください。

スチームがもれる
〈原因〉ゴムパッキンが付いて
いない又はずれている
〈原因〉水の入れ過ぎ

〈原因〉ビーカーのひび割れ

スタンドパイプが
グラグラする
ビーカーが
グラグラする
スチームが臭う

・一旦停止し冷めてからビーカーとゴムパッキン部分を確認してください。
室内温度によりパッキンが凝縮する場合があります。縮まってる場合は多少
広げて使用してください。ご不明な場合は、販売店にお問い合わせください。
・ビーカーの水位をご確認ください。上限ラインよりも上にある場合は一旦
停止し冷めてからビーカーをはずして水位を上限ラインの数ミリ下に調整
して再度ビーカーを取付けてお試しください。ご不明な場合は、販売店に
お問い合わせください。
・一旦停止し冷めてからビーカーをはずしてひびが入っていないか確認して
ください。
・ジョイントパーツ裏のボルトをしっかり締めてください。
・インナーパイプを奥まで差し込んでください。
・本体をインナーパイプにしっかりはめ込んでください。
・本体、ビーカーおよびヒーターが冷めていることを確認してからビーカーを
取り外し、ゴムパッキンがしっかり付いているか確認してください。
再度ビーカーを「組立て方法（p6）」8 〜12
11 のようにしっかり本体に取り付
けてください。
特に使い初めにＵＶ機能を使用するとオゾン発生する臭いが致します。
その後も臭いが気になる場合は、ティーバッグに入れたハーブもしくは、ア
ロマオイルをしみ込ませたコットンをアロマケースに入れてご使用ください。
〈原因〉

〈対処〉

・土台がガタついている場合

湯玉が飛ぶ

ヴァキューム
が吸引しない
スプレ−が
出てこない

・アームが360度回転している場合
（通常は360度回転しません）
・スチーム噴出口やアームの内部から
「ゴーゴー」や「ゴポゴポ」という
異音が鳴ったら、すぐにスチーム
の使用を中止して下さい。

→ 土台のボルトを締め直してください。
→

すぐ使用を中止してください。

・調節ダイヤルを右に回してください。
・ヴァキューム用フィルタに水分や油分がたまっていないことを確認して
ください。
・ガラス管の穴を皮膚に密着させ、穴をしっかりと指でふさいでください。
・ボトル内のチューブを取り外し、よく水洗いしてから付け直してください。
・ボトル上部をしっかりと指でふさいでください。
・ボトル側吹き出し口に針のようなものを通し、汚れを取り除いてください。

対処後、なお異常がある場合はただちに使用を中止し、サービスセンター窓口にご相談ください。
ご不明な場合は、販売店にお問い合わせください。

！

注 意

本製品を使用してトリートメントを受けられる方に初めての化粧品を使うときは、パッチテストをしてください。化粧品の合わない方
や、肌の弱い方が本製品を使用してトリートメントを受けられると、ごくまれに皮膚トラブルを起こすことがあります。万一、トラブ
ルが起きた時は、ただちにトリートメントを中止し、専門医にご相談ください。

■ 以下に該当する方および部位へのご使用は、必ずご自身で医師と相談のうえ行ってください。
●皮膚疾患のある方や感染症の方
（伝染性の皮膚疾患・火傷・アトピー性皮膚炎・
しっしんがある方など）
●疾患のあるとき
（伝染性の疾患・内臓疾患・知覚神経障害など）
●皮膚が炎症しているとき
●日焼け直後、皮膚がカブレている方
●妊娠中の方
●ホルモンのバランスがくずれている方
●アレルギー体質で敏感肌の方

！

●心臓病の方
（ペースメーカーを使用している方など）
●てんかんの方
●高血圧症・低血圧症の方
●糖尿病の方
●手術後1年を経過していない方
●お肌に傷やはれものなどのある方
●ぜんそくの方

ご使用上の注意事項【ご使用前に必ずお読みください】

●水道水や飲料用浄水器の水、ミネラルウォーター等を
お使いになりますと、カルキなどが詰まり、故障の原
因となりますので、必ず純水もしくは精製水(※1)をお使
いください。
●使用中に水がなくなりましたら必ず一度電源を切り、
20分以上おいてから純水もしくは精製水(※1)
（お湯は
不可）
を注入口から注いでください。
（連続使用は故障
の原因となります。）
●使用中は本体に衝撃を与えたり、移動したりしないで
ください。
●スチームが完全に安定するまでは、
お客様に使用しない
でください。
●ビーカーはゴムパッキンにしっかり圧着するように
セットしてください。
●ビーカー（ゴムパッキン同様）をしっかり固定しない
と落下の原因になります。
※温度によりゴムパッキンが伸縮する可能性があります
ので必ず確認後主電源を入れてください。
●ビーカーを固定せずにご使用になった場合、 蒸気が
機械内部に入り込み、故障の原因となります。
●ＵＶランプ点灯中はランプを直視しないでください。
目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
●本体は精密機械ですので、分解や改造をしないでくだ
さい。
●ビーカー内に水が無い状態で電源を入れたり、本体を
作動させないでください。
●本体の上に物を置いたり、物を掛けたりしないでくだ
さい。
●ご使用にならない時はビーカーを外し、カバーをかける
などして本体にほこりが入り込まないようにしてくだ
さい。
●使用後、すぐにお水を入れないでください。
ヒーターの劣化原因となります。

●直射日光の当たる場所に設置されますと、表皮の変色
やひび割れの原因となります。
●お手入れにシンナーやベンジン等の石油系有機溶剤を
使われますと、表皮の変色やひび割れの原因となります。
●本製品を使用するときは、身体から時計や貴金属
をすべてはずしてからご使用ください。
●お肌のケア以外の目的でご使用にならないでくだ
さい。
●ぬれた手で電源・UVランプボタン等を触らない
でください。感電や故障の原因となります。
●本製品は必ず水平な場所で使用してください。
●保護者の方は子供だけでの使用や、本製品を遊具
として使用しないよう十分ご注意ください。
また、動物等をお近づけにならないようにご注意
ください。
●使用中・使用後に気分が悪くなったり、めまいが
する、動悸が激しくなったなどの異常が見られた
場合には直ぐにご使用を止め、医師にご相談くだ
さい。
●本 製 品 を 水 ま た は 他 の 液 体に浸した りしないで
ください。また、お風呂場などの湯気・湿気の多い
場所での使用・保管はしないでください。
故障や感電、漏電、発火、錆の発生の原因になり
ます。
●必ず電源が入っていない事を確認してからコンセ
ントを差し込み、抜く際も電源を切ってから行っ
てください。
●ご使用中は、コンセントを抜かないでください。
●断線の原因になりますので、電源プラグをコンセ
ントに差し込んだまま本製品を移動させないで
ください。
本 製 品 を 移 動 さ せ る と き は電源プラ グを抜 いて
ください。
●プラグを持ってコンセントから抜いてください。
電源コードを持って抜くと断線するおそれがあり
ます。

●使用後、本体が充分冷めたのを確認してから注水
口キャップとアロマケースをはずして下さい。本
体が熱いままはずしますと破損するおそれがあり
ます。
●直射日光が当たらない、尚かつ操作するのに十分な
広さのある場所に設置してください。

精製水(※1)に関しましてはp10を参照ください。ご不明な場合は販売店にお問い合せください。
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ご使用方法

梱包状態と梱包内容
台座

■ 梱包状態
上段

ビーカー ヴァキューム ジョイント ガラス スチーマー
ビーカー
ブラケット スプレ−類
パーツ
本体

ヴァキュームとは？

毛穴深くの汚れや皮脂を吸引し、取り除きます。

下段

透明チューブ
ヴァキューム
用フィルタ

1 ヴァキュームチューブ差し込み口に、
フィルタ用透明チューブを差し込みます。

チューブ(赤)
2 ヴァキューム用フィルタに透明チュー
3 一方の先にガラス管を取り付けます。
ブとチューブ(赤)をセットしてください。
3種から目的に応じてお選びください。

ヴァキューム&
スプレ−ボタン

キャスター付土台×2本

電源コード

スプレーとは？

箱の中に上下2段で
梱包されています。

スタンドパイプ
（ロックナット付）

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

注水口キャップ×1

アロマケース×1

■ パーツ一覧 ■
スチーマー本体×1
□ ヴァキューム用ガラス管×3
ガラスビーカー×1
（ストレート、平、だるま型）
ガラスビーカー用ゴムパッキン×1
□ チューブ（赤・黒）×各1
ビーカーブラケット×1
□ ヴァキューム用フィルタ×1
□ フィルタ用透明チューブ×1
注水口キャップ×1
□ スプレ−ボトル×1
アロマケース×1
グローランプ×1
□ フェルト×1
インナーパイプ×1
□ 台座×1
スタンドパイプ×1
その他付属品
ジョイントパーツ×1
□ ワッシャー×1
キャスター付土台×2
□ バネワッシャー×1
□ ボルト×1
□ ボルト取付用レンチ×1

ゴムパッキン×1

グローランプ×1

ガラスビーカー×1

ビーカーブラケット×1

スチーマー本体×1

予め本体にセットされています

＜ヴァキューム&スプレ−＞
チューブ赤
(ヴァキューム用)
ロックナット×1

チューブ黒
(スプレ−用)

1

2

3

インナーパイプ×1

スタンドパイプ×1

その他付属品

ジョイントパーツ×1

予めスタンドパイプ底面にセット
されています

ワッシャー×1・・・・
バネワッシャー×1・・

スプレーボトル×2
ヴァキューム用ガラス管×各1(3種)
1.ストレートタイプ / 2.平タイプ / 3.だるまタイプ

ボルト×1・・・・・・
ボルト取付用レンチ×1
キャスター付き土台×2

お肌に精製水などを霧状に噴射し、吸引（ヴァキューム）を行いやすくします。

1 スプレーボトルの容器の中に精製水
などを入れてキャップをしめます。

2 スプレ−チューブ差し込み口にチュー
ブ黒の片側を差し込みます。

ヴァキューム&
スプレ−ボタン

4 ヴァキューム&スプレ−ボタンを押し
ます。

ここからスプレ−
が噴出します

ヴァキューム用
フィルタ×1

調整つまみ

5 ボトルの上部を指先で押さえるとボト
ルサイドの金属部分の小さな穴からボ
トル内の水分が霧状になって噴出します。

ヴァキューム&スプレ−ご使用上の注意事項
＜ヴァキューム＞
●チューブを接続する際はスプレーボトルの接続されたチューブと間違えないようにご注意ください。
スプレーボトル内の水が機械内部に入り込み故障の原因となります。
●お肌の一部分に長時間行うと鬱血する可能性がございますのでご注意ください。
●故障の原因となりますので、水やジェルなど水分を吸い込まないようにしてください。
万一水を吸い込んでしまった場合は、本体を上下逆にして3分運転し、更に操作パネルの面を下向きにして3分程度運転し、
ポンプ内に入った水を排出してください。
このとき内部に吸い込まれた水がスプレー口より排出されますので、タオルなどを当てて飛び散らないようにご注意ください。
●ご使用前にガラス管が欠けていないかご確認ください。
●冬場など気温が下がると、機械内部のグリースが固くなって吸引力が弱くなる場合があります。その際は5分ほど作動させて
暖気運転をしてからご使用ください。
＜スプレ−＞
●スプレーボトルの中には酸性の化粧水や粘度の強い物などを入れないでください。
●スプレーをする際はいきなりお肌にかけずに遠くから勢いを確かめてご使用ください。

お手入れのしかた
■ ビーカー
●毎日、排水と清掃を行ってください。
●中性洗剤などで洗い、流水で十分にすすぎます。
●消毒用アルコールを含ませた綿布で丁寧に拭き取ります。

■ 本体

■ ヴァキューム用ガラス管
●施術後はガラス管をきれいに洗い消毒した上で湿気の
無い場所で保管してください。

■ スプレーボトル
●施術後はガラス管をきれいに洗い消毒した
上で湿気の無い場所で保管してください。

！
フィルタ用透明
チューブ×1

3 チューブの片側をスプレ−ボトル差込
口に取り付けます。
スプレ−が噴出しないまたは
噴出しづらい場合はスプレ−
ボトル先端の調整つまみを回
してください

こちらを指で押さえると↓

↓

■ 梱包内容

6 肌からガラス管をはずす際は指先で押さえた
ガラス管サイドの穴から指先を離します。

インナーパイプ

下段のスチーマー本体アーム部分の下にスタンドパイプ、
その下にインナーパイプが入っています。

4 -10W 100-130V用
※写真と形状が異なる
場合がございます。

4 ヴァキューム&スプレ−ボタンを押します。5 ガラス管を肌にあて、サイドの穴を
指先で押さえると吸引できます。

１ヶ月に１〜２回内部の清掃を行ってください。
※年1回程度の定期点検をおすすめいたします。
ご不明な場合は販売店にお問い合せください。

注意

ビーカー内部に洗剤成分が残っていると熱湯がふき出す恐れがあります。
3
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スチーマーご使用方法（以下の手順に従って、正しくお使いください。）

各部の名称および付属品
精製水（※1）(※1)注入口

スチーム噴出口

■アロマスチームの方法
純水または精製水(※1)で湿らせたコットンにアロマオイ
ルを2〜5滴程垂らし、中のアロマケースに入れてくださ
い。又は、ハーブの葉を布（ティーパック）に包み入れる
と、ハーブ水をスチームできます。
！ アロマオイルを入れすぎるとケースが破損する恐れが
ありますのでご注意ください。
！ アロマオイルは必ず精製水(※1)で湿らせたコットンに
垂らしてお使いください。そのまま原液を入れますと
ケースが 破損したり、肌トラブルの原因
となる恐れがあります。
■内部にアロマケースが入っています。

しめる

1 組立て方法（p5-6）のとおり正しく組立てた後
スチーマー本体部分が傾かないような平らな場
所に設置してください。

5 側面のゴムがしっかり付いていることを確認し
てから注水口キャップをしめてください。

精製水(※1)に関しましてはp10を参照ください。
ご不明な場合は販売店にお問い合せください。

＜注意＞注水口キャップと本体がしっかりはまっていないと
スチームもれや故障の原因となります。

注水口キャップ
アーム

スチーム量表示ランプ

吸引力調節ダイヤル
スチームのスタート・
ストップボタン

はずす

主電源ボタン(POWERボタン)
(ON/OFF)

タイマー調節ボタン

ヴァキューム＆スプレーボタン

スチーム量調節ボタン

UVランプボタン

（最長30分までのタイマー調節が可能）
（スチームの噴出量を弱・中・強の3段階に設定します）

スプレーホース
差し込み口

スチーマー本体

ヴァキュームホース
差し込み口

ゴムパッキン

ビーカーとスチーマー本体を
密着させる重要なパーツです。

（紫外線（UV）を照射することにより
清潔な水を噴出します）

本体下部
■ 各ボタンの説明

2 純水または精製水(※1)を入れるために、本体上
部の注水口キャップを開けてください。

6 [スチーム噴出手順]
① ビーカーと本体がしっかり圧着されていること
を確認してからPOWERボタンを押して電源を
入れます。
② UVボタンを1回押し、UV灯を点滅させます。
スチーム表示ランプがⅢになるまでスチーム量
調節ボタンを押します。
③ タイマー調節ボタンで時間を設定し、スタート/
ストップボタンを押します。
※ ビーカー内の水が温まり、沸騰を始めるまで10
分程かかります。沸騰してから数分でスチームが
噴出されます。
次回使用する際は機械全体が冷めていることを確
認してから使用してください（連続使用はできま
せん）。

＜注意＞必ず機械全体が冷めたのを確認してからキャップを
開けてください。温度が高いうちに無理な力が加わ
りますとパーツ破損または火傷のおそれがあります。

ビーカー
上限ライン
下限ライン

3 注水口から純水または精製水(※1)をビーカーの
上限ラインまで注いでください。

＜注意＞水位が上限ラインよりも極端に高いもしくは低い場合
スチーマー故障の原因となります。
また、純水または精製水(※1) 以外の液体を使用された
場合も故障の原因となります。

注水口フタとアロマケースを
しっかりはめてからご使用
ください。

4 アロマ機能をご使用になる場合、アロマケース
に湿らせたコットンを置き、アロマオイルを数
滴たらしてください。

＜注意＞アロマオイルは必ず薄めた状態でご使用ください。
原液または濃度が高い場合、スチーマー故障の原因
となります。

コントロールパネル
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インナーパイプ

本体に
差込む
はずす

高さ調整用ロックナット
ビーカー
ブラケット

スタンドパイプ

ガラスビーカー

ジョイントパーツ

グローランプ

本体背面

キャスター付土台×2本

はずす

しめる

ヒューズボックス
左に回すとはずれます。

キャスター
ヒューズ

特記事項

ヒューズボックスの中に
入っています
(250ボルト・10アンペア)。

●連続使用は故障の原因となりますので、絶対にお
やめくだい。
●スチーム終了から20分程度間隔を置いて機械全
体が冷めたことを確認してからご使用ください。
精製水(※1)に関しましてはp10を参照ください。
ご不明な場合は販売店にお問い合せください。

本体下部の2つの穴にグロー
ランプの2本のツメを差込んで
右に回してしっかり取付けて
ください。

4 -10W 100-130V用
※写真と形状が異なる
場合がございます。

注意

●水量が減り、スチームが止まったら、すぐに
POWERボタンをOFFにし、主電源を切ってくだ
さい。電源を切らずに放置すると、空焚きの原因に
なります。
●空焚きは故障の原因となりますので絶対にしな
いでください。
必ず純水または精製水(※1)が入っている事を確
認してからご使用ください。
●ビーカーと本体がしっかり圧着されておりません
とスチームもれによる故障の原因やビーカーが落下
しけがをするおそれがありますので必ずご確認くだ
さい。
●機械全体が十分に冷めないうちにビーカーや電熱
線、スチーム噴出口等に絶対に触れないでくださ
い。火傷のおそれがあります。
ご不明な場合は販売店にお問い合せください。
●ぬれた手で本体の操作をしたり、電源コードを扱
わないでください。故障や感電の原因となります。

しめる

■ サイズ：W35×D36cm×Ｈ95〜122cm
キャスター部サイズ：W56×D56cm
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組立て方法 2

組立て方法 1

スタンドパイプ
キャスター付き土台
ワッシャー
バネワッシャー
ボルト

1 キャスター付土台を交差させます。

5 キャスター付き土台の裏側からボルト、バネ
ワッシャー、ワッシャーをセットします。

8 ゴムパッキンの取付けがしやすいように、本体
部分を横に寝かせます。
＜注意＞重ねたタオル等やわらかいものの上で作業して
ください。固いものの上で作業されますと傷が
つくおそれがあります。

12 スチーマー本体をインナーパイプに差し込みます。

台座の取付け

13 -1 台座と本体の4つのビス穴

を合わせてください

13 台座を本体に取付け、チューブを

1

2 キャスター付土台同士をしっかりはめ込みま
す。

6 ボルト取付用レンチでボルトを強く締め付け、しっか
り固定してください。
＜注意＞ボルトは定期的に点検し、少しでもゆるみが
ある場合、ボルトを締め直してください。

セットしてください。

9 ゴムパッキンを本体底面ビーカー取付け部分の
内径にぴったり合うように指でしっかり取付け
てください。
＜注意＞ゴムパッキンがしっかり取付けされておりません
と、本体とビーカーの間からスチームがもれ故障
の原因となります。

13 -2 4つのビスをプラスドライ

バーでしっかりとしめて
ください。

しめる
ゆるむ

7 インナーパイプをスタンドパイプの中に差し込み
ロックナットでしっかり固定させます。

3 交差させてしっかりはめ込んだキャスター付き
土台にジョイントパーツをかぶせます。

＜インナーパイプとスタンドパイプの組立て方＞

7 -1

！

ご確認下さい

スタンドパイプ底面に取付けボルトが
予め付いておりますので、組立前に
一旦それを外してから作業して下さい。

ゆるむ

ロックナットを
矢印の方向に回
しゆるめます

7 -4
ロックナットを
インナーパイプ
の上からスタン
ドパイプにセッ
トします

4 スタンドパイプをジョイントパーツにはめ込みます。

しめる
ゆるむ

5

取り付けてください。

7 -2

7 -3

スタンドパイプ
からロックナット
を外します

インナーパイプを
スタンドパイプに
差し込みます

7 -5

ロックナットを
の方向に
回してしっかり
固定します

10 ビーカーブラケットのフック部分をしっかり本体に

14 完成です。

！

しめる

はずす

注意

ビーカーブラケットの締め付けが弱いと
スチームもれやビーカー落下の原因にな
りますでしっかりお締めください。
また、締め付けが強すぎますと、ビー
カー破損の原因となりますので、締め
付け後、手で動かしてビーカーが動か
ない程度の強さで締め付けてください。
ビーカーブラケットを
本体に対して垂直にして、
ビーカーを本体に
押し付けながら
つまみを右に回して
しっかりと固定してください。

11 ビーカーを本体に押し付け、ビーカーブラケットのつ

まみを右に回してしっかり固定してください。
ご不明な場合は販売店にお問合せください。
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注意

●組立て後、インナーパイプの高さを変
える場合ロックナットを
の方向（組
立て方法 7 参照）に回すとゆるみます。
その際、インナーパイプがバネの力で勢
いよく飛び出し危険ですので絶対に人に
向けたり覗き込んだりしないでくださ
い。
※必ずスチーマー本体を差し込んだ状態
で高さ調整してください。

